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第１章 計画の目的・方針 

第１節 計画の目的及び構成 

 

第１項 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号。本章において以下「基本法」という。）第 42

条に基づき、伊賀市防災会議（以下「防災会議」という。）が、伊賀市の地域に係る風水害等に関する事

項を定め、市、指定地方行政機関、指定公共機関等の行う防災活動及び住民が自ら展開する自主防災活

動などについて、自助、共助、公助が有機的に結合し、総合的かつ計画的に実施することにより、市民

の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって地域社会の安全と市民福祉の確保を図ることを目的と

する。 

 

第２項 計画の構成   

この計画の構成及び内容は次のとおりである。 

第１部 総  則 

○計画の目的や方針、県、市、防災関係機関、市民等の防災上の責

務や役割、伊賀市の特質や既往の風水害の状況等について記して

いる。 

第２部 災害予防・減災対策 

○発災時の被害の防止及び減災を図るため、又は発災後の対策を円

滑に実施するための事前の措置として、平時において風水害等に

備えて行うべき自助・共助・公助の防災対策について記している。 

第３部 台風接近時等の 

減災対策 

○台風等発生から発災までの事前の減災対策などについて記してい

る。 

第４部 発災後の応急対策 

○市災害対策本部の活動を中心に、市や防災関係機関、市民等が災

害発生直後に取り組むべき、緊急性の高い応急対策について記し

ている。 

第５部 被災者支援・復旧 

対策 

○市災害対策本部の活動を中心に、気象事象が収まった後の被災者

支援や被災後の復旧に関する対策について記している。 

第６部 事故等による災害 

対策 

○重大事故や大規模火災、林野火災などの事故等対策について記し

ている。 

 

 

第３項 計画の修正 

本計画は、基本法第 42条の規定に基づき、社会情勢の変化に応じて常に実情に合ったものとするため、

毎年検討を加え、必要があるときは防災会議に諮り修正する。 

なお、修正にあたっては、原則として次の手順で行う。 

 

１ 防災会議は、関係機関の意見を聞き、地域防災計画修正（案）を作成する。 

２ 防災会議は、作成した地域防災計画修正（案）について基本法第 42条第５項の規定により知事に

報告する。 

３ 防災会議を開催し、地域防災計画を審議、決定する。 
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４ 基本法第 42条第５項の規定に基づき、市民等にその要旨を公表する。 

 

なお、公表の手段としては、広報紙等により周知するものとする。 

また、この計画は、市職員及び防災関係施設の管理者、その他関係機関に周知するとともに、市民及

び事業者の協力のもとその実現を図る。 

 

第４項 用語 

  この計画において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ以下に定めるところによる。 

 １ 風水害等   ……… 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地滑りその他

の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等をいう。 

 ２ 地方部    ……… 県災害対対本部の地方災害対策部をいう。 

３ 基本法    ……… 災害対策基本法をいう。 

４ 救助法    ……… 災害救助法をいう。 

５ 防災関係機関 ……… 県、市、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者をいう。 

６ 要配慮者   ……… 平成 25年６月の災害対策基本法の改正後、高齢者、障がい者、乳幼児そ

の他の特に配慮を要する人を「要配慮者」としている。また、そのうち

災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難すること

が困難な者で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する

人を「避難行動要支援者」という。 

７ 災害時要援護者 …… 本計画では、災害時に支援を必要とする(1)～(7)の「要配慮者」で、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「災害時要援護者」という。なお、伊賀市

災害時要援護者避難支援プラン（平成 22 年 12 月）では、本計画の「要

配慮者」を「要援護者」という名称で記述している。 

(1) 65 歳以上で一人暮らしの人 

(2) 65 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

な人で災害時要援護者として市長が認める人 

８ その他の用語については、災害対策基本法の例による。 
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第２章 計画関係者の責務等 

第１節 県・市・防災関係機関・市民等の実施責任及び役割 

 

第１項 県・市・防災関係機関の実施責任及び役割  

 

１ 市 

（1）市は、防災の第一次的責務を有する基礎的な地方公共団体として、市の地域並びに地域住民の

生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災関係機関及び他の地方公共団体等の協力を

得て防災活動を実施する。 

（2）市は、市民、住民自治協議会、自治会等、自主防災組織、事業者、県及び防災関係機関と連携

し、防災･減災対策を推進する。 

 

２ 県 

（1）県は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、市及び防災関

係機関の協力を得て、県域における防災・減災対策を推進する。 

（2）県は、災害の規模が大きく、市単独で処理することが困難と認められるとき、あるいは市の区

域を大きく超えて広域にわたるときなどは、指定地方公共機関をはじめとする防災関係機関及

び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施する。 

（3）県は、市及び防災関係機関が実施する防災対策を支援するとともに、総合調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関 

（1）指定地方行政機関は、市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

他の指定地方行政機関と相互に協力して防災･減災対策及び防災活動を実施する。 

（2）指定地方行政機関は、市の防災･減災対策及び防災活動が円滑に行われるように勧告、指導、

助言等の措置をとる。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（1）指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活

動を積極的に推進する。 

（2）指定公共機関及び指定地方公共機関は、市の防災･減災対策及び防災活動が円滑に行われるよ

う、その業務に協力する。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

（1）公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図り、災害時に

は応急措置を実施する。 

（2）公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、市その他防災関係機関の防災･減災対策及び防

災活動に協力する。 

  



第 1部 総則 

第２章 計画関係者の責務等 

   

4 

 

第２項 市民・住民自治協議会・自治会等・自主防災組織・事業者の実施責任及び役割 

１ 市民 

（1）市民は、常に災害に対する危機意識を持って、自らの身の安全は自ら守る自助の取組を実践し、

家庭における防災・減災対策を講じるよう努める。 

（2）市民は、地域において、住民自治協議会・自治会等・自主防災組織、防災ボランティア及び事

業者その他防災活動を実施する団体等が実施する防災・減災対策に積極的に協力し、自らの地

域は皆で守る共助の取組に努める。 

 

２ 自主防災組織 

（1）住民自治協議会・自治会等・自主防災組織は、地域住民、事業者及び防災ボランティアその他

防災活動を実施する団体等と連携して、地域における防災・減災対策の実施に努める。 

（2）住民自治協議会・自治会等・自主防災組織は、地域において県や市及び防災関係機関が実施す

る防災・減災対策に協力し、かつ、災害が発生した場合において地域住民の安全を確保するよ

う努める。 

 

３ 事業者 

（1）事業者は、常に災害に対する危機意識を持って、自ら防災・減災対策を実施し、発災時に従業

員等の生命、身体を保護するとともに、発災後の円滑な事業継続に努める。 

（2）事業者は、地域において地域住民等、住民自治協議会・自治会等・自主防災組織、県や市及び

防災関係機関が実施する防災・減災対策並びに防災活動に積極的に協力するよう努める。 
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第２節 県･市･防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１項 市の処理すべき事務又は業務の大綱 

機関名 内   容 

  

市 

 

 

(1) 防災会議及び災害対策本部に関する事務 

(2) 防災対策の組織の整備 

(3) 防災施設の整備 

(4) 防災行政無線の整備と運用 

(5) 防災に必要な資機材の備蓄と整備 

(6) 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

(7) 消防団及び自主防災組織等の育成及び強化 

(8) 災害に関する情報の収集、連絡及び被害調査 

(9) 被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報 

(10) 地域住民に対する避難勧告又は指示 

(11) 被災者の救助に関する措置 

(12) ボランティアの受け入れに関する措置 

(13) 災害時の防疫その他保健衛生に関する措置 

(14) 被災市営施設の応急対策 

(15) 災害時の文教対策 

(16) 災害時の交通及び輸送の確保 

(17) 水防計画の樹立と訓練 

(18) その他災害応急対策及び災害復旧の実施 

(19) 災害廃棄物の処理に関する措置 

(20) 管内の公共団体が実施する災害応急対策の調整 

(21) 避難地、避難路、緊急輸送を確保するために必要な道路、その他防災上整備

が必要な事業の実施 

(22) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

(23) 関係機関への応援要請に関すること 

 

  

 消防本部 

 消防団 

 

(1) 火災の予防・警戒・鎮圧 

(2) 災害の防除及び被害の軽減 

(3) 救助・救急活動 

(4) 災害情報の収集・連絡等 

 

 

  



第 1部 総則 

第２章 計画関係者の責務等 

   

6 

 

第２項 県の処理すべき事務又は業務の大綱 

機関名 内   容 

  

県及び県の地域

機関 

 

（伊賀地域防災

総合事務所、伊賀

保健所、伊賀農林

事務所、伊賀建設

事務所） 

 

 

(1) 県防災会議及び県災害対策本部に関する事務 

(2) 防災対策の組織の整備 

(3) 防災施設の整備 

(4) 防災行政無線の整備と運用 

(5) 防災に必要な資機材の備蓄と整備 

(6) 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

(7) 災害に関する情報の収集、連絡及び被害調査 

(8) 被災者に対する情報の伝達及びその他の県民に対する広報 

(9) 被災者の救助に関する措置 

(10) ボランティアの受け入れに関する措置 

(11) 災害時の防疫その他保健衛生に関する措置 

(12) 被災県営施設の応急対策 

(13) 災害時の文教対策 

(14) 警戒宣言時及び災害時の混乱防止 

(15) 災害時の交通及び輸送の確保 

(16) 自衛隊の災害派遣要請 

(17) 災害復旧の実施 

(18) 災害廃棄物の処理に関する措置 

(19) 市町及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の支援及  

び総合調整 

(20) 避難地、避難路、緊急輸送を確保するために必要な道路、その他防災上整備

が必要な事業の実施 

(21) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

 

県警察 

 

（伊賀警察署、 

名張警察署） 

 

(1) 災害警備体制 

(2) 災害情報の収集・連絡等 

(3) 救出救助活動 

(4) 避難誘導 

(5) 緊急交通路の確保 

(6) 身元確認等 

(7) 二次災害の防止 

(8) 危険箇所等における避難誘導等の措置 

(9) 社会秩序の維持 

(10)被災者等への情報伝達活動 

(11)相談活動 

(12)ボランティア活動の支援 
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第３項 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 指定地方行政機関 

機関名 内   容 

 

東海財務局 

津財務事務所 

 

(1) 災害復旧事業における職員の査定立会 

(2) 災害応急復旧事業等のための災害つなぎ資金の短期貸付措置 

(3) 災害復旧事業財源にかかる財政融資資金の措置 

(4) 管理する国有財産の無償貸付等の措置及び国有財産にかかる関係機関との連

絡調整 

(5) 金融上の諸措置 

 
 

東海農政局 

三重支局 

 

 

(1) 農地海岸保全事業、農地防災事業、地すべり対策事業（農林水産省農村振興

局所管に限る）等の国土保全対策の推進  

(2) 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報収集 

(3) 被災地における生鮮食料品、農畜産物用資材等の円滑供給に関する指導 

(4) 被災地における農作物等の病害虫防除に関する応急措置に関する指導 

(5) 農地、農業用施設等の災害時における応急措置に関する指導並びに災害復旧

事業の実施及び指導 

(6) 直接管理又は工事中の農地、農業用施設等の応急措置 

(7) 地方公共団体の要請に応じ、農林水産省の保有する土地改良機械の貸付け等 

(8) 被災農業者等の経営維持安定に必要な資金の融資等に関する指導 

(9) 被害を受けた関係業者・団体の被害状況の把握 

(10) 食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集、消費者に提

供するための緊急相談窓口の設置。 

(11) 応急用食料の供給支援に充てる在庫量の調査及び調達並びに供給体制の整備 

(12) 必要に応じ、職員の派遣による食料供給活動の支援 

(13) 国が災害対策用として流通在庫で対応している乾パンの被災地に対する緊急

輸送措置 

(14) その他、県外の米麦加工食品製造業者（パン、麺類、米飯、即席食品等）が

保有又は製造する食料品の供給に関する協力 

 

近畿中国森林管

理局 

 

(1) 防災を考慮した森林施業 

(2) 国有保安林、治山施設及び地すべり防止施設の整備 

(3) 国有林における予防治山施設による災害予防 

(4) 国有林における荒廃地の復旧 

(5) 災害対策用復旧用材の供給 

(6) 林野火災予防対策 

 

中部経済産業局  

(1) 所掌事務に係る災害情報の収集及び連絡 

(2) 電力、ガスの供給の確保に関すること 

(3) 災害時における物資の安定的供給確保に係る情報収集及び関係機関との連絡

調整 

(4) 中小企業者の事業再建に必要な資金の融通円滑化等の措置 
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津地方気象台 

 

 

(1) 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集及び発表 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象

の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(4) 市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

 
  

中部地方整備局 

北勢国道事務所、 

 

近畿地方整備局 

木津川上流河川

事務所 

１ 災害予防 

(1) 応急復旧用資機材の備蓄の推進、災害時にも利用可能な通信回線等の確保及

び防災拠点の充実 

(2) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(3) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の活用 

(4) 災害から地域住民の生命、財産等を保護するための所管施設等の整備（耐震

性の確保等）に関する計画・指導及び事業実施 

(5) 災害時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁の整備に関する計画・指導及び事業

実施 

(6) 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

(7) 洪水予警報や道路情報等の発表・伝達及び住民・事業者への伝達手段の確保 

(8) 河川管理者の水防への協力事項及び道路啓開・航路啓開に関する計画等の情

報共有 

２ 初動対応 

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

を派遣し、被災地方公共団体等が行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及

び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する支援を行うと

ともに、緊急車両の通行を確保するため、関係機関と調整を図りつつ、道路

啓開を実施 

３ 応急・復旧 

(1) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(2) 緊急輸送道路を確保する等の目的で実施される交通規制への協力 

(3) 水防・避難のための氾濫情報等の発表・伝達、水害応急対策、水防活動への

協力及び著しく激甚な災害が発生した場合における特定緊急水防活動の実施 

(4) 道路利用者に対して、地震予知情報及び道路障害規制等の情報提供を道路情

報板や道の駅等の道路情報提供装置を用いて行い、情報の周知を図るととも

に、低速走行の呼びかけ等の実施 

(5) 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施 

(6) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

(7) 道路啓開に関する計画に基づく、路上障害物の除去等による緊急輸送道路の

確保 

(8) 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な応急対策の実

施 

(9) 所管施設の緊急点検の実施 

(10) 情報の収集及び連絡 

(11) 道路施設、堤防、水門等河川管理施設等の被災に対する総合的な応急対策並

びに応急復旧に関する計画・指導及び事業実施 

(12) 要請に基づき、中部地方整備局・近畿地方整備局が保有している防災ヘリ・

各災害対策車両等を被災地域支援のために出動 
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２ 自衛隊 

機関名 内   容 

 

自衛隊 

 

(1) 要請に基づく災害派遣 

(2) 関係機関との防災訓練に協力参加 

 

 

３ 指定公共機関 

機関名 内   容 

  

 西日本電信電話

株式会社三重支

店 

 

災害発生に際して、電気通信設備運営の万全と総合的な通信設備の応急復旧計

画の確立並びに早急な災害復旧措置を遂行する。 

(1) 電気通信設備の災害情報の収集、情報連絡の措置 

(2) 非常時における通信電話回線の規制措置又は臨時回線の作成及び被災地の復

旧救護等のための回線疎通措置 

(3) 被災通信回線の復旧順位に基づき、要員、資材、輸送方法等の確保及び通信

設備の早急な災害復旧措置 

 

 

株式会社ＮＴＴ

ドコモ東海支社 

三重支店、 

 

 

災害発生に際して、移動通信設備運営の万全と総合的な通信設備の応急復旧計

画の確立並びに早急な災害復旧措置を遂行する。 

(1) 移動通信設備の災害情報の収集、情報連絡の措置 

(2) 非常時における携帯電話通信回線の規制措置及び被災地の復旧救護等のため  

の回線疎通措置 

(3) 被災通信回線の復旧順位に基づき、要員、資材、輸送方法の確保及び移動通

信設備の早急な災害復旧措置 

 

 
ＫＤＤＩ株式会

社中部総支社 

 

 
(1) 電気通信設備に関わる災害情報の収集、連絡の措置 

(2) 非常時における通信の確保と利用制限の措置及び被災地における復旧救護等

のための臨時通信回線の設定 

(3) 被災通信設備の早急な災害復旧措置 

 

 
ソフトバンク株

式会社 

 
(1) 電気通信設備に関わる災害情報の収集、連絡の措置 

(2) 非常時における通信の確保と利用制限の措置及び被災地における復旧救護等

のための臨時通信回線の設定 

(3) 被災通信設備の早急な災害復旧措置 

 

 

日本銀行名古屋

支店 

 

災害が発生した場合においては、関係機関と協議の上、次の措置をとる。 

(1) 金融機関の手許現金保有状況の把握に努め、金融機関の所要現金の確保につ

いて必要な援助を行うなど、通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講ずる。 

(2) 罹災金融機関に早急な営業開始を要請するとともに、必要に応じ金融機関相

互間の申合せ等により営業時間の延長及び休日臨時営業の措置をとるように

要請する。 

(3) 金融機関相互間の申合せにより、次の措置を実施するよう要請する。 

ア 罹災者の預貯金について、実情に即する簡易な確認方法による払戻し及び

定期預金等の期限前解約 
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イ 手形交換については、交換開始時刻、交換尻決済時刻、不渡手形返還時刻

の変更及び一定日までの罹災関係手形等に対する不渡処分の猶予並びに不

可抗力により支払期日の経過した手形交換持出の容認 

ウ 災害関係融資について実情に即した措置 

(4) 損傷銀行券及び貨幣の引換のための必要な措置をとる。 

(5) 国債を減紛失した顧客に対し、日本銀行名古屋支店及び最寄りの日本銀行代

理店は相談に応じる。 

(6) 日本銀行代理店及び取引官庁との連絡を密にし、国庫事務を円滑に運営する

ための必要な措置をとる。 

(7) 上記措置については、金融機関と協力して速やかにその周知徹底を図る。 

 
 

日本赤十字 

三重県支部 

（伊賀市地区） 

 

 

(1) 災害時における医療、助産及びその他の救助 

(2) 救援物資の配分 

(3) 災害時の血液製剤の供給 

(4) 義援金の受付及び配分 

(5) その他災害救護に必要な業務 

 
 

日本放送協会津

放送局 

 

(1) 災害時における放送番組は、災害の種別・状況に応じ、緊急警報放送、災害

関係の情報、警報、注意報、ニュース及び告知事項、災害防御又は災害対策

のための解説・キャンペーン番組等、有効適切な関連番組を機動的に編成し

て、災害時の混乱を防止し、人心の安定と災害の復旧に資する。 

(2) 放送にあたっては、外国人、視聴覚障がい者等にも配慮を行うよう努める。 

(3) 市民に対する防災知識の普及並びに各種予警報等の報道による周知 

(4) 市民に対する情報、対策通報、ニュース及びお知らせの迅速な報道 

 
独立行政法人水

資源機構（木津

川ダム総合管理

所、川上ダム建

設所） 

 

(1) 水資源開発施設等（ダム）の機能の維持並びにこれらの施設の災害復旧の実

施 

 

西日本旅客鉄道

株式会社、 

日本貨物鉄道株

式会社 

 

 

(1) 災害により線路が不通となった場合の旅客の連絡他社線への振替輸送手配 

(2) 災害により線路が不通となった場合、旅客及び荷物の輸送手配並びに不通区

間の自動車による代行輸送 

(3) 災害被災者救助用寄贈品等に対する運賃の減免 

(4) 災害発生時の鉄道財産の警備及び旅客の保護救出並びに荷物事故の防止及び      

調査 

(5) 災害発生時及び発生するおそれがある場合の列車運転計画並びに災害により

線路が不通となった場合の列車の運転整理 

(6) 機関車及び気動車、電車、客貨車の確保及び保守管理 

(7) 線路、ずい道、橋梁及び護岸等の保守管理 

(8) 停車場、その他輸送に直接関係のある建物、電力施設、信号保安施設、通信 施 

設の保守管理 

 
 

中部電力株式会

社三重支店（伊

賀営業所） 

 

(1) 電力復旧に必要な要員及び資機材の確保 

(2) 電力供給設備への必要な応急対策を含む、災害防止措置の実施 

(3) 地方自治体、警察、関係会社、各電力会社等との連携 

(4) 発災後の電力供給設備被害状況の把握及び復旧計画の立案 

(5) 電力供給施設の早期復旧の実施 
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(6) 被害状況、復旧見込み、二次災害防止など広報活動の実施 

 
 

日本郵便株式会

社（上野郵便局） 

 

 

(1) 災害時における郵便業務の確保 

ア 郵便物の送達の確保 

イ 郵便局の窓口業務の維持 

(2) 郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世

帯に対し、通常葉書などを無償交付する。 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

ウ 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定め

る法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 

エ 被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入するために必

要な費用に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大

臣の許可を得て、お年玉付郵便葉書等寄付金を配分する。 

 

４ 指定地方公共機関 

機関名 内   容 

公益社団法人三

重医師会（伊賀医

師会、名賀医師

会） 

 

(1) 医師会救護班の編成並びに連絡調整 

(2) 医療及び助産等救護活動 

 

 

三重テレビ放送

株式会社 

 

(1) 日本放送協会津放送局に準ずる。 

 

三重エフエム放

送株式会社 

 

(1) 日本放送協会津放送局に準ずる。 

 

株式会社ケーブ

ルコモンネット

三重 

 

 

災害発生に際して、県内 CATV 事業会社 8社が所有する電気通信設備・放送設備

の万全な運営と総合的な両設備の応急復旧計画の確立並びに早急な災害復旧処置

の遂行を統括する。 

(1) 電気通信設備・放送設備の被災情報の収集に努め被災設備の復旧順位に基づ

く、要員、資材、輸送方法等の確保ならびに早急な災害復旧措置を行う。 

(2) 災害時における放送番組は、災害の種別・状況に応じ有効適切な関連番組を

機動的に編成し、災害時の混乱を防止し、人心の安定と災害の復旧に資する

とともに、放送にあたっては、外国人、視聴覚障がい者等にも配慮を行う。 

(3) 市民に対する防災知識の普及並びに各種予警報等の報道による周知を行う。 

(4) 市民に対する情報、対策通報、ニュース及びお知らせの迅速な報道を行う。 

 

三重交通株式会

社 

 

(1) 災害応急活動のための災害対策本部からの車両借り上げ要請に基づく応急輸

送車の派遣及び配車配分 

(2) 災害により線路が不通となった区間の鉄道旅客の代行輸送 

(3) 災害における学校、病院及び社会養護施設等の通学、通院利用者の臨時応急

輸送 

 

 

一般社団法人三

重県トラック協

会（伊賀支部） 

 

(1) 災害応急活動のための災害対策本部からの車両借り上げ要請に対する即応体

制の整備並びに配車 
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近畿日本鉄道株

式会社 

 

(1) 災害により線路が不通となった場合の自動車による代行輸送又は連絡他社

線による振替輸送 

(2) 災害発生時の鉄道財産の警備及び旅客の保護救出並びに荷物事故の防止及

び調査 

(3) 災害発生時及び発生するおそれがある場合の列車運転計画並びに災害によ

り線路が不通となった場合の列車の運転整理 

(4) 機関車及び気動車、電車、客貨車の確保及び保守管理 

(5) 線路、トンネル、橋りょう、停車場、盛土及び電気施設等その他輸送に直接

関係ある施設の保守管理 

 

 

一般社団法人三

重県 LP ガス協

会 

 

(1) 需要者の被害復旧及び状況調査をして、需要者に対する特別措置の計画と実      

施 

(2) 供給設備及び工場設備の災害予防及び復旧を実施し、需要者に対する早期供 

給 

 

公益社団法人三

重県歯科医師会 

 

(1) 歯科医師会救護班の編成並びに連絡調整 

(2) 歯科保健医療活動及び災害発生時の遺体の検案において、歯科所見からの身

元確認作業等を実施 

 

５．公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 内   容 

産業経済団体（農

業協同組合、森林

組合、商工会等） 

 

災害時の対策指導、被害調査の自主的な実施並びに必要資機材及び融資あっせん

に対する協力 

 
文化、厚生、社

会団体（日赤奉

仕団、婦人会、

青年団等） 

 

被災者の救助活動及び義捐金品の募集等への協力 

 

 

危険物施設等の

管理者 

 
市等の防災機関と密接な連絡並びに危険物等の防災管理の実施 

 

 

土地改良区 

 

 

防災上危険と考えられる樋門、水路又はため池等施設の整備又は復旧工事の施工、

並びに防災管理の実施 

 

一般乗合旅客自

動車運送事業者

（三重交通株式

会社を除く） 

 

三重交通株式会社に準ずる。 

 

伊賀鉄道株式会

社 

 

 近畿日本鉄道株式会社に準ずる。 

 

ガス事業者（一般

社団法人三重県

LP ガス協会を除

く） 

（1）ガス施設の災害予防措置及び防災応急対策に係る措置の実施 

（2）発災後に備えた要員及び資機材の確保 
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６ 住民自治協議会、自治会等、自主防災組織 

 内   容 

 

住民自治協議会

及び自治会等 

 

（1）地域における災害予防に関すること。 

（2）避難時における地域活動に関すること。 

（3）災害時における地域の初期防災活動に関すること。 

 

各自主防災組織 

 

（1）防災研修、講習会の開催、防災訓練に関すること。 

（2）資機材の緊急調達、配分に関すること。 

（3）災害発生の初期活動（けが人の救助・救出、災害への初動対応等）に関する

こと。  
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第３章 伊賀市の特質及び既往の風水害等の状況 

第１節 伊賀市の特質 

第１項 地理的条件 

１ 位 置 

伊賀市は三重県の北西部に位置し、北は滋賀県、西は京都府、奈良県と接している。近畿圏、中部

圏の２大都市圏の中間に位置し、それぞれ約１時間の距離である。 

地形は北東部を鈴鹿山系、南西部は大和高原、南東部を布引山系に囲まれた盆地を形成しており、

低地・台地は少なく、丘陵地が多くなっている。このため、限られた平地や台地を農地や宅地として

利用しており、近年では丘陵地等を開発し、住宅団地なども形成されている。 

市域は東西約 30㎞、南北約 40㎞の縦長で、面積は約 558 km2である。 

土地利用としては森林が全体の約 62％を占める一方、農用地が約 14％、宅地は約５％となり、森林

などの自然と共生しつつ、限られた土地の有効利用を図ることが必要となっている。 

 

２ 気 候 

気候は夏の蒸し暑さと冬の底冷え、朝夕

と日中の気温の差など、寒暖の差が激しい

典型的な内陸型気候である。 

近年における気温の変化（1970-2015）を

見ると（下図）、年間の最高気温・最低気温、

及び日最高気温の平均・日最低気温の平均、

いずれもわずかに上昇傾向にある。 
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年 間 の 平 均 降 水 量 は 1,364mm で あ り

（1981-2010 の平均）、県内では比較的降水量の

少ない地域となっている。 

また、近年の降雨状況（1970-2015）について、

年間降水量、日最大雨量、1 時間最大雨量、いず

れも顕著な増加・減少の傾向は見られない（下図）。 

年間の降雪量は 0mm～74mm（1954-1996）の範囲

で変動があるものの、顕著な増加・減少の傾向は

見られない（アメダス資料、上野地点）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 災害特性 

本市は、丘陵地や中山間地が広く存在し、急傾斜地等で危険区域に指定されている箇所が数多くある

ことから、台風や集中豪雨などの際には土砂災害等の危険性が高い。 

 

１ 風水害等 

本市にもたらす気象災害の代表的なものには、梅雨前線・秋雨前線による集中豪雨、台風などがあげ

られる。近年の災害履歴としては、昭和 34 年の伊勢湾台風、昭和 36 年の集中豪雨などのほか、これら

以降も台風や集中豪雨による被害を受けている。昨今の異常気象や局地的大雨などによる土砂災害や河

川の氾濫・決壊などに注意が必要である。 
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第３項 社会的条件  

  

１ 人口・世帯数の推移 

昭和 50 年頃までは人口は減少傾向にあったが、その後、企業の進出や住宅団地の開発などにより、

人口は緩やかに増加してきた。平成に入ると、経済の低迷や住宅団地への人口流入が落ち着きを見せ

るとともに、高齢化等により最近では人口は微減している。 

住宅団地を抱える地域では、同世代の世帯が急激に流入したため、高齢化も急激に訪れることが予

測される。なお、北部地域は、昼間人口、夜間人口に大きな差異は見られないが、南部地域では大阪

方面への通勤・通学者が多く、昼間人口が少なくなっている。 

世帯数については、核家族化や住宅団地への流入等により増加しているが、１世帯あたりの人員は

年々減少の傾向にある。 

本市の人口は、平成 27年９月末現在で 94,847人、世帯数は 39,468世帯となっている。 

 

２ 年齢別人口 

年齢別人口においては、少子高齢化傾向が今後急速に進んでいく状況にある（図）。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 27年９月末には 30.5％と高齢化が着実

に進んでいる。 

高齢者の中には災害時に自力で避難行動をとることが困難な避難行動要支援者も多く、東日本大震

災での死亡者の年齢構成を見ると、全体の約 55％を 65歳以上の高齢者が占めており、老年人口割合

の増加は、全人口に占める要配慮者の割合の増加にもつながる。 

避難行動要支援者の支援にあたっては、行政機関だけできめ細かい対応を行うには限界があること

から、市民に対する防災知識の普及等による「自助」の取り組みの促進に加え、地域の防災リーダー

となりうる防災人材の育成や避難行動要支援者名簿の作成及び活用等による「共助」の取り組みによ

り、地域防災力の総合的な向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀市の年齢別人口構成 

（平成 27年 9月末現在、伊賀市住民基本台帳より） 
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３ 地域別人口 

伊賀市の地域別人口は、上野だけで全体の約 2/3（63.1％）を占め、偏在している（表）。 
 

地域別人口・世帯数   （平成 27年 9月末現在：伊賀市住民基本台帳より） 

 
上野 伊賀 島ヶ原 阿山 大山田 青山 

伊賀市

（計） 

総人口（人） 59,844  9,993  2,314  7,317  5,225  10,154  94,847  

 
男 29,401  4,892  1,083  3,490  2,493  4,885  46,244  

 
女 30,443  5,101  1,231  3,827  2,732  5,269  48,603  

世帯数 26,085  3,942  806  2,590  1,916  4,129  39,468  

 

 

４ グローバル化の進展 

近年、在日・訪日外国人が増加し、平成 27年の伊賀市の外国人住民数は約 4,200人にのぼり、観光

目的で伊賀市を訪れる外国人観光客とともに、災害発生時の外国人に対する防災対策が課題となりつ

つある。 

外国人の場合、言葉の問題等から災害発生時に即座に状況を理解することが難しいことが想定され、

災害時に外国人が理解できる形での迅速で正確な情報伝達の体制づくりが必要と考えられる。 

また、特有の文化や生活習慣を持つ外国人が、避難所等において日本人と共同生活を送る場合、様々

なトラブルを生じる可能性があることから、外国人被災者に避難所生活で必要な基本となる情報を伝

えるための対策を講じておくことが必要である。 

 

５ 観光客及び帰宅困難者対策 

伊賀市を訪れる観光客は、入り込み客数で年間 300 万人前後となっており、奈良、京都、滋賀、兵

庫、和歌山を含めた関西圏からの観光客が約 5 割を占めている。そのため、観光の繁忙期や週末など

に大規模な災害が発生すると、多数の犠牲者や帰宅困難者が発生することが想定される。 

本市の地理に詳しくない観光客が被害を受けたり、風水害等により多くの箇所で道路や鉄道が途絶

し、帰宅困難者として相当な期間を市内に滞在することが考えられる。また、通勤・通学や業務によ

る帰宅困難者も考えられることから、関係者が一体となった防災・減災対策の検討が求められる。 
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第２節 伊賀市における既往の風水害等の状況 

 

伊賀市近隣に被害を及ぼした戦後以降の主な風水害について、「三重県地域防災計画添付資料（平成

28 年３月修正）」を参考に整理した（下表）。 

 

伊賀市近隣における既往の主な風水害 

年月日 種類 災害の状況 

1953(昭和28)年 

8月15日 

東近畿水害（前線

による大雨） 

日本海から南下した前線が停滞して豪雨となり、伊賀地方では山

崩れにより多数の人命失わる大惨事となった。上野での総降水量

は 286mm、最大 1時間雨量は 81mm。 

死者・行方不明者 32名 

1953(昭和28)年 

9月25日 

台風第13号 室戸岬の南海上から熊野灘を北上、志摩半島を横断し、知多半島

に上陸した。上野での総降水量は 220mm、最大 1時間雨量は 26mm。 

死者・行方不明者 50名 

1959(昭和34)年 

9月25日～27日 

伊勢湾台風 非常に大きな暴風域を保ったまま潮岬付近に上陸し、三重県の西

側を北上した。台風経路の右側にあたる伊勢湾沿岸には、26 日

夜に来襲し、高潮と烈風により壊滅的な被害を受けた。上野での

最大風速は 24.2m／秒、総降水量は 333mm。 

死者・行方不明者 1,233名 

1961(昭和36)年 

10月26日～28日 

台風第26号と低

気圧による豪雨 

南海上の前線に発生した低気圧と東海上を北上した台風の影響

で、南から暖湿気流が流れ込み、伊賀地方と南部地方を中心に大

雨が続いた。上野での総降水量は 286mm、最大 1時間雨量は 40mm。 

死者 3名 

1965(昭和40)年 

9月17日 

台風第24号 本州南岸の前線の活動が台風の北上に伴い活発化した。台風は熊

野灘沿岸から、志摩半島に上陸した後、伊勢湾口を縦断した。 

上野での総降水量は 370mm、最大 1時間雨量は 50mm。 

死者 2名 

1982(昭和57)年 

7月11日～8月3日 

梅雨前線、台風第

10号及び低気圧

による暴風雨と

大雨 

梅雨前線による大雨（7 月 24 日～27 日）では、本州南岸に停滞

した梅雨前線活動が強まり、県内は 100～300mmの大雨となった。

26日深夜から 27日未明にかけて伊賀地方では雷を伴う局地的な

大雨となった。上野での 8 月 1 日～3 日の総降水量は 362mm、最

大風速 10.1m／秒。 

死者・行方不明者 24名 

1998(平成10)年 

9月21日～24日 

台風第７号・８号

による大雨 

台風第８号に続いて第７号が上陸し、三重県の西側を通過した。

県内各地で暴風に見舞われ、上野市や四日市市で観測史上第１位

の最大瞬間風速を観測し、死者や負傷者が出るなど被害が発生し

た。死者・行方不明者 3名 

2013(平成25)年 

9月14日～16日 

台風第18号によ

る暴風及び大雨 

台風第 18 号は三重県沿岸を北上し、県内では大雨よる浸水害や

土砂災害、暴風による人的被害、竜巻によると見られる住家被害

が発生した。15日夜から 16日朝にかけて、非常に激しい雨が降

るとともに、上野で最大瞬間風速 33.4／秒を記録した。 

死者 2名 

出典）「三重県地域防災計画添付資料（平成 28年３月修正）」 
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第３節 近年の災害の傾向 

 

 最近の土砂災害の発生件数（H11～H26）について、年変動はあるものの、三重県全体及び伊賀市にお

いて増加傾向にあるといえる（下図）。 
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第 1 章 自助・共助を育む対策の推進 

第１節 市民や地域の防災対策の促進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○市民が「自らの身の安全は自ら守る」という自覚を持つ。 

○地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、防災教育を普及・推進することで、大規

模な風水害が発生しても被害を最小限に抑える、災害に強い地域をつくる。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・企画振興部・人権生活環境部・産業振興部・健康福祉部・ 

消防本部・教育委員会 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

住民自治協議会・自

治会等地域コミュニ

ティ 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

市民 (1) 市民に対する普及計画 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

自主防災組織 地域住民 (1) 市の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

防災活動に取り

組むＮＰＯ等 
市民や関係者 

(1) 自組織の活動の情報発信と協力関係の構築 

(2) 市の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

市民を顧客とし

て事業を展開し

ている防災関係

機関 

市民 

(1) 事業活動を通した防災思想・防災知識の普及・啓発

事業の実施 

(2) 市の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 

(1) 自宅や通勤・通学先等の風水害時の被害想定把握 

(2) 家族での防災についての話し合い 

(3) “被災後の生活再建のため”の防災対策の推進 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 住民自治協議会・自治会等地域コミュニティを対象とした対策 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

  地域における共助の取組を促進するため、地域に密着した独自の防災対策等の普及・啓発及

び支援に取り組む。 

ア 地域独自の防災訓練実施等への支援 

イ 地域における災害教訓の伝承を継続させるための支援 

ウ 地域の実情に応じた各避難所ごとの避難所運営マニュアル作成支援 
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(2) 本計画への地区防災計画の位置づけ 

住民自治協議会・自治会等から地区防災計画の提案があった場合には、市防災会議は、その

必要性を踏まえ、本計画に定めるものとする。 

 

２ 市民に対する普及計画 

(1) 普及計画の趣旨等 

市民が防災の正しい知識と判断をもって行動できるよう、パンフレット・チラシ等を作成し、

各種防災行事に配布するとともに、インターネットや各種マスメディアを通じて災害予防、応

急措置等知識の向上に努め、災害による人的被害、経済的被害を軽減する減災のための備えを

充実し、その実践を促進するための市民運動を展開する。 

また、その内容は次の事項を含むものとし、防災知識の普及にあたっては、特に要配慮者に

十分配慮し、地域で要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女

のニーズの違い等男女双方の視点に配慮した防災対策を進めるため、男女共同参画の視点も取

り入れた防災体制を確立するよう努める。 

なお、地域を防災的見地から評価したうえで、住民の適切な避難や防災活動に役立つハザー

ドマップや災害時の行動マニュアル等を作成・配布するとともに、地域独自の防災知識の普及

啓発に努める。 

(2) 普及計画の内容 

ア 風水害等に関する一般知識と過去の災害等の紹介 

イ 気象予警報の種類と内容 

ウ 異常気象等の発生通報 

エ 「早期の立ち退き避難が必要な区域」等における災害危険性の把握 

オ 家屋等の点検・改修及び周辺危険箇所の安全化 

カ 風水害等が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、初期消

火及び自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

キ 住民が災害情報やその利用の心得について理解し、発災時に適切な防災行動がとれるよう

にするための啓発 

ク 防災関係機関が講ずる防災応急対策、災害応急対策等の内容 

ケ 各地域における土砂災害危険箇所等に関する知識（警戒避難に関する知識） 

コ 避難三類型（避難準備・避難勧告・避難指示）の内容 

サ 各地域における避難場所及び避難路、避難方法（自主避難を含む）、要配慮者が避難する際

の支援のあり方に関する知識 

シ 避難生活に関する知識 

ス 平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、出火防止、家屋・ブロック塀の倒壊

防止等対策の内容 

 

(3) 普及の方法 

ア 講習会、研修会の実施 

イ 広報紙、行政情報チャンネル、伊賀市ホームページ（以下「市ホームページ」という。）等

による広報 

ウ 防災マップの配布 

エ ハザードマップの作成・配布 

オ 防災ビデオ等の貸し出し 
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■自主防災組織や防災活動に取り組むＮＰＯ等が実施する対策 

１ 自主防災組織の対策 

(1) 市の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

市が実施する市民の自助･共助の促進にかかる防災思想・防災知識の普及・啓発事業や、各避

難所ごとの避難所運営マニュアルの作成、避難所運営訓練等地域独自の防災訓練への積極的な

協力に努める。 

 

２ 防災活動に取り組むＮＰＯ等の対策 

(1) 自組織の活動の情報発信と協力関係の構築 

市民の防災意識の向上及び自助･共助の促進を図るため、自組織の活動を積極的に情報発信す

るとともに、市民に対して必要な協力を呼びかけるよう努める。 

(2) 市の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

各々の活動の中で、市が実施する市民の自助･共助の促進にかかる防災思想・防災知識の普

及・啓発事業への積極的な協力に努める。 

 

■市民を顧客として事業を展開している防災関係機関が実施する対策 

１ 事業活動を通した防災思想・防災知識の普及・啓発事業の実施 

 各々の事業活動の中で、市民の自助･共助の防災対策の促進が図られるよう、積極的に普及・啓

発活動に取り組むとともに、防災対策上、発災時に市民の協力が必要な防災関係機関については、

その内容についても積極的に啓発を図る。 

 

２ 市の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

各々の事業活動の中で、市が実施する市民の自助･共助の促進にかかる防災思想・防災知識の普

及・啓発事業に積極的に協力する。 

 

■市民が実施する対策 

１ 自宅や通勤・通学先等の風水害時の被害想定把握 

市が提供する洪水ハザードマップや土砂災害危険箇所マップ等を確認し、自宅や家族の通勤・

通学先等が風水害時に受ける可能性がある被害を把握し、必要に応じて洪水や土砂災害等災害種

別ごとの指定緊急避難場所及び指定避難所を確認する。 

 

２ 家族での防災についての話し合い 

自宅や家族の通勤・通学先等における風水害の被害想定や、洪水、土砂災害等災害種別ごとの

指定緊急避難場所及び指定避難所、非常時の連絡方法等を家族間で共有し、必要な事前の防災対

策や発災した際の役割分担・取るべき行動について、家族で話し合いを定期的に開催し、自分や

家族、地域の安全を自らの力で守るための自助・共助の備えを確認するよう努める。 

あわせて、各家庭において最低３日分以上の食料、飲料水、携帯トイレの備蓄や、非常持ち出

し品等（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の常備に努める。 

 

３ “被災後の生活再建のため”の防災対策の推進 

被災した場合にあっても早期の生活再建につなげることができるよう、自然災害による損害を

補償する保険に加入する等の対策を講じる。 
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【参 考】 

 この計画における避難場所及び避難所の用語の定義は以下のとおりとする。 

○指定緊急避難場所 

基本法第 49条の４第１項の規定に基づき、洪水等の災害種別ごとに市が指定する、当該災害の危

険から緊急に逃れるための避難場所 

○指定避難所 

基本法第 49条の７第１項の規定に基づき、市が指定する、規模や構造等政令で定める一定の基準

を満たした避難所。なお、伊賀市では、法で定める指定避難所について、拠点的な役割を担う「拠

点避難所」とそれ以外の「指定避難所」（狭義の指定避難所）とに区分している。 

 

また、本計画においては、原則として、地域とは市内の住民自治協議会・自治会等で区分される

地域、地域住民とは地域に居住等をしている住民のことを指す。 

なお、「住民」と「市民」については、基本的に「市民」を用いつつも、文脈から居住者という意

味合いが比較的強い場合は「住民」としている。 
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第２節 防災人材の育成・活用 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○女性や若者の防災人材及び災害ボランティアが育ち、地域の防災活動への参画が進むとともに、

育成した防災人材が地域の防災活動を牽引する。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・企画振興部・消防本部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

市民 (1) 地域等の防災活動を先導する防災人材の育成及び活用 

自主防災組織 
(1) 自主防災組織構成員に対する教育･啓発 

(2) 多様な防災関係組織との交流及び連携の促進 

防災活動に取り組

むＮＰＯ等 

(1) 伊賀市災害ボランティアセンターが行う人材育成への

支援 

(2) 多様な防災関係組織との交流及び連携の促進 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

自主防災組織 自主防災組織構成員 (1) 構成員に対する教育･啓発 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 (1) 市の防災人材育成事業への積極的な参画 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 市民を対象とした対策 

(1) 地域等の防災活動を先導する防災人材の育成及び活用 

地域で実施される研修や啓発活動を通じ、防災活動を先導する防災人材の育成を図る。 

また、地域住民が参加する防災訓練やタウンウォッチング等の活動に際し、自主防災組織リ

ーダーと連携して、伊賀市災害ボランティアセンターが養成する災害ボランティアコーディネ

ーターや、みえ防災コーディネーター等の防災人材の活用を図る。 

 

２ 自主防災組織を対象とした対策 

(1) 自主防災組織構成員に対する教育･啓発 

 自主防災組織リーダーと連携し、自主防災組織を構成する地域住民の防災意識の向上や地域

に応じた自主防災組織活動の実施に必要な教育、啓発等を継続的に行う。 

 

(2) 多様な防災関係組織との交流及び連携の促進 

 自主防災組織交流会や自主防災組織協議会などの設置を検討し、自主防災組織の相互連携を

促進するよう努める。 
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■自主防災組織や防災活動に取り組むＮＰＯ等が実施する対策 

１ 自主防災組織の対策 

(1) 構成員に対する教育･啓発 

 市が実施する人材育成事業等を活用する等して、組織の構成員の教育や啓発に努める。 

 

■市民が実施する対策 

１ 市の防災人材育成事業等への参画 

  市民は市が実施する防災人材育成事業等に積極的に参画し、地域の防災活動等への協力に努め

る。 
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第３節 自主防災組織・消防団の活動支援及び活性化 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○自分たちのまちは自分たちで守るため、自治会等及び事業所単位で自主防災組織の結成を促進す

るとともに、その育成・強化を推進する。 

○自主防災組織や消防団に対して適切な情報提供と共有を行い、各々の活動を活性化してネットワ

ーク化を進める。 

○関係機関と連携し、実践的な訓練や研修を実施する。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・消防本部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

自主防災組織 (1) 自主防災組織の育成・強化 

消防団 (1) 消防団の育成及び活性化の推進 

市民 (1) 自主防災組織や消防団への協力・参画の促進 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

自主防災組織 
他地域の自主防災組

織等の防災関係団体 
(1) 自主防災活動の活性化 

消防団 
他地域の消防団等の

防災関係団体 
(1) 消防団活動の活性化 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 （1）自主防災組織や消防団の活動への参画 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 自主防災組織を対象とした対策 

(1) 自主防災組織には、地域防災計画との連携を保った防災計画の作成を指導し、平常時及び災

害時の活動計画等を定める。 

(2) 自主防災組織への女性の参画促進など組織化、組織間のネットワーク化、地域の消防団との

連携を推進するとともに、組織の活性化の促進及び防災資機材の整備について助成するなど

積極的な育成に努める。 

(3) 市は個人情報の取り扱いに十分留意しつつ管内自主防災組織の名簿等を調製し、相互に連絡

が取り合える体制の構築に努める。 

(4) 組織体制 

自主防災組織は、地域住民の基礎的な組織である自治会等単位を基本とする。 

災害時の自主防災活動の体制としては、基本的には情報収集班、初期消火班、救出救護班、

避難誘導班、給食・給水班等とする。 

(5) 活動計画に定める事項 

ア 平常時の活動 
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① 防災知識の普及 

② 防災予防計画の策定 

③ 組織の編成及び任務分担 

④ 自主防災訓練の実施 

⑤ 資機材等の点検、整備 

ウ 発災時に必要となる事項 

平常時の準備を生かし、自主防災活動を中心に、概ね次の事項が実施できるようにする。 

① 正確な情報の把握 

② 火災予防措置 

③ 非常持出品の準備 

④ 適切な避難及び避難生活 

⑤ 自動車の運転の自粛 

エ 災害時の活動 

① 地域住民に対する情報の伝達及び広報 

② 火災発生時における初期消火 

③ 被災者の救出・救護 

④ 要配慮者の避難誘導 

⑤ その他防災関係機関、災害ボランティア等への応急活動協力 

(6) 平常時の具体的な活動指針 

ア 防災知識の学習 

正しい防災知識を一人ひとりがもつよう、ビデオ上映会、講演会、研究会、訓練その他

あらゆる機会を活用し、啓発を行う。主な啓発事項は、台風や洪水等の知識、避難関連情

報の意義や内容、平常時における防災対策、避難勧告等の対応、災害時の心得、自主防災

組織が活動すべき内容、自主防災組織の構成員の役割等である。 

イ 計画的な防災活動 

自主防災組織の活動について定期的に十分話し合う機会を設け、地域の危険度（危険箇

所等）を確認し、ハザードマップ等を活用した地域の危険度の把握により、それぞれの地

域に合った実践的な防災活動について検討を重ねるとともに、防災点検の日を設けるなど

して、家庭と地域を結びつけた防災活動を計画的に実施する。 

また、地域内の要配慮者への対応に当たっては、個人情報保護の観点から、要配慮者及

びその家族等の意見を尊重し、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。 

ウ 「自主防災組織の防災計画書」の作成 

地域を守るために必要な対策及び自主防災組織構成員ごとの役割をあらかじめ防災計画

書などに定めておく。 

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、次に掲げる災害発生時の対応に

関す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、要配慮者に対しても、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。 

① 情報の収集及び伝達の訓練 

② 出火防止及び初期消火の訓練 

③ 避難訓練 

④ 救出及び救護の訓練 
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⑤ 炊き出し訓練 

オ 地域内の他組織との連携 

地域内事業所の防災訓練や地域におけるコミュニティ組織、民生委員・児童委員、障が

い者相談員、福祉関係団体等と連携を密にし、総合的な自主防災活動の推進に努める。 

(7) 自主防災組織への支援 

ア 自主防災組織の活動に必要な資機材の整備に対する助成を行う。 

イ 自主防災組織の育成、活性化を図るため、その中核となるリーダーを各地域のコミュニ

ティ活動の中心となっている人や専門的知識を持つ人などから人材を発掘し、県と連携し

研修会等を開催して防災リーダーを育成する。 

(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組織づくりを啓発していく。 

(9) 自主防災意識の啓発 

自主防災組織の活動に対して、できるだけ多くの住民が参加できるよう、啓発活動や啓発パ

ンフレットの活用等により、意識の高揚を図り、コミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の

醸成に努める。 

 

２ 消防団を対象とした対策 

(1) 消防団の育成及び活性化の促進 

 消防団員が災害時に適切な活動に取り組めるよう平常時から支援するとともに、組織の活性

化に向けた支援を行う。  

 

３ 市民を対象とした対策 

(1) 自主防災組織や消防団への協力・参画の促進 

 自主防災組織や消防団と連携し、地域住民の自主防災組織や消防団への参画、活動に対する

協力を促進するため、啓発、研修等を行う。 

また、同一地域内における地域住民による防災活動と事業所、施設管理者の防災活動が一体

となって有機的な連携のもとに行われることが効果的であると認めるときは、共同して自主防

災組織を設け、あるいは自主防災組織協議会を設けるよう指導する。 

 

■自主防災組織や消防団が実施する対策 

１ 自主防災組織の対策 

(1) 自主防災組織活動の活性化 

地域住民の自主防災組織への参加・協力を促進するため、訓練や研修、啓発などを継続的に

実施するとともに、地域の消防団等との連携を強化する等により、自主防災組織活動の活性化

を図る。 

また、県が実施する防災大賞表彰式や自主防災組織交流会の開催、防災活動事例集の配布等

により、優良事例の共有や他地域の自主防災組織との交流を図る。 

 

２ 消防団の対策 

(1) 消防団活動の活性化 

地域住民の消防団への参加・協力、地域の自主防災組織との連携強化を促進するため、消防

団活動の啓発や団員募集の働きかけなどを継続的に実施するとともに、消防活動への協力や防

災訓練、地域行事等への参加を通じて消防団活動の活性化を図る。 
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また、国や県が実施する研修や交流会等を活用し、情報の共有や他地域の消防団との交流を

図る。 

 

(2) 地域防災力の充実強化 

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」にもとづき、事業者や公務員、

大学等と消防団活動において協力・連携を図る。 

また、教育訓練の標準化により消防団活動の質的向上に努めるとともに、地域の自主防災

組織等に対して教育訓練の指導的な役割を果たすものとする。 

 

 

■市民が実施する対策 

１ 自主防災組織や消防団の活動への参画 

 市民は地域等における防災活動の活性化のため、自主防災組織や消防団が実施する訓練や研修

に積極的に参画するように努める。 

 

２ 地域住民の自主防災組織 

地域の防災力を高めるため自主防災組織において、平常時から訓練等の実施に努める。また、

自主防災組織の結成、運営にあたっては、住民の日常生活上、基礎的な地域として一体性を有し、

かつ住民の連帯感が得られる程度の規模（自治会等）を想定する。 

 

３ 地域支援ネットワーク 

要配慮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、自治会等、民生委員・児童

委員、自主防災組織、地域支援者等による「地域支援ネットワーク」の構築に努める。 

【平常時の活動】 

（1）要配慮者に関する情報の収集と管理 

（2）災害時の安否確認や情報伝達ができる仕組みづくり 

（3）避難行動要支援者の避難支援マップに関する情報の収集と管理 

（4）要配慮者が居住する住宅の防災対策支援 

（5）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】 

（1）地区の要配慮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 

（2）必要に応じて要配慮者の避難所等への誘導、引継ぎ、搬送等の対応 
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第４節 ボランティア活動の促進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○災害時において災害救援ボランティアの活動が円滑かつ効果的に行われるよう支援していくため

の環境整備を行う。 

○行政、ボランティア関係機関、災害救助ボランティア・グループ等はボランティア活動が持つ独

自の領域と役割を認識し、それらの活動が災害時に活かされるよう相互の協力体制を構築する。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・企画振興部・人権生活環境部・健康福祉部・産業振興部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

市等の災害ボランティ

ア担当機関 

(1) 活動環境の整備 

(2) 人材等の育成 

(3) 協力体制の構築 

(4) 事前登録 

防災活動に取り組むＮ

ＰＯボランティア等 

(1) 防災活動に取り組むＮＰＯ・ボランティア等への

活動支援 

市民・企業 (1) 災害ボランティア等への参画促進 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

企業 従業員等 (1) 災害ボランティア等への参画促進 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 (1) 災害ボランティア等への参画 

 

第３項 対策 

■市、社協、ＮＰＯが協働して実施する対策 

１ 伊賀市災害ボランティアセンターの常設化 

(1) 伊賀市災害ボランティアセンターの整備 

災害時に効果的なボランティア活動を助長するためには、市及び社会福祉協議会など関係団

体とボランティア間の連係強化が求められる。平常時にこうした連携を行うためには、ボラン

ティアとの連携体制や活動拠点の整備が必要である。 

そのため、伊賀市における災害ボランティアセンターに関する協定書により、特定非営利活

動法人みえ防災市民会議と伊賀市社会福祉協議会と伊賀市の三者による「伊賀市災害ボランテ

ィアセンター」を開設する。 

上記の三者は、平常時から相互に協議、連携し、ボランティア団体、地域住民、防災関係機

関等との良好な関係の維持に努め、センターの運営を行う。 

活動拠点については、市全域を統括する「伊賀市災害ボランティアセンター」を伊賀市社会

福祉協議会に設置し常設とする。また、災害発生時においては、災害ボランティアの参集受付

場所としての機能や受入活動配備を可能とする現地本部機能を備えた、「伊賀市○○地区災害ボ

ランティアセンター現地本部」を本庁及び各支所単位に１箇所以上設置するため、あらかじめ
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関係者と協議し、事前に公共施設を中心に活動拠点を選定しておく。 

（2）伊賀市災害ボランティアセンターによる人材等の育成 

ア 専門性を持ったボランティアの登録を促進する。 

イ 災害救援ボランティアの育成、研修への支援を行う。 

ウ 災害救援ボランティア活動を支援するボランティアコーディネーターの育成・研修等を

行い、組織化を促進する。 

エ 実践的、活動的な企業ボランティアの育成を促進し、企業ボランティアの活動が当該企

業の地域貢献のひとつとして位置づけられるよう努める。 

オ 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。 

（3）協力体制の構築 

伊賀市災害ボランティアセンターは、災害救援ボランティア活動が円滑に行われるよう、平

常時から行政、ボランティア関係機関、災害救援ボランティアグループ等と研修を通じて交流

を深め、災害時の連絡体制や相互支援、役割分担の明確化など協力体制の構築を図る。また、

災害救援ボランティア間のネットワーク化を図る。 

 

２ ＮＰＯ・ボランティア等を対象とした対策 

(1) 防災活動に取り組むＮＰＯ・ボランティア等への活動支援 

 災害ボランティアにかかる情報提供や研修会の実施等により、平常時におけるＮＰＯ・ボラ

ンティア等の活動を支援する。 

 

３ 市民・企業を対象とした対策 

(1) 災害ボランティアへ参画促進 

災害ボランティア活動の広報･啓発等により、市民及び企業の災害ボランティア等への参画を

促進する。 

 

■市民や企業が実施する対策 

１ 企業の対策 

(1) 従業員等の災害ボランティア等への参画促進 

企業の社会貢献活動の一環として、従業員等の災害ボランティア等への協力や参画の促進に

努める。 

２ 市民の対策 

(1) 災害ボランティア等への参画 

可能な範囲で災害ボランティア等への協力や参画に努める。 
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第５節 企業・事業所の防災対策の促進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○各事業所における顧客・従業員の安全確保等、防災対策の推進を図る。 

○事業所と地域住民及び地域におけるさまざまな団体との連携強化を図る。 

○企業・事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定及び地域と連携した日常的な防災対策の推進によ

り、災害発生時の事業の継続や地域と一体となった防災活動を進める。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・企画振興部・産業振興部・建設部・水道部・消防本部 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

企業･事業所 

(1) 各事業所における防災対策の促進 

(2) 地域との連携の促進 

(3) 自衛消防組織の活動支援 

住民自治協議会・自治

会等・自主防災組織 
(1) 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

ライフライン事

業者 
企業・事業所 (1) 災害発生時のライフライン復旧対策の構築 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

企業・事業所 

市(住民自治協議会・

自治会等・自主防災組

織) 

(1) 地域と連携した防災対策、防災活動の推進 

みえ企業等防災

ネットワーク 
関係企業･事業所 (1) 県内企業の防災力強化のためのネットワーク構築 

自主防災組織、自

治会等 
企業･事業所 (1) 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

【自助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

企業・事業所 
企業･事業所 

(1) 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)の作成 

(2) 企業･事業所内の安全確保及び備蓄の促進 

(3) 自衛消防組織の充実強化 

従業員等 (1) 防災教育・防災訓練の実施 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 企業･事業所を対象とした対策 

(1) 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)の作成支援 

災害時における顧客・従業員等の安全確保、被災による生産能力の低下や資産の喪失を最小

限に止め、災害による地域の雇用や産業への影響を抑えるため、各企業･事業所の防災計画や事

業継続計画（ＢＣＰ）の作成を支援する。 

特に洪水や土砂災害等の危険性の高い場所に立地する事業者にかかる避難対策を含めたＢＣ
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Ｐ策定・点検の促進に努める。 

(2) 地域と連携した防災対策、防災活動の推進 

企業・事業所と地域住民や地域における様々な団体との防災対策に関する連携が促進される

ための環境を整備し、地域の防災力の向上を図るとともに、災害時に市や各種団体が企業･事業

所と協働で災害対応を行うための、避難者の受入や救援物資の調達等に関する協定の締結に努

める。 

(3) 自衛消防組織の活動支援 

 企業･事業所の自衛消防組織の活動や地域の自主防災組織との連携強化に向けた支援を行う。 

 

２ 住民自治協議会・自治会等・自主防災組織を対象とした対策 

(1) 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

地域住民や地域における様々な団体に対して企業・事業所との防災対策に関する連携を促し、

地域の防災力の向上を図る。 

 

 

■その他の防災関係機関が実施する対策 

＜ライフライン事業者が実施する対策＞ 

１ 災害発生時のライフライン復旧対策の構築 

災害時において発生する電気・ガス・水道・鉄道等地域住民の生活に大きな影響を与えるライ

フライン被害について、ライフライン企業等関係機関・関係自治体により構成される「三重県ラ

イフライン企業等連絡会議」において、構成員間の情報共有や協力関係の構築を図り、迅速かつ

的確な復旧対策を検討する。 

 

 

■企業･事業所が実施する対策 

１ 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)の作成 

各企業・事業所において、災害時における顧客・従業員等の安全確保を図り、被災による生産

能力の低下や資産の喪失を最小限に止めるとともに、災害による地域の雇用や産業への影響を抑

えるため、過去の災害の教訓などをふまえた防災計画や事業継続計画（ＢＣＰ）の作成・点検に

努める。 

特に洪水や土砂災害等の危険性の高い場所に立地する事業者については、避難対策を含めたＢ

ＣＰの策定・点検の促進に努める。 

２ 企業･事業所内の安全確保及び備蓄の促進 

事業所の施設の暴風対策や浸水対策等の安全性の確保及び二次災害の防止対策を進めるととも

に、従業員が帰宅困難になることを想定した飲料水・食料等の備蓄及び発災時の応急的な措置に

必要な資機材の整備に努める。 

 

３ 自衛消防組織の充実強化 

 災害時に適切な防災活動が行えるよう、自衛消防組織の充実強化に努める。 

 

４ 従業員等への防災教育・防災訓練の実施 

  従業員等への防災教育を実施し、防災思想･知識の定着を図るとともに、防災訓練への参画を促

し、災害時の対応能力の強化に努める。 

（1）自然災害から、従業員とその家族等を守るための防災対策に万全を期すための教育･啓発の

実施に努める。  
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（2）定期的な防災訓練の実施や防災に関する研修会等への参画を促進する。 

 

５ 地域と連携した防災対策、防災活動の推進 

 地域住民、自主防災組織等の地域における様々な団体と協力し、災害の予防及び発災時の対策

に備えるよう努める。 

（1）平常時から地域と合同の防災活動の実施等による関係づくりを進め、災害時において、地域

住民の避難、救出、応急手当、消火活動、情報の提供にあたって積極的な役割を果たすよう努

める。 

（2）業種や事業規模に応じ、災害時に市や各種団体と協働で災害対応を行うための、避難者の受

入や救援物資の調達等に関する協定を締結するなど、地域の防災対策に貢献するよう努める。 

 

 

■みえ企業等防災ネットワークが実施する対策 

１ 県内企業の防災力強化のためのネットワーク構築 

防災に関する知識の習得や企業間相互の交流・理解・協力を行い、防災力診断やＢＣＰ作成支

援等を通じた企業防災力の向上や企業と地域との連携の構築を図る。 

 

 

■住民自治協議会・自治会等・自主防災組織が実施する対策 

１ 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

地域の企業・事業所との防災対策に関する連携を推進し、互いの防災力を高めることで、地域

の防災力の向上に努める。 
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第６節 児童生徒等にかかる防災教育・防災対策の推進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○学校や園などにおいて必要な防災対策や避難対策を行い、児童生徒等、教職員の安全を確保する

とともに、防災教育の徹底により、児童生徒等の安全確保と家庭や地域への防災啓発を図る。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・総務部・健康福祉部・消防本部・教育委員会 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 
児童生徒等 (1) 児童生徒等に対する普及計画 

職員 (1) 市職員等に対する防災教育 

民間の園･児童福祉

施設等の管理者 

幼稚園、児童福祉

施設等の管理者 
(1) 民間の園･児童福祉施設等の防災対策の推進 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

保護者・児童生徒等 (1) 家庭における防災についての話し合い 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 児童生徒等に対する普及計画 

災害の発生時に関する科学的知識の普及、災害予防、避難方法等災害時の防災知識を児童生徒

等に理解させるため、各学校（幼稚園・保育所（園）等を含む）においては地域コミュニティに

おける多様な主体の関わりの中で地域の実情に即した防災教育を行い、消防機関並びに自主防災

組織等と協力した防災訓練を実施する。 

また、各学校、（幼稚園・保育所（園））で危機管理マニュアルを作成し、校内研修等で職員に

周知徹底を図るとともに学級懇談会や地区懇談会等で、児童生徒の緊急時の対応や連絡方法につ

いて保護者に周知徹底を図る。 

(1) 普及の内容 

ア 風水害等に関する一般知識と過去の災害等の紹介 

イ 災害時の心得 

ウ 災害予防の心得 

エ 防火、応急救護の実務 

オ 災害時の対応 

(2) 普及の方法 

ア 防災関係授業の実施 

イ 防災訓練の実施 

ウ 防災ビデオ等の貸し出し 

エ 通学団集会、学級懇談会、地区懇談会 

オ 学校だより、学級新聞 

カ 防災ノート等を活用した家庭との連携 
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２ 市職員等に対する防災教育 

市職員、教職員、保育士等は、災害に関する豊富な知識と適切な判断力が必要であるため、職

員研修等を利用して防災教育の徹底を図るものとし、その内容は次の事項を含むものとする。ま

た、災害時に迅速・的確な行動がとれるよう、災害時の事務マニュアルを作成し、職員に周知徹

底を図る。また、学校防災リーダーを中心とした防災教育・防災対策を推進する。 

(1) 教育の内容 

ア 風水害等に関する一般知識と過去の災害等の理解 

イ 気象予警報の種類と内容 

ウ 浸水等周辺地域における災害危険性の把握 

エ 学校施設等の点検・改修及び周辺危険箇所の安全化 

オ 出火防止、初期消火及び自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

カ 土砂災害危険箇所等に関する知識（警戒避難に関する知識） 

キ 避難三類型（避難準備・避難勧告・避難指示）の内容 

ク 児童生徒等の安全確保 

ケ 各地域における避難場所及び避難路、避難方法（自主避難を含む）、要配慮者が避難する際

の支援のあり方に関する知識 

コ 避難生活に関する知識 

サ 応急手当、生活必需品の備蓄、建築物・ブロック塀の倒壊防止等の対策内容 

 

(2) 教育の方法 

ア 講習会、研修会の実施 

イ 災害現地調査等の実施 

ウ 合同訓練等を通じた地域との連携 

 

■民間の園･児童福祉施設等の管理者が実施する対策 

１ 私立学校、民間の園･児童福祉施設等の防災対策の推進 

公立小中学校･園、児童福祉施設等に準じた防災対策を講じるよう努める。 

 

■保護者・児童生徒等が実施する対策 

１ 家庭における防災についての話し合い 

  学校等での防災教育を家庭で共有するとともに、防災ノート等を活用し、事前の防災対策及び

発災した際の役割分担、取るべき行動について家族で話し合うように努める。 
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第２章 安全な避難空間の確保 

第１節 避難対策等の推進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○発災時に住民等を安全に避難させるための避難場所、避難路、避難所を整備するとともに、迅速

な避難活動ができるよう、これらの施設を事前に住民等に周知する。 

○避難や避難所運営における弱者対策を図るとともに、社会福祉施設等との連携による福祉避難所

の指定を進めるなど、要配慮者の避難対策に配慮した地域づくりを進める。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・人権生活環境部・健康福祉部・産業振興部・消防本部・各支所・ 

施設（市指定避難所）管理者 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 地域住民等 

(1) 指定緊急避難場所、避難路の整備及び指定と住民等

への周知 

(2) 指定避難所、避難路の整備･周知 

(3) 避難勧告等基準 

(4) 避難誘導対策 

(5) 避難所運営対策 

(6) 要配慮者対策 

(7) 観光客、帰宅困難者等対策 

(8) ペット対策 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

住 民 自 治 協 議

会・自治会等・自

主防災組織 

地域住民 (1) 地域の避難対策の推進 

要配慮者関連施

設 
入所者等要配慮者 (1) 入所者等要配慮者にかかる避難対策の推進 

不特定多数の者

が利用する施設 
施設利用者 (1) 施設利用者にかかる避難対策の推進 

観光事業者等 観光客等 (1) 観光客等にかかる避難対策の推進 

 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 

(1) 避難訓練等への参加など地域の避難対策への協力 

(2) 避難場所、避難所や避難方法の確認など個人の避難計画の策定 

(3) ペット対策 
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第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 避難情報の種類 

(1) 避難準備情報伝達体制の整備 

基本法に定める避難勧告及び指示のほか、市民に対して避難準備を呼びかけるとともに、要

配慮者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、避難行動支援対策と連携しつつ、早めの

段階で避難行動を開始することを求める「避難準備情報」を活用するため、伝達体制の整備を

図る。 

(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 

避難準備情報 

要配慮者等、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 

・要配慮者等、特に避難行動に時間を

要する者は、計画された避難場所へ

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 

避難勧告 

通常の避難行動ができる者が避難行動

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明ら

かに高まった状況 

通常の避難行動ができる者は、計画さ

れた避難場所等への避難行動を開始 

避難指示 

・前兆現象の発生や、現在の切迫した

状況から、人的被害の発生する危険

性が非常に高いと判断された状況 

・堤防の隣接地等、地域の特性等から

人的被害の発生する危険性が非常に

高いと判断された状況 

・人的被害の発生した状況 

・避難勧告等の発令後で避難中の住民

は、確実な避難行動を直ちに完了 

・未だ避難していない対象住民は、直

ちに避難行動に移るとともに、その

いとまがない場合は生命を守る最

低限の行動 

※自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難場所等に避難することが必ず

しも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて、屋内や屋外の安全な場所等に避難することがある。 
 
(3) 避難勧告・指示及び避難準備情報の基準 

  避難勧告・指示及び避難準備情報について、気象台や県等の協力を得つつ、災害事象の特性、

収集できる情報を踏まえ、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。 

  市長は、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は屋内での待避等の安全確保措

置を指示しようとする場合において必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指

定地方行政機関の長又は知事に対し助言を求める。 

  また、市長不在時における避難勧告・指示等の発令について、その判断に遅れを生じること

がないよう代理規定等を定める。 

  なお、代理順位については、伊賀市災害対策本部設置運営要綱（「以下「本部要綱」という。」）

第３条第３項に規定する、次の順序とする。 

  第１順位 副市長 

  第２順位 参与 

  第３順位 教育長 
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２ 避難情報の周知 

避難三類型による市民の避難行動を周知するとともに、「避難準備情報」については特に広報

を徹底する。 

(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、携帯電話

等のメール、広報車、住民自治協議会、自治会等、自主防災組織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。 

避難情報の種類 避難対象 主体 

避難準備情報 危険地域居住者（要配慮者） 市民・自主防災組織・自治会等 

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・自治会等・消防団 

 

３ 避難所等の指定 

(1) 指定緊急避難場所、避難路の整備及び指定と住民等への周知 

切迫した災害から住民等が緊急的に避難する場所のうち、災害想定区域外にあること等内閣

府令で定める基準に適合するものを、地震、洪水、土砂災害の災害種別ごとに指定緊急避難場

所としてあらかじめ整備及び指定し、必要な資機材等の備蓄を図るとともに、指定緊急避難場

所までの安全な避難路を整備して、地域・住民に周知する。 

指定緊急避難場所の指定にあたっては、その適切性を確認するほか、観光客等地域外の滞在

者についても考慮し、民間事業者等と積極的に協議しながら避難場所の確保に努め、伊賀警察

署、名張警察署及び他の防災関係機関と協議して定めておく（災害種別の指定緊急避難場所リ

ストは資料編を参照）。 

また、指定後は避難経路等を表示した案内図や、三重県避難誘導標識設置指針に基づくピク

トグラムを用いた案内標識を設置するなど、住民・観光客等に対する周知を図る。 

(2) 指定避難所※、避難路の整備･周知 

被災者が一定期間滞在する避難所について、一定の生活環境が確保される等内閣府令で定め

る基準に適合するものを、指定避難所※としてあらかじめ整備及び指定するとともに、指定緊急

避難場所から指定避難所※までの安全な避難路(道路)を整備して、地域・住民に周知する。 

なお、指定避難所※の整備・指定にあたっては、要配慮者に十分配慮するとともに、必要な資

器材等の備蓄を図る。また、指定避難所※の指定においては、その適切性を確認する。 
 

指定緊急避難場所と指定避難所※の指定基準及び相互の関係は、次に示すとおりである。 

 指定緊急避難場所（法第 49条の４） 指定避難所※（法第 49条の７） 

定義 

災害が発生し、又は発生のおそれがある

場合にその危険から逃れるための避難

場所 

災害の危険性があり避難した住民等や、災害

により家に戻れなくなった住民等を滞在させ

るための施設 

基準 

安全な区域外にある施設については、以

下の全てを満たすこと。 

・被災者等を受け入れる適切な規模 

・耐震性がある 

・想定される水位以上の高さに避難 

スペースが配置され、そこまでの 

避難上有効な階段等がある 

以下の全てを満たすこと。 

・被災者等を滞在させるために必要かつ適切 

な規模 

・速やかに、被災者等を受け入れ、または 

生活関連物資を配布できること 

・想定される災害の影響が比較的少ない 

・車両などによる輸送が比較的容易 

指定 災害種ごとに市長が指定 災害種を限らず市長が指定 

備考 相互に兼ねることができる 

 ※ここでいう「指定避難所」とは、災害対策基本法で定めるところのもの 
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(3) 避難場所等の留意事項 

ア 公園、広場等のように相当な広さを有し、かつ、その場所又は周囲に防火に役立つ樹木、

貯水槽等がある。 

イ 周囲に崩壊の恐れのある石垣、建物、その他の建造物、あるいは崖等がない。 

ウ 周囲に防火帯、防火壁が存在し、かつ、延焼の媒介となるべき建造物あるいは多量の危険

物品がない。 

エ 洪水等による浸水の恐れのない地域、また地割れ、崩落等のない耐震性土質の土地及び耐

震、耐火性の建築物で、安全性がある。 

オ 延焼の危険があるとき、又は収容人員の安全度を超えたときは、更に他の場所への避難移

動できる。 

カ 避難場所に至る避難路の安全を確保する。 

キ 避難場所及び避難路の代替場所、経路の確保をしておく。 

ク 避難が長引いた場合の仮設テントの設置に配慮する。 

(4) 指定避難所 

大規模災害に際し、避難した市民を収容し保護するため設置する施設。 

ア 避難所の留意事項 

① 長期避難を想定し、避難所は寝起きができる学校施設等を中心に選定する。 

学校については余裕教室などを活用し、平常時から防災施設としての整備を図る。 

② 飲料水、電源等の確保により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳

プール、自家用発電設備、新エネルギーを活用した発電設備その他の施設又は設備の整備

を図るとともに、避難生活のための食料、毛布等の確保に努める。 

③ 避難所等公共施設のバリアフリー化のほか、男女のニーズの違いを考慮し、男女双方の

視点に立った整備を図る。 

④ 要配慮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。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配慮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進める。 

⑤ テレビ、ラジオ等、被災者が災害情報を入手できる機器の整備に努める。 

⑥ 帰宅困難者や観光客に対応する避難所の確保について検討する。 

⑦ 断水等によりトイレが使用できない場合に備え、仮設トイレを確保しておく。 

 

４ 避難場所、避難路の整備等 

(1)大規模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、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。 

(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

ら災害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。 

(3) 災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市

町村に設けるよう努める。 
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５ 避難指示基準の策定等 

避難の指示、勧告を行う場合、災害の状況によって次の事項をあらかじめ定めておく。 

(1) 緊急避難 

危険が目前に切迫していると判断され、至近の安全な場所に避難させる必要があるとき。 

(2) 収容避難 

災害により家屋が全壊、半壊（全焼、半焼、流失）し、生活の拠点を失った場合。 

(3) 指示勧告の伝達体制の整備 

急を要するため、防災行政無線、広報車、メール配信システム等周知の手段、方法について

整備し、万全を図る。 

 

６ 要配慮者情報の把握・共有 

要配慮者に関する情報の把握・共有を図るため、要配慮者リスト、災害時要援護者台帳、災害

時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）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。なお、避難行動要支援者名簿については、災害時要援護者名

簿で代用する。 

※伊賀市は、災害時要援護者名簿を避難行動要支援者名簿として代用する。 

 

（1）災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）の整備等 

ア 要配慮者の把握 

市は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、関係部署等が保有している

要介護認定者や障がい者等の情報を把握する。 

イ 災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）の作成 

市は、要配慮者のなかから、要介護状態区分、障がい支援区分、家族の状況等を考慮し、

災害時要援護者（避難行動要支援者）の要件を設定し、市内部組織その他の関係者の協力を

得て、氏名・生年月日・性別・住所又は居所・電話番号その他の連絡先・避難支援等を必要

とする理由等必要な事項を記載した災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）を作成す

る。その際、設定した要件からあてはまらない者であっても、要配慮者自らが名簿への掲載

を求めた場合には柔軟に対応する。 

①災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）に掲載する者の範囲 

・65歳以上で一人暮らしの者 

・65歳以上のみの世帯の者 

・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者 

名称 内容 情報提供（共有）先 

要配慮者リスト 

・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、要配慮者区分等を
記載。 

・市の関係部署が共有。 

災害時要援護者
台帳 

・要配慮者リストの情報に災害時要援護者本
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（避難行動
要支援者名簿） 

・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、自治会等、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。 
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・身体障害者手帳の交付を受けている者 

・療育手帳の交付を受けている者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

・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者 

② 災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）作成に必要な個人情報の入手方法 

災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）作成に必要な個人情報の入手は、「伊賀

市災害時要援護者支援活動実施要綱」に基づき、住民自治協議会等により個人情報保護に

配慮しつつ所定の手続きによって行う。 

ウ 災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）の更新と情報の共有 

名簿に登載される災害時要援護者（避難行動要支援者）は、転出・転入、出生・死亡、障

がいの発現等により絶えず変化することから、避難支援に必要となる情報を適宜更新し、関

係者間で共有する。 

エ 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

市は、消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、住民自治協議会、自治会

等、自主防災組織その他、災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）に登載された情報

を事前に提供できる避難支援等関係者の範囲をあらかじめ定めておく。併せて、これらの名

簿情報の施錠可能な場所での保管の徹底や、複製の制限等による情報管理の徹底を図るとと

もに、避難支援等関係者への研修会の開催等を通じて、情報漏洩防止の措置を求める等、災

害時要援護者（避難行動要支援者）及び第三者の権利利益を保護する措置についてあらかじ

め定めることとする。また、市は、災害時要援護者（避難行動要支援者）本人への郵送や個

別訪問などの働きかけにより、平常時から、名簿情報を避難支援等関係者に提供することに

ついて説明し、意思確認を行う。 

オ 避難支援体制の整備 

市関係課、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、介護保険サービス事業者、障がい福祉

サービス事業者、ボランティア団体、消防機関、警察、住民自治協議会、自治会等、自主防

災組織を「避難支援等関係者」とし、安否確認、情報伝達、避難誘導、救助等の避難支援体

制の整備に努める。 

カ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市が求める措置及び市が講ずる措置 

災害時要援護者（避難行動要支援者）に対し、避難支援等関係者に名簿情報を提供するこ

とについて、同意の確認を行う。同意方法は、「伊賀市 災害時要援護者避難支援プラン」に

従う。避難支援等関係者に情報提供を行う場合は、個人情報が適切に取り扱われるよう指導

し、必要に応じて報告させる。 

キ 要配慮者が円滑に避難するための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

避難勧告・指示を行った場合は、災害時要援護者（避難行動要支援者）については、テレ

ビ、ラジオ、サイレン、広報車などによる広報などのほか、携帯電話等のメールサービス、

市ホームページや防災情報ブログに加え電話、ＦＡＸによる情報伝達に努める。 

ク 避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支援等関係者に提供する事に同意した災

害時要援護者（避難行動要支援者）の避難支援を、避難情報に基づき行う。 

市は、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることを前提とし

て、可能な範囲で避難支援等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分配慮する。 
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７ 要配慮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、自主防災組織、自治会

等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接している福祉関係者が協力して、要配慮者の避難

支援体制の整備に努める。 

 

(1) 要配慮者避難支援等推進委員会の設置 

災害時における要配慮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

常時から防災関係部局、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 

イ 要配慮者の避難支援体制の整備 

ウ 同プランの周知等 

エ 要配慮者、地域支援者及び職員等に対する防災講演会、防災訓練等 

オ その他、同プランの推進 

(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、災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）

の活用・管理や住民自治協議会、自治会等、自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉団体等

との連携により、以下の業務に取り組む。 

ア 災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）の活用・管理 

イ 関係者への情報提供 

ウ 関係者との連絡調整 

エ その他、要配慮者の避難支援 

(3) 要配慮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、要配慮者の避難支援などについて記載する要配慮者支援行動マニュアルを作成する。   

 

８ 要配慮者の避難誘導体制の整備 

(1) 個別計画の策定 

要配慮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、自治会等、自主

防災組織、民生委員・児童委員、福祉団体等の協力を得て、要配慮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要配慮者への対応 

人工呼吸器・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。 

 

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。 

避難所の管理運営方法をあらかじめ定めるなど、管理運営体制を整備する。 

【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 
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(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、自治会等、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) 要配慮者や男女のニーズに配慮した避難所運営体制 

 

10 住民への周知 

市は、次の事項についてあらかじめ住民に周知しておく。 

(1) 想定される危険の範囲 

(2) 避難所の所在 

(3) 避難情報三類型（避難準備情報、避難勧告及び避難指示）の内容及び伝達方法 

(4) 避難所にある設備及び物資 

(5) その他避難に対する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出品、服装、車の使用禁止等） 

 

11 観光客、帰宅困難者等への対策 

市内で被災した観光客を迅速に避難誘導するために、観光客の避難対策検討マニュアル

等の策定を進め、観光関連事業者等による避難誘導体制を検討する。平常時から観光関連

団体等との連携を密にし、緊急事態に対応できるよう啓発活動を行うほか、帰宅困難者対

策として市内にあるガソリンスタンド等を、飲料水や通行規制などの道路情報を提供する

一時休憩場所として利用できるよう検討する。 
 

（市の指定） 

12 避難所の区分 

伊賀市の避難所等は、避難所態様（公共施設・耐震性・風水害対応性など）を勘案して、次の

統一呼称の区分により分類する。 

区分名 主な役割 

一時立寄所 

自主防災組織や自治会組織などの行う自主避難や避難準備体制のため

の住民参集（集合）拠点。原則として一時立寄所では救助活動は行わ

ない。 

拠点避難所※1 

（市の指定） 法律で定め

る「指定避

難所」に該

当 

各住民自治支援単位（市内 38地区）に１箇所以上を設定し、区域内に

おける指定避難所を統括する拠点として、防災備蓄コンテナ、防災行

政無線等の重点配備を行う公共施設等の場所（災害ボランティアの受

入を可能とする現地ボランティアセンター機能） 

指定避難所※2 

（市の指定） 

避難勧告・避難指示に対応して住民が参集し、その場所でコミュニテ

ィによる避難所運営を可能とする公共施設等の場所（災害ボランティ

アの受入を可能とする現地ボランティアセンター機能） 

福祉避難所 

（市の指定） 

本庁及び各支所単位に１箇所以上設置し、指定避難所及び拠点避難所

での受入れが困難な高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病者等が利

用できる医療施設及び福祉施設等の場所 

伊賀市防災拠点施設 

（市の指定） 

災害時の救援・救助及び復興・復旧活動等を行う拠点施設（しらさぎ

運動公園及び同周辺）の整備を行い、市内の拠点避難所等との連携を

図る。 
※1：法律で定める「指定避難所」のうち、拠点的な役割を担うもの 

※2：法律で定める「指定避難所」のうち、拠点避難所（※1）を除くもの 
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13 ペット対策 

市は、飼い主責任を基本とした同行避難を想定し、犬や猫などのペット同行の避難者の受入体

制について検討する。 

 

 

■住民自治協議会や関係施設等が実施する対策 

１ 住民自治協議会等地域の対策 

(1) 地域の避難対策の推進 

市が行う避難対策に協力し、地域の災害時要援護者（避難行動要支援者名簿）の把握、地域

や個人の避難計画等の策定、避難所運営マニュアルの策定及びこれらに基づく防災訓練等の実

施に努める。 

 

２ 要配慮者関連施設の対策 

(1) 入所者等要配慮者にかかる避難対策の推進 

施設の所在地や入所する要配慮者の特性に応じた避難計画の策定や防災訓練の実施、関係施

設との災害時の相互支援協定の締結などの施設の避難対策に努めるとともに、市の福祉避難所

の指定に協力する。 

 

３ 不特定多数の者が利用する施設の対策 

(1) 施設利用者にかかる避難対策の推進 

施設の所在地や利用者の特性に応じた避難計画の策定や防災訓練の実施などの施設の避難対

策に努めるとともに、市の指定緊急避難場所及び指定避難所の指定に協力する。 

 

４ 観光事業者等の対策 

(1) 観光客等にかかる避難対策の推進 

市等と連携し、観光地の所在地や観光客等の特性に応じた避難計画の策定や防災訓練の実施

等、観光地、観光施設の避難対策に努める。 

 

■市民が実施する対策 

１ 地域の避難対策への協力 

 地域の避難計画の策定や防災訓練等の実施、要配慮者の支援対策など、地域の避難対策に協力

するよう努める。 

 

２ ペットの同行避難対策 

ペットの飼い主は、同行避難することを想定して、平時からペットのしつけや健康管理を行う

とともに、飼い主の連絡先を記載した迷子札等の装着、水や餌等のペット用避難用具等の常備に

努める。 
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第３章 風水害に強いまちづくりの推進 

第１節 水害予防対策の推進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○河川の氾濫、異常出水、洪水等を防止する。 

○河川が適切に整備され水害被害の軽減が見込まれるとともに、避難判断時において市と国・県に

おける連携体制が確立し、非常時に避難勧告等が適切に発令できるようになる。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・建設部・消防本部・関係各部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 住民等 

(1) 河川の整備  

(2) 施設の維持管理  

(3) 避難判断情報等の提供体制  

(4) 水防体制の整備  

(5) 湛水防除対策  

(6) 防災重点ため池対策  

その他の防災関

係機関 
住民等 

(1) 河川の整備  

(2) 施設の維持管理  

(3) 避難判断情報等の提供体制 

(4) 水防体制の整備 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 河川の整備 

(1) 河川のソフト対策の促進 

近年、各地で局所的な短時間豪雨等が頻発していることから、従来から県が実施しているハ

ード対策に加え、避難判断の参考となる雨量、水位等の情報把握に努めるとともに、県が策定

する浸水想定区域を活用したハザードマップを作成する等、ソフト面からの減災対策を実施す

る。市は、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い，被害を軽減する取組を行う契機となる

よう，分かりやすい水害リスクの開示に努める。 

 

２ 施設の維持管理 

(1) 巡視・点検の実施 

各施設管理者はマニュアル等に基づく巡視・点検を行い、施設等の状況を的確に把握すると

ともに、施設の維持管理に必要な情報及び資料の収集に努める。  

(2) 維持工事の実施  

巡視・点検により、対策が必要になった施設の維持修繕工事を実施し、適切に維持管理する。 

 

３ 避難判断情報の収集 

県からの河川の危険水位情報等、市が避難勧告等を判断するために必要な情報を収集する体制
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を整備するとともに、技術的助言を求めるためのホットライン等の設置に努める。 

 

４ 避難判断基準の設定 

県から提供を受けた河川の危険水位情報等に基づき、避難勧告等を発令するための基準の設定

に努める。 

 

５ 湛水防除対策 

近年、局地的な集中豪雨や台風時に人家や農地等に水被害が起こることが想定されているため、

その防除事業が必要になっている。県と協力して市内の湛水防除事業実施地区に対する、排水機、

排水路、樋門及び堤防の防災施設の整備事業を計画的に施行する。 

 

６ 防災重点ため池対策 

本市には、ため池が多数存在し、農業用水施設等の役割を果たしている。これらの多くは 200

～300 年前に築造されたもので、斜樋、底樋管等の取水設備や余水吐が老朽化して機能が衰微し

ており、堤体からの漏水もあって、決壊の危険性がある。そのため、災害予防上緊急度の高いも

のから改修（補強）事業を実施する。 

なお、ため池改修事業は、その規模に応じて県と市事業に分けて実施する。 

 

 

■その他の防災関係機関が実施する対策 

＜県が実施する対策＞ 

１ 河川の整備  

「＜市が実施する対策＞１ 河川の整備」に準じる。  

 

２ 施設の維持管理  

「＜市が実施する対策＞２ 施設の維持管理」に準じる。  

 

３ 避難判断情報等の提供体制  

（1）水防法に基づく水位設定  

県管理水位周知河川について、水防法に基づき、適切な水位設定及び周知を行う。  

（2）市への技術的助言を行うための連絡体制の設定  

市から、基本法第 61条の 2の規定に基づく避難勧告又は指示に関する技術的助言を求められ

た場合に備え、県と市との間に発災時における連絡体制を事前に定めるよう努める。  

 

＜防災関係機関が実施する対策＞ 

災害時においては状況が刻々と変化し、詳細な情報を伝達するいとまがないため、情報の発信

側が意図している内容が伝わらないことがある。このような事態を防ぐため、関係機関は防災対

策の検討等を通じて、互いに平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこ

と等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて

構築した関係を持続的なものにするよう努める。 
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第２節 地盤災害防止対策の推進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○降雨等による土石流、地すべり、がけ崩れ、地割れ、擁壁の倒壊等の災害が発生しないよう、防

災上必要な施設等を整備する。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・建設部・産業振興部・消防本部・関係各部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市 

(1) 土砂災害警戒区域等における避難体制の構築 

(2) 治山事業 

(3) 宅地造成地のがけ崩れ災害防止 

(4) ため池改修事業 

(5) 応急仮設住宅供給体制の整備 

(6) 要配慮者関連施設の土砂災害対策 

その他の防災関係機関 (1) 崩壊危険地域の災害防止 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策  

１ 土砂災害警戒区域等における避難体制の構築 

土砂災害対策の緊急性の高い箇所については、「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）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域の指定について県に協力するとともに、指定区域では、県から提供される土砂災害警戒区域

に関する資料を活用し、土砂災害防止のための警戒避難体制の整備等に努める。 

  なお、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域は、次の区域である。 

（1）土砂災害警戒区域 

急傾斜地の崩壊のおそれなどがある、主として次の区域。 

ア 傾斜度が 30度以上で高さが５ｍ以上の区域 

イ 急傾斜地の上端から水平距離が 10ｍ以内の区域 

ウ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの２倍（50ｍを超える場合は 50ｍ）以内の区域 

このほか、土石流の発生のおそれのある渓流において扇頂部から下流で勾配が２度以上の

区域、及び地滑り区域と地滑り区域下端から地滑り地塊の長さに相当する距離の範囲内の区

域も該当する。 

（2）土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物

が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずる

ことなく耐えることのできる力を上回る区域。 

土砂災害特別警戒区域に指定された区域内では、次の制限等がある。 

ア 特定の開発行為に対する許可制 

イ 建築物の構造規制 
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（3）土砂災害警戒区域において講じる措置 

土砂災害警戒区域に指定された区域については、土砂災害に関する情報の収集及び伝達等、土

砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、円滑な警戒

避難が行われるために必要な事項を住民に周知するため、下記の事項を記載した印刷物の配布そ

の他の必要な措置を講じる。 

ア 避難所の設置 

イ 避難勧告及び指示等の時期決定方法 

ウ 気象情報及び異常現象並びに避難勧告等の連絡方法 

エ 避難誘導責任者 

オ 避難所の位置及び避難勧告等の住民への周知 

カ 土砂災害危険箇所等の把握 

キ 土砂災害危険箇所等のパトロール 

ク その他必要事項 
 

また、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内に要配慮者が利用する病院、老人ホーム

等の施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう、これら施設に

対する土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定める。 

 

２ 治山事業 

山地の崩壊及び山地荒廃による流出土砂によって、災害の被害は激しいものとなるが、森林は、

崩壊防止及び土砂の流出防止のほかに洪水防止、水資源の涵養等の機能を持っている。 

山地治山事業は、荒廃山地又は荒廃のおそれのある山地に対して山脚を固定して不安定土砂の

流出及び渓岸の浸食を防止するための渓間工事又は崩壊地を森林に復旧するための山腹工事を実

施する等により森林整備を図り、崩壊土砂の流出、洪水等による災害の防止、軽減を図るととも

に水資源の涵養に資することを目的とする。 

ア 山腹崩壊・崩壊土砂流出対策 

① 林地等の管理上必要な知識及び応急措置の方法等の管理者への指導を図る。 

② 森林の過伐、乱伐の防止と渇植、肥培管理、植林の育成を促進して地すべり崩壊による

災害防止に努める。 

③ 地震等による地盤のゆるみが予想される時の危険箇所パトロール、応急資材の整備、山

地崩壊が予想される時の避難所等を整備する。 

イ 山地に関する防災事業 

① 治山・治水事業と併せ一般造林事業を推進して林地の保護と培養を図る。 

② 地表の安定を図るため、荒廃地の植林を促進する。 

 

３ 宅地造成地のがけ崩れ災害防止 

宅地造成は、都市計画法等に基づき、災害防止に重点をおいた基準で審査指導に努める。 

また、災害が発生するおそれのある場合には、開発事業者に対し県と連携して災害防止にかか

る技術指導を行う。 

ア 宅地防災月間での啓発 

梅雨期及び台風期に備え、地域住民及び開発事業者に注意を促し、必要な防災対策を講じ

させるため、県が定めた５月の宅地防災月間に合わせ、開発施行区域を中心にした巡視活動

を展開し、必要に応じて現地で適切な指導を行う。 

イ がけ地近接等危険住宅の建築指導 
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三重県建築基準条例で規定する崖に近接して建築する住宅等については、住環境基準を満

足する安全な建築物となるよう指導審査を行う。 

 

４ ため池改修事業 

市内のため池は、水田の水源として重要な役割を果たしているが、老朽化が進み、決壊の危

険性を有している。 

このため災害防止上、緊急度が高いため池の管理者に対し啓発を行うとともに、改修工事を

実施する。 

 

５ 応急仮設住宅供給体制の整備 

災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の建設可能用地を把握するなど、供給体制

を整備する。 

また、被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等の把握に努め、災害時に迅速に

対応できるよう体制を整備する。 

 

６ 要配慮者関連施設の土砂災害対策 

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内に災害時要援護者が利用する病院、老人ホーム、

幼稚園等の施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう、これら

施設に対する土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定める。 

 

 

■その他の防災関係機関が実施する対策 

１ 崩壊危険地域の災害防止 

（1）国道防災事業（中部地方整備局） 

一般国道指定区間内の崩壊、落石等の危険のある箇所に防災事業を実施する。 

（2）県道防災事業（県土整備部） 

県道指定区間内の崩壊、落石等の危険のある箇所に防災事業を実施する。 
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第３節 農地・森林の防災対策の推進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○風水害時の被害が軽減されるよう、平時から農地や森林の整備及び防災対策を推進する。 

 

【主担当部署】産業振興部 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 住民 

(1) 農地の防災対策  

(2) 森林の防災対策  

(3) 災害時の農作物等被害軽減対策 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ 農地の防災対策 

（1）基幹水利施設の補修 

国営又は県営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、機場、幹線水路等の基幹的施設に

ついて、緊急に必要な補強工事を支援することにより、施設の機能の維持及び安全性の確保を図

る。 

（2）農業水利施設の保全対策  

農業水利施設について、不具合が生じる前に機能診断を適切に行うとともに、劣化の予防的な

保全対策を実施し、施設管理の合理化を図る。 

（3）排水機場の整備  

局地的大雨や台風時の人家や農地等への湛水被害を防止する排水機場の整備により、浸水被害

の被災を軽減し、安全性の確保を図る。  

（4）防災ダム・防災重点ため池の整備  

河川の上流に洪水調節用ダム（余水吐その他の附帯施設を含む）の新設又は改修や、既設の農

業用ため池への洪水調節機能の賦与及び改修等を支援し、下流沿岸耕地及び農業施設等の洪水被

害を防止する。 

 

２ 森林の防災対策 

（1）流域保全・山地災害対策  

林地荒廃は、土砂生産源となる可能性が高く、洪水時に下流に押し流されて河床を上昇させ、

水害発生の一つの素因となっていることから、荒廃地の現況を把握し、崩壊地復旧及び土砂流出

防止等のための治山施設等を緊急度の高いものから計画的に施工する。  

また、局地的大雨による災害は、市民の生命及び財産に多大な被害を与えるため、山地災害危

険地区について住民への周知を図るよう努めるとともに、緊急な箇所については、治山事業を重

点的に実施する。 
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（2）保安林整備対策  

保安林は、土砂崩壊、流出の防止及び保水等により洪水調節の役割を果たすため、流域保全上

その整備が重視されており、過去の風水害等によって保安林としての機能が低下しているところ

も少なくないので、保安林の改良・整備を推進する。  

  

３ 災害時の農作物等被害軽減対策  

（1）稲種子の確保  

稲種子については、緊急非常事態に備え、三重県米麦協会との連携強化に努める。 

（2）病害虫防除用農薬の確保 

病害虫防除に備え、全国農業協同組合連合会三重県本部及び三重県農薬商業協同組合と連絡を

保ち、防除に必要な農薬の確保に努める。 

（3）防災営農技術の確立並びに普及  

防災営農技術について、それぞれの部門ごとに災害に対応した防災技術指針を確立し、これを

関係機関及び農業団体等に示すとともに、研修会等を開催して普及を図る。  

防災に必要な技術指針は、次の事項を基本にして定める。 

ア 災害を回避し、被害を未然に防止するための技術 

イ 災害に耐え、被害を僅少にくい止めるための技術 

（4）家畜伝染病の発生予防及びまん延防止対策 

家畜保健衛生所において、家畜伝染病予防法の規定に基づく伝染病の発生予防・予察及びまん

延防止のために必要な措置（検査、注射、消毒等）を行うほか、市農業団体の関係職員及び獣医

師等に対し必要な技術の伝達指導を行う。 
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第４章 緊急輸送の確保 

第１節 輸送体制の整備 

第 1項 防災･減災重点目標 

○大規模災害の発生に備え、災害に対する安全性を考慮しつつ関係機関と協議のうえ、緊急輸送ネ

ットワークの形成を図る。 

○緊急輸送ネットワークとして指定された拠点や道路について災害に強い施設を整備する。 

○災害時に必要となる食料、生活必需品等の物資の調達・供給体制の整備を図る。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・総務部・建設部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市  

(1) 緊急輸送ネットワークの確保 

(2) 陸上輸送対策 

(3) 航空輸送対策 

輸送･運搬等を担う

防災関係機関等 
県及び関係機関等 (1) 発災時の災害対策体制の整備 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 市における対策 

(1) 緊急輸送ネットワークの確保 

緊急輸送活動のために確保すべき道路、防災上の拠点及び輸送拠点について、それらが発災

時にも機能するよう整備を図り、緊急輸送ネットワークの確保を図るとともに、関係機関等に

対する周知を図る。 

(2) 陸上輸送対策 

ア 緊急輸送道路機能の確保 

道路管理者は、低地を通過する道路、鉄道等のアンダーパスなど、風水害時に冠水のおそ

れがある箇所をあらかじめ把握し、広く市民へ周知を図るとともに、代替路を確保する。そ

の上で、発災後の速やかな復旧が可能となるよう、排水作業が行える体制を構築する。  

そのために、道路管理者は、国、県、建設企業と連携した迅速な道路啓開の態勢整備を推

進するとともに、資材を備蓄する道路啓開基地の整備を行う。  

発災に伴う交通規制が実施された場合の一般車両運転者の責務等について、平常時から周

知を図る。 

  イ 放置車両等の対策強化 

大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行を確保する緊急の必要があ

る場合、道路管理者は、必要に応じて、区間を指定して以下を実施する。 

① 緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対する移動の命令 

② 運転者の不在時等は、道路管理者自ら車両を移動 

また、道路啓開のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、必要に応じて、他人の

土地の一時使用、竹木その他の障害物を処分する。 
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(3) 航空輸送対策 

ア 飛行場外離着陸場の確保 

飛行場外離着陸場適地が災害時に有効に利用できるよう、関係機関や地元住民等への周知

を図っておくほか、必要に応じて通信機器等必要な機材を備蓄するよう努める。 

 

 

■その他防災関係機関が実施する対策 

＜その他事業者団体の対策＞ 

１ 発災時の災害対策体制の整備 

(1) 情報伝達体制の確立 

市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法について、通信途絶時の対応も含めて検

討する。 

(2) 協定に基づく体制の確立 

ア 協定における市と事業者及び事業者団体との連絡体制の整備を図る。 

イ 協定に基づき、災害時に市から物資等の緊急輸送の要請があった場合の輸送体制や方法に

ついて整備を図る。 

ウ 市が実施する防災訓練等への参加を通じ、協定に基づく連絡体制や輸送体制の検証に努

める。 
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第５章 防災体制の整備・強化 

第１節 災害対策機能の整備及び確保 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○災害対策活動の中枢となる災害対策本部の施設・設備について、各種設備の整備を図る。また、

災害対策本部が損壊した場合に備え、予備施設をあらかじめ指定しておく。予備施設は、第１順

位：消防本部庁舎、第２順位：阿山支所庁舎とするが、状況に応じて順位は変更する。 

○災害が発生した場合、必要な職員を早期に確保して災害対策本部を速やかに立ち上げ、迅速で適

切な応急対策活動を展開できる体制の整備に努める。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・総務部・財務部・建設部・消防本部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

 

(1) 災害対策本部機能等の整備・充実 

(2) 職員参集体制の整備・充実 

(3) 職員への防災教育の実施 

(4) 職員の防災対策の推進 

消防関係機関 
(1) 消防力の強化 

(2) 救助・救急機能の強化 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

＜市(災害対策本部)を対象とした対策＞ 

１ 災害対策本部機能等の整備・充実 

本庁舎以外の機関についても、実際の災害発生現場に近い庁舎を現地災害対策本部として活用

するなど、機動的な災害対策活動が行えるよう、施設、人員、備蓄物資を含めた体制の整備に努

める。 

(1) 災害対策本部施設及び設備の整備 

   発災時、迅速に災害対策本部を設置できるよう、施設・設備の浸水対策、自家発電設備等の

整備による非常電源、無線通信設備の確保などの整備に努める。 

(2) 物資・機材の備蓄 

発災時には、応急対策や復旧対策を実施する際に必要な物資・機材等が必要なほか、災害対

策本部職員用の食料、飲料水や仮設トイレ、寝袋等物資の入手が困難となることが予想される

ことから、計画的に必要量の備蓄に努める。 

  

２ 職員の防災対策の推進 

職員は、市民に求める自助の取組を率先して実行するものとし、特に家屋の補強など、風水害

発生時に直接生命に関わる対策は確実に実施し、職員自身及び家族に被救助者を生じさせること

なく、速やかに市の災害対策要員に加われるよう、平常時の備えを徹底する。 
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３ 第２指令搭の整備 

大規模災害発生時、庁舎等主要施設が損壊した場合に災害対策活動に支障をきたすことがない

よう、災害対策本部機能を有する代替施設として、消防本部庁舎の機能充実に努める。 

 

４ 報道用スペースの設置 

住民等に対する迅速かつ的確な情報伝達を可能とするよう、災害対策本部に報道用スペースの

設置を検討する。 

 

５ 本庁と支所等との防災情報システムの構築 

本庁と支所等での防災運営が必要となるため、相互の災害時通信や情報の共有化システム等に

ついて検討する。 

 

６ 迅速な参集体制の整備 

災害時に速やかに応急対策体制を確保するには、市職員の迅速な参集が不可欠である。そのた

め、市職員の災害時登庁基準を周知徹底する。 

また、災害対策要員の安否確認と迅速な参集を実現するため、職員の安否参集確認システムへ

の登録をさらに促進するとともに、システムの維持管理に万全を期すこととする。 

 

７ 地域防災拠点施設の整備 

災害時の救援・救助及び復興・復旧活動等を行う拠点施設（しらさぎ運動公園及び同周辺）を

整備したことから、今後、市内の拠点避難所等との連携を図っていく。 

 

＜消防機関を対象とした対策＞ 

１ 消防力の強化 

災害による被害の防止又は軽減を図るとともに、「消防力の整備指針」「消防水利の基準」を充

足するため、消防組織の充実強化を図り、消防用施設等の整備に努める。  

(1) 消防職員・消防団員の充実・資質向上等 

消防職員の充実及び資質の向上を図るとともに、地域における消防防災の中核である消防団

について、機能別分団や青年・女性層の参加促進など活性化を図るほか、育成教育、装備の充

実を推進し、減少傾向にある消防団員の確保に努める。 

(2) 消防用施設等の整備の推進等 

消防自動車等の消防設備の整備を推進するとともに、防災に関する知識の啓発、情報の伝達、

延焼防止活動及び救助活動等の被害の防止又は軽減に必要な消防防災活動を有効に行うことが

できる消防用施設の整備を推進する。 

(3) 消防水利の確保対策 

災害時において、消防の用に供することを目的とする貯水施設や取水のための施設を整備す

るとともに、人工水利と自然水利の適切な組み合わせによる水利の多元化を推進する。 
 

２ 救助・救急機能の強化 

災害時の職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助･救急活動を行うため、関係機関相互の連携

体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助･救急機能の強化を図る。 

また、大規模･特殊災害に対応するため、高度な技術･資機材を有する救助隊の整備を促進する

とともに、先端技術による高度な技術の開発に努める。 
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第２節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○災害時に、関係機関相互の連絡が迅速かつ確実に行えるよう、情報交換のための収集・連絡体

制の明確化など、体制の確立に努める。 

○被災者等へ迅速かつ的確に情報が伝達できる体制を整備する。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・企画振興部・各部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 
 

(1) 災害情報収集・伝達体制の整備 

(2) 被害情報収集・伝達手段の整備 

通信事業者、放送事業者 (1) 通信設備の優先利用の手続き 

通信事業者、放

送事業者等 
 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 防災広報活動 

(4) 広域応援体制の整備 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 市民を対象とする対策 

(1) 災害情報収集・伝達体制の整備 

迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡のため、多様な災害関連情報等の収集・伝達体制の整

備を図る。 

ア 伝達体制の整備 

災害関連情報の収集・共有と市民等への伝達体制の整備を図る。特に要配慮者や孤立地

域の住民、帰宅困難者等への確実な情報伝達体制の整備を図る。 

  イ 伝達手段の整備 

市のホームページや防災行政無線、行政放送チャンネル及び携帯電話等のメール配信サ

ービス等により、迅速な災害情報の伝達機能の整備に努める。 

 

２ 主に庁内及び防災関係機関を対象とする対策 

ア 情報収集・連絡手段の整備 

   災害対策本部各部、県及び防災関係機関相互、又は所管する業務における情報の収集・

連絡体制の整備を図るとともに、その際の役割、責任等の明確化に努める。 

   また、夜間、休日でも対応できる体制の整備を図る。 

イ 情報共有システムの整備 

   情報の共有化を図るため、部署が横断的に共有すべき防災情報の形式を標準化し、早い

段階で共通のシステムに集約できるよう努める。 

ウ 多様な情報収集手段の整備 

機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じヘリコプター、車両など多様な情報収集
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手段を活用できる体制を整備するとともに、監視カメラ、定点カメラなど画像情報の収集

システムの整備を推進する。 

また、迅速的確な災害情報の収集・連絡のため、被災現場情報の収集・連絡にあたる要

員の指定を検討するとともに、民間企業、報道機関、市民等からの情報など、多様な災害

関連情報等の収集体制を整備する。 

エ 情報の分析・整理 

長期的な計画により、収集した情報を分析整理できる人材の育成と、必要に応じて専門

家の意見を活用できる体制を構築する。 

また、防災関連情報の収集・蓄積するとともに、集めた情報を防災対策に活かす。 

 

３ 被害情報収集・伝達手段の整備 

ア 防災行政無線の整備 

市防災行政無線の整備を図るとともに、無線通信や携帯電話も含め、要配慮者や孤立集

落にも配慮した多様な手段の整備に努める。 

なお、防災行政無線の整備、維持管理にあたっては、施設・設備の浸水対策に留意し、

保守点検の徹底、設備等の計画性を持った更新等適切な管理に努める。 

イ 被災者安否情報提供窓口の設置検討 

  災害発生時に被災者の安否に関する情報について照会があった場合、照会者に対する回

答を行う体制について検討する。 

 

４ 防災関係機関(通信事業者、放送事業者)を対象とした対策 

(1) 通信設備の優先利用の手続き 

通信設備の優先利用（基本法第57 条）及び優先使用（同法第 79 条）について最寄りの西日

本電信電話株式会社三重支店等とあらかじめ協議を行い、使用手続きを定めておく。 

 

■その他の防災関係機関が実施する対策（通信事業者、放送事業者） 

＜固定通信事業者・移動通信事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 通信施設の防災対策 

   災害時においても重要通信を確保できるよう、施設・設備の浸水対策や耐火対策を講じる。 

(2) 施設・設備のバックアップ対策 

主要伝送路のループ化、多ルート化やシステムの分散設置等による施設・設備のバックア

ップ体制の強化を図る。 

(3) 災害対策用資材等の確保 

早急な通信機能の復旧を図るため、通信用機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の

供給方法をあらかじめ定めておく。 

(4) 災害時用移動通信基地局車両の配置検討 

   災害時に重要施設等の通信を応急的に確保するため、移動通信基地局車両の配備及び災害

時の配置計画等について検討する。 
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２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設、設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

また、県災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応

も含めて検討する。 

３ 防災広報活動 

各通信事業者は、通信の復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動

を行うための情報連絡体制を確立する。 

４ 広域応援体制の整備 

大規模災害が発生した場合は、通信事業者の防災体制を確立するとともに、全国からの応援

を要請し、迅速な災害復旧を可能とするよう平常時からあらかじめ措置方法を定めておく。 

 

＜放送事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 放送施設の浸水対策及び耐火対策 

  災害時においても放送機能を確保できるよう、施設・設備の浸水対策や耐火対策を講じる。 

(2) 災害対策用資材等の確保 

早急な放送機能の復旧を図るため、放送用機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の

供給方法をあらかじめ定めておく。 

２ 発災時の災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設、設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

また、市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応

も含めて検討する。 

３ 防災広報活動 

各放送事業者は、放送の復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動

を行うための情報連絡体制を確立する。 
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第３節 医療・救護体制及び機能の確保 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○大規模な災害発生時には医療救護需要が極めて多量、広範囲に発生することが想定され、かつ即

応体制が要求されるため、これに対応できる応急医療体制を整備する。 

○災害時に大量に必要となることが想定される医療品等を確保・調達する体制を整備する。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・健康福祉部・消防本部・市民病院・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

災害時に医療・救護を

担う機関 

(1) 医療・救護体制の整備 

(2) 医療・救護機能の確保 

市民(患者) (1) 災害時医療・救護体制等の周知 

【共助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

災害時に医療・救護を担う機関 

(1) 医療・救護体制の整備 

(2) 医薬品等の確保･供給体制の整備 

(3) 医療・救護機能の確保 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民(患者) (1) 災害時の医療に関する事前対策 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 医療・救護体制の整備 

 (1) 救護所設置場所の事前指定 

救護所の設置場所については、下記の点を考慮に入れ、市の実情に合わせてあらかじめ候補

地を検討する。 

(2) 自主救護体制の確立 

市は、救護所の設置、救助班等の編成、出動について一般社団法人伊賀医師会及び名賀医師

会と協議して計画を定めるとともに、市域が拡大し、孤立化する地域も想定されるため、軽微

な負傷者等に対する自主防災組織等による応急救護や救助班等の活動支援などについて、自主

救護体制を確立させるための計画を定めておくものとする。 

(3) 医療体制の整備 

ア 初期医療体制の整備 

① 災害現場におけるトリアージ体制 

大規模災害発生時には、被災地が広範に及び、医療関係者による適切な治療の優先度を

判断するトリアージが困難となるため、救急隊員等によるトリアージができるよう教育・

研修体制の推進を行う。 

② 被災地における医療体制 
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災害発生直後の急性期における救助活動について、消防機関と医療関係者(災害拠点病院

等の医師や看護師)が連携して体制を整備する。 

③ 救護班の編成 

救護班の編成等については、第 4部第 3章第 2節に定めるところによる。 

イ 後方医療体制等の整備 

① 災害時の医療機関相互の連携体制 

同時多発の人命救助、医療救護を可能とするため救護所におけるトリアージや適切な治

療を受けられるようにその負傷の程度に応じた医療機関への搬送など、医療機関相互連携

体制の整備充実を図る。 

② 災害拠点病院 

被災地が広範囲にわたる場合に、上野総合市民病院及び名張市立病院は、地域の医療機関

の中核となる災害拠点病院として指定されていることから、必要な機能の整備を図る。 

災害拠点病院の指定状況及び役割等は、次のとおりである。 
 

名称 医療圏 設置場所 役割・必要機能等 

基幹災害

拠点病院 

県下 

全域 

三重県立総合医療

センター 

・負傷者の広域搬送にかかる地域災害医療センター間の調整 

機能 

・要員の訓練・研修機能 

・地域災害医療センターの機能 

地域災害

拠点病院 

中勢 

伊賀 

三重大学医学部付

属病院 

・重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能 

・被災地からの重傷者の受入れ機能 

・負傷者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 

・自己完結型の医療救護班の派遣機能 

・地域の医療機関への応急用資機材の貸し出し機能 

伊賀市立上野総合

市民病院、名張市

立病院 
 
なお、大規模災害等では、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の受入・派遣等に努めるも

のとする。 
 

③ 医療情報の収集、伝達手段 

ａ 災害時における医療機関の診療の可否、受入可能患者数、患者転送要請数、医療品等

の備蓄状況、ライフラインの状況等、医療情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、

三重県広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用する。 

ｂ 各地域の医療機関の被害状況を把握するため、保健所をはじめ消防本部、自衛隊、警

察本部等が収集した情報を多角的に活用する仕組みについて検討を行う。 

④ 患者搬送体制 

被災地から診療可能な医療機関への搬送や重篤患者の災害拠点病院への搬送体制の整

備を図る。重篤患者の搬送については、ヘリコプターの有効活用を図る。 

ウ 応急救護体制の整備 

市は、伊賀医師会及び名賀医師会と協力して、応急救護体制を整備する。 

(4) 医薬品等の確保 

ア 医療品・衛生材料等の備蓄 

災害直後の初動期に必要な医薬品・衛生材料等は、市内の医薬品卸売業者による流通備蓄

や病院等、本庁及び支所の備蓄を強化する。 

イ 医薬品・衛生材料等の調達・分配 

医薬品卸売業者や病院等、本庁及び支所の備蓄で一時的に対応し、不足については、県が

備蓄している医薬品・衛生材料等を要請する。 
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２ 市民を対象とした対策 

（1）災害時医療・救護体制等の周知 

災害時の救護所等の設置場所や災害拠点病院等の診療方針などについて、訓練などを通じて

あらかじめ市民に周知を図る。 

慢性疾患患者等に対し、必要な医薬品等については、数日分を確保しておくよう促す。 

 

３ 関係機関との協力関係の構築 

災害の規模及び患者の発生状況によっては、県をはじめ自衛隊、日本赤十字社三重県支部、伊

賀医師会、名賀医師会等との関係機関に応援を要する事態が想定されるため、これらの関係機関

との間で綿密な協力体制を構築する。 

 

 

■災害時に医療・救護を担う機関が実施する対策 

１ 医療・救護体制の整備 

  県の「医療体制の整備」、市の「医療・救護体制の整備」に沿った対策を講じる。 

  災害時に医療・救護を担う機関は、災害時に備えて防災マニュアルを作成する。 

２ 医薬品等の確保･供給体制の整備 

 県の「医薬品等の確保･供給体制の整備」に沿った対策を講じるが、透析施設においては、人工

透析に必要な医療資材や水の備蓄、災害時の調達方法の事前調整を図る。 

３ 医療・救護機能の確保 

県の「医療機能の確保」、市の「医療・救護機能の確保」に沿った対策を講じる。 

また、災害時における医療活動のための電気や水等の確保対策について、事前に検討しておく。 

 

■市民が実施する対策 

１ 災害時の医療に関する事前対策 

  災害時の地域の医療体制を平常時から把握するとともに、特に慢性疾患を持つ家族がある場合

は、それぞれの病状に応じた医薬品等を持ち出せるよう事前準備に努める。 
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第４節 物資等の備蓄・調達・供給体制の整備 
 

第 1項 防災･減災重点目標 

○大規模災害に備えた物資の備蓄・調達・受入・供給の整備、及び計画に沿った備蓄や関係機関と

の事前調整を図る。 

○各家庭で最低３日分以上の物資等の備蓄を働きかけ、自助を促すとともに、市の備蓄として人口

の１割が３日間生活できる量を目標とする。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・財務部 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 

 
(1) 災害時用物資等の備蓄・調達・受入・供給体制の構築 

(2) 避難所等にかかる災害時用物資等の備蓄 

事業者及び事業者団体等 (1) 災害時用物資等の調達にかかる協力関係の構築 

市民 
(1) 家庭における災害用備蓄の促進 

(2) 地域における災害用備蓄の促進 

【共助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

災害時用物資等の供給に

関する協定を締結した事

業者及び事業者団体等 

県・市 
(1) 災害時用物資等の供給体制の構築 

(2) 災害時の食料や生活必需品等の供給体制の構築 

地域 (1) 避難先等への災害用備蓄品等の確保 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 (1) 家庭における災害用備蓄品等の確保 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 市における対策 

(1) 災害時用物資等の備蓄・調達・受入・供給体制の構築 

 災害時に必要となる物資等の備蓄・調達・受入・供給体制の構築を図る。 

 市の備蓄として、人口の１割が３日間生活できる量を目標とする。 

(2) 災害時用物資等の更新 

本庁舎等、各地域及び孤立想定地域に配置している防災備蓄倉庫の災害時用物資（食料等を

含む）を計画的に更新する。 

 

２ 事業者及び事業者団体等を対象とした対策 

（1）災害時用物資等の調達等にかかる協力関係の構築 

 災害時に必要な食料や生活必需品を扱う事業者や事業者団体等との物資等の調達協定等の締

結を促進し、物資等の調達や荷役・仕分け、搬送等にかかる協力体制を構築して災害時の物資

等調達態勢を強化する。 
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ア 食料について 

食料については、必要な食料等を扱う事業者や事業者団体等と積極的に「災害時用物資等

の供給に関する協定」等を締結し、災害時の複数の物資等調達ルートの確保に努めるととも

に、市が実施する防災訓練等への参加を促す等協力関係の構築に努める。 

イ 生活必需品等について 

生活必需品等については、必要な物資等を扱う事業者や事業者団体等と積極的に「災害時

用物資等の供給に関する協定」を締結し、災害時の複数の物資等調達ルートの確保に努める

とともに、市が実施する防災訓練等への参加を促す等協力関係の構築に努める。 

 

３ 市民を対象とした対策 

(1) 家庭における災害用備蓄の促進 

  市民に対して各家庭において最低３日分以上の食料や飲料水及び必要な物資等の備蓄を働き

かける。 

(2) 地域における災害用備蓄の促進 

 避難所や避難場所など、避難先に食料や飲料水及び必要な物資等の備蓄を図るよう、住民自

治協議会等へ働きかける。 

 

■災害時用物資等の供給に関する協定を締結した事業者及び事業者団体等が実施する対策 

１ 災害時用物資等等の供給体制の構築 

 市と協定を締結した災害対策に必要な物資等を扱う事業者や事業者団体等は、平常時から災害

時に備えた災害時用物資等の供給体制の構築を図るとともに、市の実施する防災訓練等への協力

に努める。 

２ 災害時の食料や生活必需品等の供給体制の構築 

 市と協定を締結した食料品や生活物資等に必要な物資等を扱う事業者や事業者団体等は、平常

時から災害時に備えた食料品や生活物資等の供給体制の構築を図るとともに、市の実施する防災

訓練等への協力に努める。 

 

■地域が実施する対策 

１ 避難先等への災害用備蓄品等の確保 

被害を受けた地域においては、避難所や避難場所など、避難先に個人用備蓄品を保管するなど、

食料や飲料水及び必要な物資等の備蓄に努める。 

 

■市民が実施する対策 

１ 家庭における災害用備蓄品等の確保 

  各家庭において最低３日分以上の食料や飲料水及び必要な物資等の備蓄に努める。 
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第５節 応援・受援体制の整備 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○発災時に備え、自衛隊や警察、消防をはじめとした関係機関の応援を受け入れるための体制を整

備する。 

○災害応援の必要が生じた場合、即時に各関係機関や応援協定団体が連携して応援に向かえる体制

の整備に努める。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・総務部・消防本部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 
 

(1) 市間の応援・受援にかかる計画の策定及び体制の整備 

(2) 県外市町村との災害時連携体制の構築 

(3) 防災関係機関の受援体制の整備 

(4) 応援協定団体の受援体制の整備 

防災関係機関 (1) 防災関係機関との連携体制の構築 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 市(災害対策本部)を対象とした対策 

(1) 市町間の応援・受援にかかる計画の策定及び体制の整備 

  三重県市町災害時応援協定に基づき、円滑な応援・受援対策に必要な計画をあらかじめ策定

し、体制の整備を図るとともに、協定に基づく防災訓練の実施・協力に努める。 

なお、三重県外における災害に対する応援についても同様とする。  

（2）県外市町村との災害時連携体制の構築 

 県外市町村との相互応援協定の締結を推進し、県外市町村との応援・受援体制の構築を図る。

協定の締結にあたっては、近隣の市町村に加え、遠方の市町村との締結を検討する。 

既に締結している相互応援協定に基づき、連携体制の整備を図るとともに、防災訓練を実施

する。 

      なお、三重県外における災害に対する応援についても同様とする。 

（3）防災関係機関の受援体制の整備 

国等からの応援が円滑に受けられるよう、警察、消防、自衛隊等部隊の展開、宿営場所、ヘ

リポート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保や、受援に必要な対策について検討、実施す

る。  

（4）応援協定団体の受援体制の整備 

市が締結している応援協定の締結者からの応援が円滑に受けられるよう救援活動拠点の確保

や、受援に必要な計画等の策定について検討・実施する。 

さらに、連携強化を図るため防災訓練を実施する。 
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２ 防災関係機関を対象とした対策 

(1) 防災関係機関（自衛隊、警察及び消防機関等）との連携体制の構築 

平常時から連携体制の強化に努め、発災時に自衛隊の災害派遣や、警察及び消防機関等の応

援要請が円滑に行えるよう、情報連絡体制の充実、共同の防災訓練の実施等を行い、適切な役

割分担が図られるよう努める。 

また、要請の手順や連絡先の徹底、要請内容（救急、救助、応急医療、緊急輸送等）につい

て平常時よりその想定を行い、自衛隊、警察、消防機関等との連携を図る。 
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第６節 ライフラインにかかる防災対策の推進 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○鉄道、電気、上下水道、都市ガス等の被害は、避難、救護、復旧対策に大きな障害となるため、災害

に強い施設（代替性、多重化、耐水性等）を整備する。 

○災害復旧に備える、地理情報システム（ＧＩＳ）を活用したライフライン事業者の施設管理情報の一

元化及び施設管理情報のバックアップ体制の整備を進める。 

○施設の機能確保のため、必要に応じ、大規模な災害が発生した場合の被害想定を行い、想定結果に基

づいた主要設備の浸水対策や災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行う。 

 

【主担当部署】人権生活環境部・建設部・水道部・産業振興部・関係各部・各支所 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 施設利用者 
(1) 上水道施設（市管理）を対象とした対策 

(2) 下水道施設（市管理）を対象とした対策 

【共助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

電気事業者 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 

(4) 広域応援体制の整備 

ガス事業者 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 防災広報活動 

通信事業者 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 防災広報活動 

(4) 広域応援体制の整備 

鉄道事業者 

(1) 平常時の防災・減災対策 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 

一般乗合旅客自動車

運送事業者 

(1) 平常時の防災・減災対策 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 

三重県石油商業組合 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 協定に基づく体制の確立 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 (1) ライフラインにかかる予防対策 
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第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 上水道施設(市管理)等を対象とした対策 

水道施設被害を最小限にとどめ、早期復旧を図るための事前対策を実施するとともに、平常時の関

係者等との連絡、協調に努める。                                      

（1）施設管理図書の整備 

被害状況を的確に把握し、迅速かつ円滑な応急復旧活動が行えるよう、施設管理図書の整備、保管

を図る。 

（2）応急給水･復旧のための体制整備 

水道施設の点検整備を定期的に行うとともに、緊急遮断弁や応急給水用資機材等の適切な保守点検

に努める。また、応急給水・復旧用資機材及び人員の配備等の体制を整備するとともに、市の運搬給

水への支援策として、給水車への応急給水設備を設置し、水道水を供給できる体制を確保することに

努める。 

「三重県水道災害広域応援協定（H9.10.21 締結）」、「東海四県水道災害相互応援に関する覚書

（H7.12.1 締結）」等に基づいて資機材等に関する情報入手に努める。また、災害時の「三重県水道

災害広域応援協定」に基づく応援給水等の実効性を高めるため、応援給水等の訓練の参加に努める。 

（3）浸水対策の実施 

 県が作成する河川の浸水想定区域図や市が作成する洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果

を参考に、浸水が予想される施設・設備等の浸水対策を検討する。 

 

２ 下水道施設(市管理)を対象とした対策 

 災害時においても住民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、下水道の機能を最低限維持する

とともに、施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図るため、次の措置を講ずる。 

(1) 被災の可能性が高い地区の把握及び施設管理図書の整備 

被害状況の迅速な把握及び早急かつ円滑な復旧を図るため、被災の可能性が高い地区の把握及び施

設管理図書を整備・保存（保管）する。 

(2) 応急復旧のための体制整備 

下水道機能の維持及び早期復旧に向けた対応手順及び事前対策等を講じる。また、県・市町間及び

広域応援などの相互応援体制を整え、人員の配備及び必要な資機材等の情報共有を図る。 

(3) 浸水対策の実施  

  洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される施設・設備等の浸水対策

を検討する。 
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■ライフライン関係企業が実施する対策  

＜電気事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

（1）施設・設備のバックアップ対策 

主要伝送路のループ化、多ルート化等による施設・設備のバックアップ体制の強化を図る。 

（2）災害対策用資材等の確保 

早急な電力の復旧を図るため、機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の供給方法をあらかじ

め定めておく。 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設・設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

また、市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応も含め

て検討する。 

３ 災害時の広報体制の整備 

復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動を行うための情報連絡体制を確

立する。 

４ 広域応援体制の整備 

大規模災害の発生に備え、防災体制を確立するとともに、隣接する電気事業者等からの応援を要請

し、迅速な災害復旧を可能とするよう、あらかじめ広域応援体制の措置方法を定めておく。 

 

＜都市ガス事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 災害対策用資材等の確保 

早急なガス供給の復旧を図るため、施設・技術者等の現況把握及び活用方法、資材の供給方法を

あらかじめ定めておく。 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

ア 施設・設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

イ 市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応も含めて

検討する。 

３ 防災広報活動 

ガス供給の復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動を行うための情報連

絡体制を確立する。 
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＜ＬＰガス事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

ＬＰガス充填所を管理する事業者は、充填所に自家発電設備を設置する等により、ＬＰガスの安定

的な供給体制の構築に努める。 

各販売事業者は、容器の転倒防止用鎖の点検を充実させるとともに、点検の結果、劣化したものに

ついては、交換を速やかに行う。 

２ 災害対策体制の整備 

（1）情報伝達体制の確立 

（一社）三重県ＬＰガス協会各地域ＬＰガス協議会内における販売事業者相互の連絡網を整備し、

応援体制を強化するとともに、各地域ＬＰガス協議会内による緊急動員体制を整備する。 

また、市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応も含め

て検討する。 

３ 防災広報活動 

 災害発生時における容器バルブの閉止等、二次災害の防止措置について啓発活動を行う。 

 

＜コミュニティガス事業者の対策＞ 

「＜都市ガス事業者の対策＞」及び「＜ＬＰガス事業者の対策＞」に準ずる。 

 

＜固定通信事業者・移動通信事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 通信施設の防災対策 

  災害時においても重要通信を確保できるよう、施設・設備の浸水対策や耐火対策を講じる。 

(2) 施設・設備のバックアップ対策 

主要伝送路のループ化、多ルート化やシステムの分散設置等による施設・設備のバックアップ体

制の強化を図る。 

(3) 災害対策用資材等の確保 

早急な通信機能の復旧を図るため、通信用機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の供給方

法をあらかじめ定めておく。 

(4) 災害時用移動通信基地局車両の配置検討 

   災害時に重要施設等の通信を応急的に確保するため、移動通信基地局車両の配備及び災害時の

配置計画等について、検討する。 

２ 発災時の災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設、設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

また、市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応も含

めて検討する。 

３ 防災広報活動 

各通信事業者は、通信の復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動を行う

ための情報連絡体制を確立する。 
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４ 広域応援体制の整備 

大規模災害が発生した場合は、通信事業者の防災体制を確立するとともに、全国からの応援を要請

し、迅速な災害復旧を可能とするよう平常時からあらかじめ措置方法を定めておく。 

 

＜鉄道事業者の対策＞ 

１ 平常時の防災・減災対策 

（1）災害対策用資材等の確保 

早急な運転再開を図るため、建設機材・技術者の現況把握及び活用方法、資材の供給方法をあら

かじめ定めておく。 

（2）防災教育及び防災訓練の実施 

従業員及び関係者に対し、次の事項について防災教育を行うとともに、必要な訓練を実施する。 

ア 災害発生時の旅客の案内 

イ 避難誘導等混乱防止対策 

ウ 緊急時の通信確保・利用方法 

エ 帰宅困難者対策等 

オ 関係者の非常参集 

カ 職場及び各家庭での浸水対策 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

ア 気象情報等の把握及び関係部署、駅、列車等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

イ 市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応も含めて

検討する。 

(3) 運転基準及び運転規制区間の設定 

大雨時等の運転基準及び運転規制区間をあらかじめ定め、発生時にはその雨量等により運転規制

等を行うとともに、安全確認を行う。 

洪水浸水予想区域内における乗客乗員の避難手法・手順・体制等をあらかじめ定める。 

３ 災害時の広報体制の整備 

運転の状況、復旧見通し等について、正確かつ速やかに広報活動を行うための情報連絡体制を確立

する。 

 

＜一般乗合旅客自動車運送事業者の対策＞ 

１ 平常時の防災・減災対策 

(1) 防災教育及び防災訓練の実施 

従業員及び関係者に対し、次の事項について防災教育を行うとともに、必要な訓練を実施する。 

ア 災害発生時の乗客の案内 

イ 避難誘導等混乱防止対策 

ウ 緊急時の通信確保・利用方法 

エ 帰宅困難者対策等 

オ 関係者の非常参集 

カ 職場及び各家庭での浸水対策 
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２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定める。 

(2) 情報伝達体制の確立 

ア 気象情報等の把握及び関係部署、車両等への情報伝達方法等をあらかじめ定める。 

イ 市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の対応も含めて

検討する。 

ウ 鉄道不通区間のバスによる代替輸送等について、あらかじめ連絡手段や輸送方法等を鉄道事

業者と検討する。 

(3) 運転基準及び運転規制区間の設定 

大雨時等の運転基準等をあらかじめ定め、発生時にはその雨量により運転規制等を行うとともに、

安全確認を行う。 

３ 災害時の広報体制の整備 

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、正確かつ速やかに広報活

動を行うための情報連絡体制を確立する。 

 

＜三重県石油商業組合伊賀支部の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 施設の災害対策 

災害時の被害軽減、安全性強化や石油類燃料の供給体制維持を図るため、中核給油所や小口燃料

配送拠点等の整備を推進する。 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 情報伝達体制の確立 

ア 組合員相互の連絡網を整備し、応援体制を強化する。 

イ 市災害対策本部や関係機関等への連絡体制及び方法について、通信途絶時の対応も含めて検

討する。 

 

■市民が実施する対策 

１ ライフラインにかかる予防対策 

  市民は、風水害によりライフラインが一時あるいは当面の間、途絶える事態を想定し、その影響を

最小限に抑えるための事前対策を講じるよう努める。 
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第７節 防災訓練の実施 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○大規模災害発生時には、全市が甚大な被害を被ることが想定されるため、市民が「自らの身の安全は

自ら守る」という自覚を持つ。 

○地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、防災教育を普及・推進することで、大規模災

害の被害を最小限に抑える、災害に強い地域をつくる。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・消防本部・関係各部・関係各機関 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 
 

(1) 多様な防災訓練の実施 

(2) 県の防災訓練への協力・参画 

自主防災組織等 (1) 自主防災組織、企業等が実施する防災訓練への支援 

【共助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

企業・事業所等 
(1) 業種･業態に沿った防災訓練の実施 

(2) 地域等と連携した防災訓練の実施 

自主防災組織等 
(1) 地域課題に沿った防災訓練の実施 

(2) 市等の防災訓練への協力・参画 

【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民 (1) 地域等における防災訓練への参画 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

市の地域特性に応じた被災状況等を想定した多様な防災訓練を実施・検証する。訓練を実施するにあ

たっては、要配慮者や女性、事業所など、多様な主体の参画に努める。また、市は、県の実施する防災

訓練への協力と参画に努める。 

１ 基礎訓練 

市及び防災関係機関は、基礎訓練として、随時、図上訓練、通信連絡訓練、非常招集訓練、避難訓

練、救出・救護訓練、水防訓練、消防訓練、その他の訓練を実施し、災害に対する防災意識の高揚、

災害に対する行動力を養う。 

なお、訓練を実施する際には、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整

備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努

める。 

２ 総合防災訓練 

  上記の基礎訓練を組み合わせ、国、県、市、消防機関その他の防災機関や、要配慮者を含めた市民、

自主防災組織、企業、ボランティア団体等と連携して、大規模災害を想定した有機的、総合的な訓練
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を実施し、防災体制の強化に努める。 

 (1) 実地訓練 

   災害想定に即応した応急対策が迅速かつ的確に行えるよう、防災技術の練磨を図る。 

   なお、訓練課題には次のものが挙げられる。 

   ア 各種予警報の伝達及び通信訓練 

   イ 災害防御訓練 

    ① 消防訓練 

    ② 水防訓練 

    ③ その他必要な訓練（土砂災害訓練等） 

   ウ 避難訓練 

   エ 救急・救助訓練 

   オ 災害応急復旧訓練 

    ① 鉄道、道路の交通確保訓練 

    ② 復旧用資機材、救助物資の調達及び輸送訓練 

    ③ 堤防の応急修復訓練 

    ④ 電力、通信及び上下水道等ライフラインの応急修復訓練 

    ⑤ 防疫及び清掃等の訓練 

    ⑥ 災害広報の訓練 

    ⑦ その他災害予防及び災害応急対策に必要な訓練 

(2) 図上訓練 

災害時における各機関の役割及び他機関との連携等、防災体制を検証するため、机上で応急対策

活動の演習を行う。 

３ 防災訓練の検証 

防災訓練終了後に防災訓練の検証を行い、防災対策の課題等を明らかにするとともに、必要に応じ

防災対策の改善措置を講じる。 

４ 防災関係機関との連携 

防災訓練の実施にあたっては、県、警察、消防、自衛隊など防災関係機関と連携して実施する。 

また、必要に応じ関係機関による調整会議等を開催する。 

５ 市民が実施する防災訓練の支援 

住民自治協議会、自治会等、自主防災組織や企業等、防災ボランティアグループなどが主体となっ

て実施する防災訓練について積極的に協力、支援し、要配慮者や女性の参画を含めた多くの市民の参

加を図っていく。 

６ 地域住民の防災訓練への参加 

地域住民は市が主体となる防災訓練に自主防災組織単位等で参加する。また、地域で行う防災訓練

は、地域内事業所を含めて訓練を実施する。 

７ 他市主催の訓練への参加 

  相互応援協定市等とは、相互に主催する訓練に参加し、救援活動が円滑に遂行できるよう努める。 
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■企業･事業者等の対策 

１ 業種･業態に沿った防災訓練の実施 

企業や事業者等による業種・業態に沿った防災訓練の実施に努める。また、従業員が帰宅困難とな

る事態を想定した訓練の実施に努める。 

 

２ 地域等と連携した防災訓練の実施 

 防災訓練を実施するにあたっては、地域との連携に努めるとともに、県、市、地域が実施する防災

訓練に積極的に参画するよう努める。 

 

■自主防災組織等の対策 

１ 地域課題に沿った防災訓練の実施 

自主防災組織等による地域の避難訓練や避難所運営訓練等の防災訓練の実施に努めるとともに、実

施にあたっては、地域課題に沿った訓練になるよう工夫する。また、訓練への要配慮者や女性、事業

所など、多様な主体の参画に努める。 

 

２ 県・市等の防災訓練への協力・参画 

県や市等の実施する防災訓練への協力と参画に努める。 

 

■市民が実施する対策 

１ 地域等における防災訓練への参画 

県や市、地域が実施する防災訓練に積極的に参画するように努める。 
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第８節 災害廃棄物処理体制の整備 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○風水害の被害想定に基づき、災害廃棄物処理計画の策定や、広域的な大規模災害時に適正かつ迅速に

災害廃棄物処理を行うための体系の構築に努める。 

 

【主担当部署】人権生活環境部 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市 

(1) 市災害廃棄物処理計画の策定 

(2) 広域的な協力体制の整備 

(3) 廃棄物施設の浸水対策等 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 市災害廃棄物処理計画 

災害時に発生する廃棄物については、「伊賀市災害廃棄物処理計画」に基づき、発災直後の初動体制、

仮置場候補地、具体的な処理方法、国、県、近隣市町、民間事業者、関係団体等との連携など、災害

廃棄物等の処理を円滑に実施する。 

 

２ 広域的な協力体制の整備 

(1) 三重県災害等廃棄物処理応援協定に基づく体制整備 

災害時におけるごみ、し尿等の一般廃棄物の処理を円滑に実施するための応援活動について県と

市町が締結した「三重県災害等廃棄物処理応援協定」に基づいて、地域区分内の幹事市町は県と必

要な調整を行い、市は、広域的な協力体制に努める。 

(2) 応援体制の整備 

    市は、災害による処理施設の被災、機材等の不足に対応するため、県内市町相互はもとより、他

府県や民間団体等についても応援体制の整備を推進する。 

    また、他の自治体で発生した災害廃棄物等を、一時的に集積するための仮置場候補地を選定して

おく。 

 

３ 廃棄物処理施設の浸水対策等 

(1) 管理体制 

廃棄物処理施設が被災した場合には、災害廃棄物の適正な処理が困難となるため、不燃堅牢化、

浸水・停電・断水時の対策等、平素から災害対策を十分に行っておく。また、被害が生じた場合に

は、迅速に応急復旧を図ることとし、そのために必要な手順を定め、資機材の備蓄を確保する。 
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第６章 特定自然災害への備え 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害に備えるための対策 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

○局地的大雨や竜巻などに対する公助としての事前の防災・減災対策を進めるとともに、市民や事業者

の発災後対策を万全なものとする。 

 

【主担当部署】総合危機管理課・建設部 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対 策（活 動）項 目 

市 県・市民 

（局地的大雨対策）  
(1) 河川、下水道及び道路の適切な維持管理  
(2) 情報収集・伝達体制の整備  
(3) 洪水ハザードマップの作成・活用  
(4）土砂災害ハザードマップの作成・活用  
(5) 都市型水害に強い土地利用の推進  
(6) 局地的大雨対策に関する知識の啓発  
(7) 排水機場の整備  
(8) 農林業への被害防止 
（竜巻等突風対策）  
(1) 関係機関・県との情報伝達体制の整備  
(2) 農林業への被害防止  
(3) 住民等の意識啓発  
（雪害対策）  
(1) ライフライン関連施設等の機能の確保  
(2) 災害情報の収集・伝達体制の充実  
(3) 道路除雪対策  
(4) 農林業への被害防止   

ライフライン関連施設、廃棄物処理施設 
（局地的大雨対策）  
(1) 施設の浸水対策の推進及び代替性の確保 

津地方気象台 
（竜巻等突風対策）  
(1) 津地方気象台の体制整備及び事前対策  

ライフライン関連施設等 
（雪害対策）  
(1) ライフライン関連施設等の機能の確保 

 
【自助】 

実施主体 対 策（活 動）項 目 

市民・事業者 

（局地的大雨対策）  
(1) 地域の局地的大雨に対する脆弱性の確認  
(2) 局地的大雨に関する防災気象情報の活用方法の習得  
(3) 建築物等の地階における避難体制の整備  
（竜巻等突風対策）  
(1) 住居・施設等の予防対策  
(2) 竜巻等突風に関する防災気象情報の活用方法の取得 
（雪害対策）  
(1) 車両の事前防護措置  
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第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 局地的大雨対策 

(1) 河川、下水道及び道路の適切な維持管理 

市管理の都市地域河川の有堤区間について、背後地の利用状況を考慮した適切な河川改修・維持管

理を実施し、堤防の安全性の向上を図る。 

市管理下水道施設について、市街地における雨水排除を図るため、排水機場、下水管渠の新設又は

改修を行い、予想される浸水被害の軽減を図る。  

市管理道路について、浸水時の転落防止のための側溝蓋設置、道路占用者に対するマンホール蓋浮

上・飛散防止対策の指導、アンダーパス等浸水時危険個所の通行止実施体制の整備、大雨時危険区間

の雨量規制設定及び通行規制体制整備等による安全確保対策を講じる。 

(2) 情報収集・伝達体制の整備 

局地的大雨の発生状況や危険箇所等の把握をするためには、通常の気象情報の収集に加え、気象庁

が提供する「降水短時間予報」や「降水ナウキャスト」等による状況確認が重要である。また、レー

ダー観測技術の向上等により提供される情報の内容や精度も日々進歩していることから、平時から局

地的大雨対策に活用できる気象情報の種類や利用方法等に関する研究を行い、災害対策活動における

活用を検討する。 

 これらの情報の県や防災関係機関等への情報伝達体制の整備等について検討するとともに、庁内で

の情報共有に努める。 

(3) 洪水ハザードマップの作成・活用 

     県が作成する浸水想定区域図等を活用して洪水ハザードマップなどを作成し、住民等への情報提供

を行うとともに、洪水からの避難・誘導訓練等への活用を図る。  

(4）土砂災害ハザードマップの作成・活用  

     県が指定する土砂災害警戒区域等を基に土砂災害ハザードマップなどを作成し、住民等への情報提

供を行うとともに、土砂災害に関する防災訓練等への活用を図る。  

(5) 都市型水害に強い土地利用の推進  

浸水等のおそれのある区域については、都市的土地利用を誘導しないなど、水害に強い土地利用の

推進に努める。  

(6) 局地的大雨対策に関する知識の啓発 

局地的大雨から身を守るための対策に関する知識について、ホームページやマスメディア、防災パ

ンフレット等を通じて啓発を図る。 

(7) 排水機場の整備 

局地的な集中豪雨や台風時の人家や農地等への浸水被害を軽減し、安全の確保を図るため、湛水被

害を防止する排水機場の維持管理を行う。  

(8) 農林業への被害防止 

局地的大雨による農林業への被害を最小限に抑えるための対処方法について、啓発・普及に努める。  

(9) 市民等の意識啓発 

     市民・事業者等が「＜市民・事業者等が実施する対策＞１ 局地的大雨対策」に記す役割を適切に

果たすことができるよう、市民等への啓発を行う。  

  



第２部 災害予防・減災対策 

第６章 特定自然災害への備え 

 

80 

 

２ 竜巻等突風対策  

竜巻は、発達した積乱雲に伴って発生する激しい渦巻き状の上昇気流で、地上で強い竜巻が発生す

ると、猛烈な風により短時間で狭い範囲に集中して甚大な被害をもたらす場合があることから、以下

のとおり予防・減災対策を講じる。  

(1) 関係機関・県との情報伝達体制の整備 

     竜巻等突風への注意に言及した、津地方気象台からの防災気象情報に関して、県や関係機関ととも

に連携体制の整備に努める。 

(2) 農林業への被害防止 

     竜巻等突風による農林業への被害を最小限に抑えるための対処方法について、啓発・普及に努める。  

(3) 市民等の意識啓発 

     市民・事業者等が「＜市民・事業者等が実施する対策＞２ 竜巻等突風対策」に記す役割を適切に

果たすことができるよう、市民等への啓発を行う。  

 

３ 雪害対策  

大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立などの雪害対策について、以下のと

おり予防・減災対策を講じる。 

(1) 災害情報の収集・伝達体制の充実  

ア 大雪への注意に言及した、津気象台からの防災気象情報に関して、的確な伝達体制の整備を図る。 

イ 高齢者等の要配慮者の住居その他関連施設について状況の把握に努め、除雪が困難であったり、

危険な場合においては、必要に応じて、消防機関・自主防災組織・近隣居住者等との連携協力によ

る除雪支援や避難誘導を行う体制の整備・点検を行うよう努める。  

(2) 道路除雪対策 

大雪等に対し、緊急に道路交通を確保できるよう、除雪活動を実施するための除雪機械、除雪要員

等の動員等についての体制整備を図る。 

(3) 農林業への被害防止 

降積雪による農林業への被害を防止するため、農林業施設の雪害対策に努める。 

(4) 市民等の意識啓発  

    市民・事業者等が「＜市民・事業者等が実施する対策＞３ 雪害対策」に記す役割を適切に果たす

ことができるよう、市民等への啓発を行う。  

 

 

■その他の防災関係機関等が実施する対策  

１ 局地的大雨対策  

(1) 施設の浸水対策の推進及び代替性の確保（ライフライン関連施設、廃棄物処理施設）  

電気、ガス、電話、上下水道、工業用水道等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設について浸

水対策を進めるとともに、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進め

る。 
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２ 竜巻等突風対策  

(1) 津地方気象台の体制整備及び事前対策  

   ア 地域気象観測システム（アメダス）、気象ドップラーレーダー等により、竜巻等突風の発生に結

びつく自然現象の監視に努め、これら観測システムの整備、点検及び維持管理を行う。  

   イ 竜巻等突風による災害の発生が予測された場合には、突風への注意に言及した雷注意報、竜巻注

意情報等の防災気象情報の適時・的確な発表に努める。また気象庁では竜巻などの激しい突風が発

生しやすい地域の詳細な分布と 1時間先までの予報として、｢竜巻発生確度ナウキャスト｣の提供に

努める。  

   ウ 竜巻等突風による強風害が発生し、調査の必要を認めた場合には、速やかに現地調査を行い、そ

の結果の公表及び防災関係機関等への情報提供に努める。 

   エ 気象ドップラーレーダーデータを活用した技術開発を進め、竜巻等突風の監視・予測精度の向上

を図り、防災気象情報の改善に努める。 

  

３ 雪害対策  

(1) ライフライン関連施設等の機能の確保  

     ライフライン事業者は、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設について、雪害に対する安全

性の確保を図る。 

(2) 道路除雪対策 

大雪等に対し、緊急に道路交通を確保できるよう、除雪活動を実施するための除雪機械、除雪要員

等の動員等についての体制整備を図る。 

 

 

■市民・事業者等が実施する対策  

局地的大雨や竜巻は、事前に発生場所や発生規模の予測をすることが難しく、避難勧告等の公助によ

る支援が間に合わないことも想定されることから、本節では、市民や事業者による自助の対策を重視し

ている。 

１ 局地的大雨対策  

(1) 地域の局地的大雨に対する脆弱性の確認  

     市民・事業者等は、所有又は管理する住居や事業所等が立地する場所やその周辺について、局地的

大雨による浸水や土砂災害、交通支障等の災害がどの程度発生する可能性があるかを、県等が公表し

ている洪水や内水氾濫に関するハザードマップや土砂災害危険箇所などの情報も活用し、想定される

災害を事前に確認するなどの対策を講じるとともに、発災の際に、避難所等に避難することが難しい

場合を想定し、次善の対策について検討しておくよう努める。  

(2) 局地的大雨に関する防災気象情報の活用方法の習得  

市民・事業者等は、気象庁が発表する防災気象情報のうち、局地的大雨への対処として有効な「気

象レーダー」「解析雨量」「警報・注意報」「降水短時間予報」「降水ナウキャスト」などの活用方法を

事前に習得するよう努める。  

また、局地的大雨の予兆となる気象現象等（周囲が急に暗くなる、雷鳴・雷光が現れる、冷たい風

が吹く、大粒の雨や「ひょう」が降る）などを学習するよう努める。  

(3) 建築物等の地階における避難体制の整備  

特に不特定多数の利用が想定される地階を有する建築物の管理者は、利用者や従業員の安全確保の
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ために水防の責任者、連絡体制、避難誘導計画等を定めた浸水被害を防止するための計画を作成し、

従業員などへの防災教育、訓練を実施するよう努める。  

  

 

２ 竜巻等突風対策  

(1) 住居・施設等の予防対策  

市民・事業者等は、所有又は管理する住宅や事業所等について、竜巻等突風による被害を最小限に

抑えるため、屋根や外壁、アンテナや植木等の状況を定期的に確認し、必要に応じて補強等を行うよ

う努めるとともに、飛散防止フィルムの活用などによる窓ガラスの飛散防止対策などを講じるよう努

める。  

また、発災の際に、近隣の頑強な施設等に避難することが難しい場合を想定し、次善の対策につい

て検討しておくよう努める。  

(2) 竜巻等突風に関する防災気象情報の活用方法の習得  

市民・事業者等は、気象庁が発表する防災気象情報のうち、竜巻等突風への対処として有効な「気

象レーダー」「竜巻注意情報」「竜巻発生確度ナウキャスト」などの活用方法を事前に習得するよう努

める。  

また、竜巻等突風の予兆となる気象現象等（真っ黒い雲が近づく、ごみなどが巻き上げられて飛ん

でいる、“ゴー”という音がする、気圧の変化で耳に異常を感じる）などを学習するよう努める。 

  

３ 雪害対策  

 (1) 車両の事前防護措置  

     降雪時においても車両を使用する市民・事業者等は、所有又は管理する車両への冬期におけるスタ

ッドレスタイヤの装着やタイヤチェーンの携行を図る。 
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第１章 災害対策本部機能の確保 

第 1 節 準備・警戒体制の確保 

 

第 1項 活動方針 

○配備体制に応じて、市災害対策本部を設置し、災害情報の収集、災害対策の実施方針の作成、関係

機関等との連絡調整及び災害応急対策を行う体制を確保する。 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害対策本部の設置及び

廃止 
防災総括部 

【発災直後】 

設置基準に基づき速やかに 

・気象予警報等 

(津地方気象台) 

災害対策本部設置時の職

員等（動員）配備体制 
防災総括部 

【発災直後】 

配備基準に基づき速やかに 

・気象予警報等 

(津地方気象台) 

災害対策本部の組織及び

所掌事務 
各部 － ・各班、防災関係機関等 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

市の地域に災害発生のおそれがある場合は、市災害対策本部を設置し、各防災関係機関及び区域

内の公共的団体並びに市民の協力を得て活動する。 

広い市域を有する本市では、地域内の活動体制に濃淡が生じることのないよう、必要に応じて現

地災害対策本部や地域毎の災害対策部の設置についても、実状をふまえ検討していくとともに、一

元的な情報収集、広聴広報機能の充実、指揮命令系統の確保に留意し、さらに、災害対策本部内に

おける各班の所掌事務について明確にするよう努める。 

なお、県災害対策本部から緊急派遣チームの支援要員が派遣されている場合には、連携して活動

を行う。 

 

１ 災害対策本部の設置及び廃止の基準 

災害対策本部は、基本法第 23 条第１項の規定により設置されるものであるが、その基準を次の

とおり定める。 

(1) 設置 

ア 市内に気象業務法に基づく暴風、暴風雪、大雨（雪）又は洪水警報が発表されたとき。 

イ 市内に気象業務法に基づく大雨、洪水、強風注意報が発表されたとき、又は警報は発表され

ていないものの、市内が台風の進路にあたる場合において、市長が必要と認めるとき。 

ウ 救助法の適用を必要とする災害が発生したとき。 

エ 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が必要と認めるとき。 

 

(2) 廃止 

気象業務法等に基づく注意報、警報等の解除及び災害の応急対策が概ね完了し、本部長が廃止

しても支障がないと認めたとき。 
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２ 災害対策本部の運営 

災害対策本部の運営にあたっては、「伊賀市災害対策本部条例（以下「本部条例」という。）に定

めるもののほか、本部要綱により円滑化を図るものとする。 

(1) 災害（被災）状況報告等 

ア 災害対策本部としての災害（被災）状況報告 

総合危機管理課危機管理監は、次の状況における災害（被災）状況等を市長に報告する。 

① 災害対策本部設置時の職員等（動員）配備状況について 

② 災害対策の発生原因となった現象の収束時における被災状況等について 

③ その他、災害発生時には被害状況のほか必要と思われる関連事項 

イ 災害対策本部の運営等 

① 災害対策本部の運営にあたっては、別に運営マニュアルを策定する。 

② 災害対策本部に係る組織及び所掌事務は、本部要綱で定めるものとする。 

 

３ 災害対策本部設置時の職員等（動員）配備体制 

災害対策本部設置時の職員等（動員）配備体制 

(1)  職員配備基準 

市長は、災害対策本部長（以下、「本部長」という。）となり、各部の長に、次の区分（別表：

配備基準）に基づく職員配備を指令する。その際、職員の安全確保に十分に配慮するものとす

る。 

  



第３部 台風接近時等の減災対策 

第 1章 災害対策本部機能の確保                     

 

85 

 

別表：配備基準 風水害対策時 

種別 配備基準 配備内容 配備要員 

準
備
体
制 

①市内に次の注意報のうちいずれ

かが発表され、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 強風（風雪）注意報 

イ 大雨注意報 

ウ 大雪注意報 

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。 

○総合危機管理課及び災害対策

関係課の職員が災害に関する

情報連絡を円滑に行える配備

とし、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。 

○総合危機管理課 

○各支所振興課（上野支所を除く。） 

※必要な人員は、総合危機管理

課と協議し、課内で定める。

なお、本部長は、必要に応じ

て活動要員の配置を変更する

ことができるものする。 

○状況に応じて次の災害対策

関係課職員を召集する。 

・産業振興部農村整備課 

・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 

※必要な人員は、総合危機管理

課と協議し、課内で定める。

なお、本部長は、必要に応じ

て活動要員の配置を変更する

ことができるものする。 

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】 

・総合危機管理課 

・産業振興部農村整備課 

・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（上野支所を除く。） 

・地域づくり推進課（必要に
より招集する。） 

※必要な人員は、総合危機管理
課と協議し、課内で定める。 

【警戒体制配備２－１、２－２】 

・各部が総合危機管理課と協
議した、配備計画による。 

非
常
体
制 

①市内に次の特別警報のいずれか

が発表され、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 暴風特別警報 

イ 大雨特別警報 

ウ 暴風雪特別警報 

エ 大雪特別警報 

②市内全域にわたって甚大な風水

害、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 

○市内に甚大な被害が発生する

恐れがあり、又は発生した場

合で、市の総力をあげて応急

対策活動にあたり得る体制。 

 

全職員 
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４ 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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(1) 伊賀市災害対策本部組織図 
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本部長付
＜参与・教育長・水道事業管理者＞

総合危機管理課、契約監理課、

総合政策課、行財政改革推進

課、総務課

・部長（支所長）
消防班 中、東、南消防署

支所住民福祉班 住民福祉課

教育施設班 教育総務課、生涯学習課、

文化財課、公民館、上野図書館

地域対策部 支所振興班 振興課（上野支所振興課を除く）

給水班 業務課

復旧班 施設課

教育部 教育支援班 学校教育課、給食センター

公共基盤推進課

下水道班 下水道課

都市計画・建築住宅班
都市計画課、建築住宅課、

産業集積開発課

水道部 水道総括班 水道総務課

農業施設班 農村整備課

農業委員会事務局

建設部 土木河川班 建設１課、建設２課

産業振興部 農林班 農林振興課

商工観光班 商工労働課、観光戦略課

中心市街地推進課

地域包括支援センター

上野市民病院部 医療班 上野総合市民病院

要援護者支援班 障がい福祉課、

介護高齢福祉課、

福祉相談調整課、

健康福祉部 救助防疫班 生活支援課、こども未来課

保険年金課、健康推進課

医療福祉政策課、保育幼稚園課

廃棄物対策課、

さくらリサイクルセンター、

不燃物処理場、浄化センター

消防部 消防班 消防本部

本
部
長
Λ

市
長
∨

副
本
部
長
Λ

副
市
長
∨

本
部
員
Λ

各
部
長
等
∨

財務部

八幡町市民館、青山文化ｾﾝﾀｰ

ﾗｲﾄﾋﾟｱおおやまだ

市民生活班 市民生活課

衛生班 環境政策課、環境センター、

同和課、いがまち人権ｾﾝﾀｰ

下郡市民館、寺田市民館

管財課

調達班 財政課、出納室

情報収集・被害調査班 課税課

物資輸送班 収税課、債権管理課

防災統括部 総括班

情報班

秘書課、監査委員事務局

地域支援班 地域づくり推進課、交通政策課、

スポーツ振興課、住民課、

上野支所振興課

管財班

動員班 人事課、支所派遣職員

企画振興部 広報班 広聴情報課、文化交流課

災害時地区市民センター指定職員

人権生活環境部 地区支援班 人権政策・男女協同参画課
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 (2) 所掌事務 

【災害対策本部各部の所掌事務】（平成 28年 10月現在） 

部名 班名 所属課等 所掌事務 

各部共通   １ 所管に関する被害状況及び災害対策実施状況の取

りまとめ並びに本部との連絡に関すること。 

２ 所管に関する災害写真（説明添付）の取りまとめに

関すること。 

３ 災害状況の非常パトロールに関すること。 

４ 関係機関、関係団体との連絡調整に関すること。 

５ 各部、各班それぞれの所掌事務計画の策定に関する

こと。 

６ 他の部及び班の応援に関すること。 

７ 班長は、部内及び他部との連絡調整を行う。 

防災総括部 総括班 総合危機管理課 

総務課 

行財政改革推進課 

総合政策課 

契約管理課 

１ 本部の設置及び廃止に関すること。 

２ 本部長の補佐に関すること。 

３ 本部会議に関すること。 

４ 応急対策の総括に関すること。 

５ 情報の分析に関すること。 

６ 各部班との連携に関すること。 

７ 地域対策部との連携に関すること。 

８ 国県等関係機関との連絡に関すること。 

９ 避難準備情報・勧告・指示に関すること。 

10 災害派遣要請に関すること。 

11 その他班に属さない事務の調整に関すること。 

総務部 情報班 １ 災害・気象情報の収集、集約整理に関すること。 

２ 災害の記録・報告に関すること。 

３ 本部長命令の伝達に関すること。 

４ 各班への情報周知に関すること。 

５ 広報班との連携に関すること。 

６ 各種情報システムに関すること。 

７ 防災行政無線等の通信に関すること。 

動員班 人事課 １ 動員計画（配備計画）による動員に関すること。 

２ 配置に関する各部及び各班との連絡調整に関する

こと。 

３ 職員に対する防災教育に関すること。 

４ 職員の健康管理及びり災に関すること。 

５ 要員の雇用に関すること。 

６ 救助機関及び他の行政機関からの応援者の受入れ

に関すること。 

７ 災害時支所派遣職員の指定及び地域対策部の動員

に関すること。 

８ 災害時地区市民センター指定職員に関すること。 

９ 支所振興班との連携に関すること。 

支所派遣職員 １ 地域支援班及び支所管内地区市民センターとの連

携に関すること。 

２ 地域対策部との連携及び支所の初動体制等に関す

ること。 

企画振興部 広報班 文化交流課 

広聴情報課 

秘書課 

監査委員事務局 

１ 渉外に関すること。 

２ その他本部秘書に関すること。 

３ 総括班との連携に関すること。 

４ 災害関係の広聴広報に関すること。 
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部名 班名 所属課等 所掌事務 

５ 報道機関に関すること。（報道担当） 

６ 支所振興班との連携に関すること。 

地域支援班 地域づくり推進課 

スポーツ振興課 

住民課 

交通政策課 

上野支所振興課 

 

１ 避難所の開設・運営に関すること。 

２ 上野地区の被害状況の調査、報告に関すること。 

３ 地区市民センターとの連絡及び住民への周知に関

すること。 

４ 地区市民センターへの職員派遣管理に関すること。 

５ 地区市民センター防災配備体制マニュアル管理に

関すること。 

６ ボランティアの受入れ及び総合調整に関すること。 

７ 支所住民福祉班との連携に関すること。 

８ 鉄道及び路線バスなどの被害状況の把握・報告に関

すること。 

災害時地区市民セ

ンター指定職員 

１ 地域支援班及び支所住民福祉班との連携に関する

こと。 

２ 当該地域における被災状況に関すること。 

３ 当該地域における住民の避難状況及び避難所の把

握に関すること。 

４ 災害時要援護者支援活動、その他当該地域における

自治会、住民自治協議会及び自主防災組織等が行う災

害対策への支援に関すること。 

財務部 管財班 

 

管財課 １ 市役所本庁舎の安全確保に関すること。 

２ 応急輸送車輌の借上げ及び輸送車輌の確保に関す

ること。 

３ 公用自動車の管理、配車及び運転手に関すること。 

４ 市有財産の被害調査及び災害対策に関すること。 

５ 支所振興班との連携に関すること。 

調達班 財政課 

出納室 

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 地域対策部との連携に関すること。 

情報収集・ 

被害調査班 

課税課 １ 住家（非住家を含む。）及びこれらに伴う人の被害

調査並びにその取りまとめと報告に関すること。 

２ 避難・被災情報の収集に関すること。（現地確認等） 

３ り災台帳の作成に関すること。 

４ り災証明に関すること。 

５ 災害減免に関すること。 

６ 物資輸送班及び支所振興班との連携に関すること。 

物資輸送班 収税課 

債権管理課 

 

１ 災害応急用の食料品、生活必需品及び資機材の輸送

に関すること。 

２ 救援物資の受け入れ、保管、配給に関すること。 

３ 生活必需物資の確保に関すること。 

４ 災害救助要員、避難者の輸送に関すること。 

５ 総務班、現地調査班、広報班、地域支援班及び支所

振興班との連携に関すること。 

人権生活 

環境部 

地区支援班 人権政策・男女共

同参画課 

１ 同和地区の被害調査及び災害対策に関すること。 

２ 同和対策事業関係の被害調査及び災害対策に関す
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部名 班名 所属課等 所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和課 

八幡町市民館 

下郡市民館 

寺田市民館 

いがまち人権セン

ター 

ライトピアおおや

まだ 

青山文化センター 

ること。 

３ 避難所の開設・運営に関すること。 

４ 支所住民福祉班との連携に関すること。 

 

市民生活班 市民生活課 １ 埋火葬に関すること。 

２ 市営斎場施設の災害対策全般に関すること。 

３ 外国人避難支援等に関すること。 

４ 動物救護活動に関すること。 

５ 支所住民福祉班との連携に関すること。 

６ その他公共の秩序の維持、安定に関すること。 

衛生班 環境政策課 

環境センター 

廃棄物対策課 

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 救助防疫班及び支所住民福祉班との連携に関する

こと。 

消防部 消防班 消防本部 

消防団 

１ 警報及び気象情報に関すること。 

２ 水、火災による水防、消防に関すること。 

３ 消防団に関すること。 

４ 危険箇所の警戒及び避難勧告時の誘導並びに救助

救急業務に関すること。 

５ 火災に関するり災証明書の発行に関すること。 

６ 所管に係る災害通信に関すること。 

７ 緊急援助隊の応援要請及び受入れに関すること。 

８ 消防分署との連携に関すること。 

健康福祉部 救助防疫班 医療福祉政策課 

生活支援課 

こども未来課 

保育幼稚園課 

保険年金課 

健康推進課 

各保育所（園） 

１ 被災地の消毒及び防疫に関すること。 

２ 確認された死体の安置、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 保育所（園）の開設運営に関すること。 

13 災害時の園児の避難及び保護者との連絡に関する

こと。 

14 児童福祉施設の被害調査及び被害対策に関するこ

と。 

15 人権生活環境部、支所住民福祉班との連携に関する
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部名 班名 所属課等 所掌事務 

こと。 

要援護者 

支援班 

 

障がい福祉課 

介護高齢福祉課 

福祉相談調整課 

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 福祉避難所の確保及び連絡調整に関すること。 

７ 協定締結法人等が所管する福祉避難所の運営に関

すること。 

８ 関係者への情報提供に関すること。 

９ 関係者との連絡調整に関すること。 

10 人権生活環境部、支所住民福祉班との連携に関する

こと。 

市民病院部 医療班 上野総合市民病院 １ 災害時における医務の総合計画に関すること。 

２ 患者輸送、その他医事に関すること。 

３ 患者治療に関すること。 

４ 薬剤に関すること。 

５ 放射性物質の災害応急対策（保健衛生上）に関する

こと。 

６ 救護所（応急治療所）の設置に関すること。 

７ 所管に係る関係機関、団体等の連絡調整に関するこ

と。 

８ 病院施設等の被害調査及び災害対策に関すること。 

産業振興部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林班 農林振興課 １ 救助用食糧の調達配給に関すること。 

２ 炊出しに関すること。 

３ 救助用主食、副食物等の確保に関すること。 

４ 主食配給の特別措置に関すること。 

５ 農林畜産の被害調査及び災害対策に関すること。 

６ 農業共済に関すること。 

７ 農産物、家畜等の防疫に関すること。 

８ 地域対策部との連携に関すること。 

商工観光班 商工労働課 

観光戦略課 

中心市街地推進課 

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 市内勤務者及び観光客等帰宅困難者の避難支援に

関すること。 

４ 地域対策部との連携に関すること。 

農業施設班 農村整備課 

農業委員会事務局 

１ 農地及び農業施設等の被害調査及び災害対策に関

すること。 

２ 林道、林地、林業施設及び地すべり等の被害調査並

びに災害対策に関すること。 

３ 地域対策部との連携に関すること。 
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部名 班名 所属課等 所掌事務 

建設部 土木・河川班 建設１課 

建設２課 

公共基盤推進課 

１ 道路橋りょう等公共土木施設の災害防御に関する

こと。 

２ 道路橋りょう等公共土木施設及びがけ崩れについ

ての被害調査並びに災害対策に関すること。 

３ 災害復旧事業に関すること。 

４ 公共土木施設災害復旧に関する事務の総括に関す

ること。 

５ 河川施設等の災害防御に関すること。 

６ 河川等の被害調査及び災害対策に関すること。 

７ 緊急物資等の輸送道路確保に関すること。 

８ 地域対策部との連携に関すること。 

下水道班 下水道課 １ 下排水路施設及び公共下水道施設の被害調査、復旧

及び災害対策に関すること。 

２ 農業集落排水施設の被害調査及び災害対策に関す

ること。 

３ 公共管理浄化槽施設の被害調査及び災害対策に関

すること。 

４ 地域対策部との連携に関すること。 

都市計画・ 

建築住宅班 

都市計画課 

建築住宅課 

産業集積開発課 

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 公園施設、住宅施設等の災害復旧及び支援施策に関

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 地域対策部との連携に関すること。 

水道部 水道総括班 水道総務課 

青山事業所 

１ 水道災害の事務及び庶務に関すること。 

２ 住民等の情報、広報に関すること。 

３ 被害状況の連絡に関すること。 

４ 応急資機材の調査及び確保に関すること。 

５ 地域対策部との連携に関すること。 

給水班 業務課 

青山事業所 

１ 応急給水及び被害調査に関すること。 

復旧班 施設課 

青山事業所 

１ 水道施設の応急復旧並びに被害状況調査に関する

こと。 

２ 取水、浄水対策に関すること。 

３ 取水、浄水施設の被害状況の調査に関すること。 

４ 原水、応急給水、復旧時の水質検査に関すること。 

教育部 教育支援班 学校教育課 １ 災害時の児童生徒の避難に関すること。 
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部名 班名 所属課等 所掌事務 

各小中学校 

各給食センター 

２ 被災児童生徒の応急教育対策に関すること。 

３ 災害救助用学用品等の調達と給与に関すること。 

４ 災害時における学校給食の対策に関すること。 

５ 被災児童生徒の保健衛生に関すること。 

６ 教職員の災害のための確保及び動員に関すること。 

７ 炊き出し調理人の確保及び炊き出しに関すること。 

８ 救助防疫班、農林班、教育施設班との連携に関する

こと。 

教育施設班 教育総務課 

生涯学習課 

文化財課 

中央公民館 

各公民館 

各教育集会所 

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、都市計画・建築住宅班、教育支援班と

の連携に関すること。 
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【地域対策部各班の所掌事務】（平成 28年 10月現在） 

班名 所属課等 所掌事務 

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。 

支所振興班 

 

振興課 

（上野支所を除

く） 

地区市民センター 

 

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 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 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並びに住民への周知、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 同和地区の被害調査及び災害対策に関すること。 

36 同和対策事業関係の被害調査及び災害対策に関すること。 

37 管内地区市民センターの被害調査及び支所振興班への報告に関す

ること。 

38 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
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班名 所属課等 所掌事務 

こと。 

39 防災総括部、企画振興部、財務部、産業振興部、建設部、水道部と

の連携に関すること。 

消防班 中・東・南消防署 

各分署 

消防団 

１ 危険箇所の警戒、避難命令の伝達及び避難誘導に関すること。 

２ 救急、救助に関すること。 

３ 水、火災その他災害の警戒防御に関すること。 

４ 災害通信に関すること。 

５ 消防団に関すること。 

６ 消防本部との連携に関すること。 

支所住民福祉

班 

住民福祉課 

地区市民センター 

いがまち保健福祉

センター 

山田診療所 

阿波診療所 

霧生診療所 

青山保健センター 

青山子育て支援セ

ンター 

各保育所（園） 

１ 避難所の設置及び運営に関すること。 

２ 炊出し食料の配給に関すること。 

３ 災害に伴う公害発生防止対策に関すること。 

４ 被災地のし尿、塵芥収集、処理に関すること。 

５ 災害死亡者の処理に関すること。 

６ 応急食料の引渡しに関すること。 

７ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付及び受付に関すること。 

８ り災者の応急救助及び防疫に関すること。 

９ り災者に対する救援物資等の配分に関すること。 

10 在宅老人、障がい者等の介護に関すること。 

11 食品衛生に関すること。 

12 救護所の設置に関すること。 

13 患者の手当及び移送に関すること。 

14 救急用医療品、衛生材料の調達に関すること。 

15 薬剤に関すること。 

16 医療機関等関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

17 児童福祉施設の被害調査及び被害対策に関すること。 

18 保育園（所）の開設運営に関すること。 

19 ボランティアの受入れに関すること。 

20 人権生活環境部、健康福祉部、水道部、教育部との連携に関するこ

と。 

 
 

５ 防災関係民間団体の協力 

所掌事務に関係する民間団体等に対し、災害時に積極的な協力が得られるよう協力体制の確立に

努めるものとする。 

 

６ 応援要請 

 「第４部第１章第５節 県内市町間応援・受援体制の整備」を参照 

 
 

■その他の防災関係機関等が実施する対策  

１ 活動体制の整備  

市内に災害発生のおそれがある場合は、それぞれの防災業務計画その他の計画により、災害対策

組織を整備して自らの活動を実施するとともに、県、市及び他の機関の活動が円滑に行われるよう

情報交換を行い、その業務について協力する。 
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第２節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保 
 
第 1項 活動方針 

○気象情報・予警報や水防警報、土砂災害警戒情報等を迅速・確実に市民等へ提供するとともに、市

内の被害状況を収集・とりまとめる体制を確保する。 

○台風・気象情報等の整理・分析体制について、検討を行う。 

 

第２項 主要対策項目 
対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

気象情報・予警報等

の収集・伝達 
総括班、情報班 

【発災３時間以内】 

市災害対策本部設置後速やかに 

・災害関連情報全般 

(防災関係機関) 

被害情報等の収集 総括班、情報班 
【発災３時間以内】 

市災害対策本部設置後速やかに 

・被害関連情報全般 

(防災関係機関) 

被害情報等の関係機

関への情報提供等 
総括班、情報班 

【発災 12時間以内】 

市災害対策本部設置後速やかに 

・被害関連情報全般 

(防災関係機関) 

市民への広報・広聴 
総括班、情報班、

広報班 
【随時】 

・災害関連情報全般 

(防災関係機関) 
 
第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 予報及び警報等の伝達 

(1) 伝達系統 

津地方気象台から発表される気象・洪水等に関する警報事項の伝達は、次の系統で行う。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

◎ 

□☆△ 

□☆△ 
 

□☆△ 

○ 

○ 

△ 

△ 

◇◆等 

● 

◎ 

○ 

（警報のみ）   
（放送） 

（放送等） 

津 

地 

方 

気 

象 

台 

伊 

賀 

市 

市 

民 

・ 

官 

公 

署 

等 

県（防災対策部災害対策課） 

市消防本部 

交番、駐在所 

伊賀・名張警察署 警察本部 
（警備第二課） 

NTT西日本又は 

NTT東日本 

ＮＨＫ津放送局 

報 道 機 関 

凡    例 

◎ 

■ 

● 

○ 

△ 

□ 

◇ 

☆ 

◆ 

防災情報提供システム（専用回線） 

防災情報提供システム（インターネット） 

気象専用回線 

専用の電話・専用の電話ＦＡＸ 

一般の加入電話・加入電話ＦＡＸ 

三重県防災行政無線 

市防災行政無線 

県の一斉優先ＦＡＸ 

伊賀市行政情報チャンネル 

 

凡    例 

 気象業務法第 15 条等の法令による通知系

統 

 気象業務法第 13 条等の法令による通知系

統 

 県地域防災計画、協定、その他による伝達

系統 

 

伊賀地域防災総合事務所 

■ 

■ 

消防庁 
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２ 災害情報の収集・伝達 

（1）情報収集 

消防や警察、住民自治協議会、自治会、自主防災組織、防災関係機関等から被害状況等を把握す

る。特に要配慮者の被災・避難状況や孤立するおそれのある地区等の被害状況、住民の避難状況の

収集に努める。 

（2）情報の連絡手段 

防災関係機関は、それぞれの所掌の災害等の情報を可能な限りの手段を講じて収集する。収集

した情報は迅速に市災害対策本部に連絡する。電話、ＦＡＸ、防災行政無線、携帯電話、三重県

防災情報システム等の通信手段のなかから、状況に応じ最も有効な手段を用いて、情報を連絡す

るものとする。 

（3）収集すべき情報の内容 

災害の発生に対して、災害応急対策を実施するために必要な情報は、概ね以下のとおりで

ある。 

必要な情報 主な情報収集機関 

①火災の発生状況 
伊賀警察署、名張警察署、消防部、消防団、住民自治協議会、自
治会等 

②死者、負傷者の状況及び被災者の
状況 

伊賀警察署、名張警察署、消防部、消防団、住民自治協議会、自
治会等 

③家屋の倒壊 
伊賀警察署、名張警察署、消防部、消防団、住民自治協議会、自
治会等 

④電気、ガス、水道、通信施設の被
災状況及び応急復旧状況並びに
その見通し 

伊賀警察署、名張警察署、中部電力、電気通信事業者、消防部、
消防団、住民自治協議会、自治会等 

⑤主要道路、鉄道等の交通施設の状
況及び交通状況 

三重県県土整備部、中部地方整備局北勢国道事務所、伊賀警察署、
名張警察署、西日本旅客鉄道株式会社、近畿日本鉄道株式会社、
伊賀鉄道株式会社、三重交通等 

⑥堤防、護岸の状況 
三重県県土整備部、近畿地方整備局木津川上流河川事務所、伊賀
警察署、名張警察署 

⑦市民の避難状況 伊賀警察署、名張警察署、消防部、消防団 

⑧学校、病院、社会福祉施設等重要
な施設、物の被害状況 

伊賀警察署、名張警察署、施設の管理者 

⑨生活必需品、防災関係物資等の需
給状況 

三重県環境生活部、伊賀警察署、名張警察署 

⑩治安状況 伊賀警察署、名張警察署 

⑪各機関の行った応急対策 各防災関係機関（住民自治協議会、自治会等） 

 

３ 被害情報等の報告 

地域内に災害が発生した場合は、防災情報システムを通じて県災害対策本部にその状況等を報告

する。なお、県災害対策本部と連絡がとれない状況にある時は、直接消防庁へ報告する（下記）。 

【消防庁への連絡先】  

① 平日 9:30～17:45（消防庁応急対策室）  

ＮＴＴ回線 消防防災無線 地域衛星通信ネットワーク 

TEL 03-5253-7527 TEL 90-49013 TEL 8-7-048-500-90-49013 

FAX 03-5253-7537 FAX 90-49033 FAX 8-7-048-500-90-49033 

 

② 夜間・休日（消防庁 消防防災・危機管理センター） 

ＮＴＴ回線 消防防災無線 地域衛星通信ネットワーク 

TEL 03-5253-7777 TEL 90-49102 TEL 8-7-048-500-90-49102 

FAX 03-5253-7553 FAX 90-49036 FAX 8-7-048-500-90-49036 
 



第３部 台風接近時等の減災対策 

第 1章 災害対策本部機能の確保 

98 

 

■その他の防災関係機関が実施する対策 

＜津地方気象台が実施する対策＞ 

１ 特別警報・警報・注意報の発表 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大な

災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に

は「特別警報」が発表される。 

 

２ 水防活動等に必要な予報及び警報等の発表  

(1) 水防活動用予報及び警報  

気象、高潮、洪水及び津波について、水防活動の利用に適合する注意報及び警報をいう。水防活

動用気象注意報・警報は大雨注意報・警報・特別警報、水防活動用洪水注意報・警報は洪水注意報・

警報をもって代える。 

(2) 洪水予報 

津地方気象台と国土交通省機関が共同して、洪水についての水防活動や行政機関・一般住民等へ

の防災の利用に適合する予報を発表する。 

 

３ 土砂災害警戒情報  

津地方気象台及び三重県は、共同して降雨の状況等を監視し、発表基準を超過もしくは超過する

と予想したときは、協議のうえ土砂災害警戒情報を発表する。  

(1) 気象台における伝達系統については、気象・洪水・高潮・波浪に関する警戒情報の伝達に準ずる。  

(2) 県における伝達系統については、「三重県災害対策本部運営要領」に準ずる。 

 

４ 気象情報（警報・注意報に先立つ注意喚起や警報・注意報の補完など）の発表  

   台風その他について、その状況を具体的に説明するもので、注意報および警報の発表前あるいは

発表中に刻々変わる気象の現況やこれらの推移について、防災活動に活用できるよう随時に発表す

る。 

 

５ 警報・注意報などの発表基準 

伊賀市における警報・注意報発表基準（津地方気象台）は次ページ上段のとおりである。 

（1）大雨・洪水注意報は、1時間雨量が平坦地で 30mm、それ以外で 50mmに達すると予想される半日

～数時間前に発表される。流域雨量指数基準（服部川流域=8、柘植川流域=26）に達すると予想さ

れる場合に、洪水注意報が発表される。 

（2）大雨警報（浸水害）・洪水警報は、雨量基準値（平坦地で 1時間雨量 60mm、それ以外で 1時間雨

量 90mm）に達すると予想される数時間～1、2時間前に発表される。流域雨量指数基準（服部川流

域=15、柘植川流域=32）に達すると予想される場合に、洪水警報が発表される。 

（3）記録的短時間大雨情報は、１時間雨量 120mmが観測された場合に発表される。 

（4）土砂災害が発生する恐れがある場合において、大雨注意報は、土壌雨量指数が基準値「77」に達

すると見込まれる半日～数時間前に発表され、大雨警報（土砂災害）は、基準値「110」に達する

と見込まれる数時間～1、2時間前に発表される。 

また、特別警報は、数十年に一度の規模の事象が予想される場合に発表される（次ページ下段）。

雨に関する伊賀市の「50年に一度の値」は、48時間降水量「436mm」、3時間降水量「143mm」、土壌

雨量指数「243」である。 
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現象の種類

大雨

暴風

高潮

波浪

暴風雪

大雪

（注意）　発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に
照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をします。

基　準

気象に関する特別警報の発表基準

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に
一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合

数十年に一度の強度の台風や同程度の
温帯低気圧により

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される
場合

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

暴風が吹くと予想される場合

高潮になると予想される場合

高波になると予想される場合

警報・注意報発表基準一覧表 平成28年11月17日現在

発表官署    津地方気象台

（浸水害） 雨量基準

（土砂災害） 土壌雨量指数基準

雨量基準

流域雨量指数基準

複合基準

指定河川洪水予報
による基準

平均風速

平均風速

降雪の深さ

有義波高

潮位

雨量基準

土壌雨量指数基準

雨量基準

流域雨量指数基準

複合基準

指定河川洪水予報
による基準

平均風速

平均風速

降雪の深さ

有義波高

潮位

視程

１時間雨量

三重県

北中部

伊賀

高潮

大雨

伊賀市

府県予報区

一次細分区域

市町村等をまとめた地域

20m/s

波浪

高潮

警報

注意報

大雨

洪水

暴風

暴風雪

大雪

波浪

20m/s  雪を伴う

雷

融雪

濃霧

乾燥

洪水

強風

風雪

大雪

12時間降雪の深さ10cm

平坦地：１時間雨量60mm
平坦地以外：１時間雨量90mm

110

平坦地：１時間雨量60mm
平坦地以外：１時間雨量90mm

服部川流域=15，柘植川流域=32

－

木津川上流［岩倉］，名張川［名張］

平坦地：１時間雨量30mm
平坦地以外：１時間雨量50mm

77

平坦地：１時間雨量30mm
平坦地以外：１時間雨量50mm

服部川流域=8，柘植川流域=26

－

木津川上流［岩倉］，名張川［名張］

13m/s

13m/s  雪を伴う

12時間降雪の深さ5cm

落雷等により被害が予想される場合

100m

最小湿度30％で，実効湿度60％

なだれ

低温 冬期：最低気温-5℃以下

晩霜期に最低気温3℃以下

著しい着氷（雪）が予想される場合

記録的短時間大雨情報 120mm

霜

着氷・着雪
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＜移動通信事業者の実施する対策＞ 

１ 緊急速報メール（エリアメール）による情報の配信 

各移動通信事業者は、国・地方公共団体が発信する災害・避難情報等について、携帯電話利用者

等に対し緊急速報メールを配信し、情報の周知に努める。 

 

＜報道機関の実施する対策＞ 

１ 災害関係情報の市民への広報 

  報道機関は、気象庁や市災害対策本部等から得た情報をもとに、市民に対して災害関係情報に関

して必要な報道を行う。 

 

＜その他の防災関係機関の実施する対策＞ 

１ 被害情報等の収集と連絡 

(1) 被害情報等の収集 

防災関係機関は、それぞれの所掌の災害等の情報を可能な限りの多様な手段を講じて収集する。 

(2) 被害情報等の連絡 

防災関係機関は収集した情報を防災情報システム、電話、ＦＡＸ、三重県防災通信ネットワーク、

携帯電話等の通信手段のなかから、状況に応じ最も有効な手段を用いて市災害対策本部へ連絡する。 

 

２ 災害関係記録写真、映像等の収集 

   防災関係機関は、災害写真、映像等を撮影、収集したときは、その内容を速やかに防災総括部に

報告することとし、防災総括部は必要に応じて報道機関へ提供する。 

 

３ 水防警報の発表 

「水防警報」は、河川が所定の水位に達した際に、水防団や消防機関などが出動の指針とするた

めに発令されるものである。国土交通大臣または都道府県知事は、河川を指定して、水防管理団体

の水防活動に指針を与えるため、河川の洪水予報等の一般の方への情報より早目に、より低い水位

で段階的に水防警報を発令する。 

国土交通大臣の指定する河川については、国土交通省出先機関の長（木津川上流河川事務所長）

が、また知事の指定する河川については、三重県水防本部長（知事）又は水防支部長（伊賀建設事

務所長）が、水防上必要と認めた時に警報（「待機」「準備」「出動」「指示」「解除」「情報」）を発す

る。 

 

 

■地域・住民が実施する自助・共助の対策 

１ 風水害からの自衛措置  

(1) 気象情報の収集及び避難の準備  

住民は、市が発行するハザードマップ等により、自らが居住等する地域に発生する洪水や土砂災

害等の災害によるリスクを把握するよう努めるとともに、大雨や暴風が予想される場合は、テレビ、

インターネット、防災行政無線、メール配信サービス等を通じて、気象情報や市の発令する避難勧

告等情報の収集に注意を払う。 

また、自宅等の立地条件から、避難所等への立ち退き避難が必要か又は自宅等の上層階など安全

な部屋に移動（垂直避難）することで十分かどうかを判断し、市から避難勧告等の情報が発令され

た場合に速やかに避難行動を起こすための準備を行う。 
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(2) 避難準備情報発令時の対応  

   住民は、自らが居住等する地域に市から避難準備情報が発令された場合は、立ち退き避難又は垂

直避難を行うため、飲料水・食料や衣類、貴重品、日用品等の非常持ち出し品を準備するなど、速

やかに避難行動を起こせるよう備える。 

また、要配慮者に対しては、避難準備情報発表時点で避難行動を開始できるよう、介護者や地域

が要配慮者の避難行動を支援する。 

(3) 避難勧告発令時の対応  

住民は、自らが居住等する地域に市から避難勧告が発令された場合は、身の安全を図るため、立

ち退き避難又は垂直避難等を行う。 

なお、立ち退き避難を行う場合は、市により洪水や土砂災害等の災害種別ごとに避難場所が指定

されているので、あらかじめ目的地となる避難場所や避難経路を確認しておく。 

(4) 避難指示発令時の対応  

立ち退き避難を行う場合は、風雨が強まってからの避難は危険が高いため、住民は、避難指示を

待たず、避難勧告発令時点で指定避難所等へ避難を行うことを原則とする。  

やむを得ず避難指示が発令された段階で避難を行う場合は、災害発生がひっ迫している又は災害

が発生している状況であることを鑑み、速やかに避難を行うか、それができない場合は生命を守る

ことを最優先した行動をとる。 

(5) 避難行動の類型 

避難行動を空間的な移動の観点から整理すると、下図のように、①待避、②垂直避難、③水平避

難の三類型が考えられる。この中で、基本的には早期の水平避難を優先させつつ、周囲の状況変化

や災害の切迫性、規模、時間帯等に応じて、適切な避難行動を選択するものとする。 

 

 ①待避（その場に留まる） 

 

 ②垂直避難（２階への避難、階上への避難） 

 

    ③水平避難（避難所への避難、知人宅等への避難、高台への避難） 

 

 

２ 災害に関する現場情報の報告 

市からの避難勧告等が発令されていない場合において、周辺の河川・堤防や急傾斜地等に異変が

生じ、災害が発生する危険を認知した場合は、周辺の住民に“声かけ”をし、避難を促しながら、

速やかに安全な場所に避難するよう努める。 

 

３ 被害情報等の提供  

   人的被害や人家等の建物被害を発見したものは、速やかに消防署等の防災関係機関に通報する。 

   また、道路等の公共施設における被害を発見した場合は、市や施設管理者への報告に努める。 
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第３節 避難勧告等の発令 

 

第 1項 活動方針 

○避難勧告等の適切な発令により、住民が安全かつ円滑に避難できるようにする。 

 

第２項 対策項目 
対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

避難勧告等の発令 総括班、情報班 

【発災３時間以内】 

市災害対策本部設置後速や

かに 

・災害関連情報全般 

(防災関係機関) 

避難勧告等に基づく

避難準備 

総括班、情報班、消

防部、各支所 

【発災３時間以内】 

市災害対策本部設置後速や

かに 

・被害関連情報全般 

(防災関係機関) 

 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 避難勧告等の発令 

（1）河川洪水に関する避難勧告等の発令基準 

市は、河川洪水に関する避難勧告等について、柘植川、服部川、木津川それぞれの水位等を踏ま

えた発令基準を参考に、気象予測や巡視等の情報を含めて総合的に判断し、日没等避難完了までの

時間帯を考慮して発令する。 

県の定める各河川の基本的な発令基準は下記のとおりであり（ア～ウ）、市はこれらを踏まえ、各

地区における実情等を勘案しつつ適切なタイミングで避難勧告などを発令する。 

 

ア 柘植川 

対象情報 基本的な発令基準 

避難準備情報 

・佐那具水位観測所において、水位が 3.70ｍ【はん濫注意水位】を超過するなど、

さらに水位が上昇する見込みがある場合で、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。 

避難勧告 

・佐那具水位観測所において、水位が 4.20ｍ【避難判断水位】を超過するなど、さ

らに水位が上昇する見込みがある場合で、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。 

避難指示 

・佐那具水位観測所において、水位が 5.20ｍ【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みがある場合で、市長が必要であると判断したと

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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イ 服部川 

対象情報 基本的な発令基準 

避難準備情報 

・荒木水位観測所において、水位が 1.80ｍ【はん濫注意水位】を超過するなど、さ

らに水位が上昇する見込みがある場合で、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。 

避難勧告 

・荒木水位観測所において、水位が 1.90ｍ【避難判断水位】を観測し、さらに水位

が上昇する見込みがある場合で、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。 

避難指示 

・荒木水位観測所において、水位が 2.30ｍ【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みがある場合で、市長が必要であると判断したと

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。  

 

ウ 木津川 

対象情報 基本的な発令基準 

避難準備情報 

・依那古水位観測所において、水位が 2.92ｍ【はん濫注意水位】を超過するなど、

さらに水位が上昇する見込みがある場合で、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。 

避難勧告 

・依那古水位観測所において、水位が 2.92ｍ【避難判断水位】を超過するなど、さ

らに水位が上昇する見込みがある場合で、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。 

避難指示 

・依那古水位観測所において、水位が 2.92ｍ【はん濫危険水位】を超過し、さらに

水位が急激に上昇する見込みがある場合で、市長が必要であると判断したとき。 

・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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（2）土砂災害に関する避難勧告等の発令基準 

市は、土砂災害に関する避難勧告等について、以下の基本的な発令基準を参考に、気象予測や

巡視等の情報を含めて総合的に判断し、日没等避難完了までの時間帯を考慮して発令する。 

対象情報 発令基準 

避難準備情報 

・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、市長が必要と判断したとき。 

・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、市長が必

要と判断したとき。 

・その他市長が必要と判断したとき。 

避難勧告 

・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で、市長が必要と判断したとき。 

・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、市長が必要と判断したとき。 

・その他市長が必要と判断したとき。 

避難指示 

・近隣で土砂災害が発生し、市長が必要と判断したとき。 

・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、市長が必要と判断したとき。 

・その他市長が必要と判断したとき。 

※奥田、大道、諏訪、西高倉、西条の雨量観測局で実効雨量が 140mmを超えた場合 

 

 土砂災害警戒情報等が発表され、防災情報提供システムの土砂災害警戒判定メッシュ情報で「黄色、

橙色または赤色の５kmメッシュ」が含まれる地域について、気象予測や巡視等の情報を総合的に判断

し、避難勧告等を発令する。 
 

なお、特に注意を払うことが必要な地域は、本計画の資料編「防災上注意すべき自然的社会的条件」

に掲載されている次の地区等である。 

ア 山腹崩壊危険地区 

イ 崩壊土砂流危険地区 

ウ 砂防指定地内の渓流 

エ 急傾斜地崩壊危険箇所 

オ 地すべり危険箇所 

カ 土石流危険渓流 

キ 土砂災害警戒区域 

ク 道路注意箇所 

ケ 防災重点ため池 

 

（3）要配慮者の避難 

要配慮者への避難準備情報等については、市防災行政無線等を活用して伝達するとともに、市

から住民自治協議会長や自治会長へ連絡をとり、住民自治協議会長や自治会長を通じて、要配慮

者及び避難支援者等へ伝達する。その際、福祉関係機関・団体のネットワークを情報伝達に活用

し、要配慮者等に対して確実に情報伝達する。 

保育所、病院、介護保険施設などの要配慮者関連施設に対しては、洪水予報、避難判断水位の

水位到達情報、土砂災害警戒情報などの情報を伝達し、円滑かつ迅速な避難を確保する。特に、

浸水想定区域内にある要配慮者関連施設には、洪水予報等（洪水注意報、警報、水位到達情報等）
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及び避難情報等（避難準備、勧告、指示）の伝達を行い、早期の適切な避難を促す。 

 

（4）避難勧告等の情報の伝達方法 

各施設や各地域への避難情報の周知は、電話又はファックス、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、緊急速報メール等、広報車等を活用して行う。また、状況

に応じて、地域の住民自治協議会長、自治会長、自主防災組織の長、民生委員・児童委員等へ連

絡する。 
 

ア 伝達系統例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
イ 要配慮者関連施設等への伝達系統例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊賀市災害対策本部 

地区市民センター 地区住民 

各住民自治協議会等 

各自治会等 

地区住民 

伊賀市災害対策本部 

地区市民センター 要配慮者関連施設等 

各住民自治協議会等 

各自治会等 

要配慮者 
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■市民が実施する対策 

１ 避難勧告等への対応及び自主避難 

雨が強く降り始めたときなどにおいて、市民はテレビ・ラジオ・インターネット等により最新の気

象情報を確認しつつ、雨の降り方や土砂災害の前兆現象に注意するとともに、公共機関・消防団・自

主防災組織からの呼びかけに注意する。身の危険を感じた場合は、避難の呼びかけがなくても、自主

的に早目の避難を行うことを考える。 

（1）適切な避難行動の選択 

避難勧告等が発令された場合、市民はあらかじめ計画された避難所等へ避難することを基本と

する。通常、避難所が開設されるのは、「避難準備」が発令されてからであり、自主的に避難す

る際には、避難所が開設されているかを下記で確認する。 
 

◆市ホームページ http://www.city.iga.lg.jp/ 

◆伊賀市災害対策本部 TEL 0595-22-9640 
 

また、不測の事態も想定されることから、計画された避難所等へ避難することが適切でない場

合もある。例えば、浸水により避難所までの歩行等が危険になった場合には、生命を守る行動と

して、自宅や隣接建物の２階等へ緊急的に避難するなどの行動をとる。あるいは、周囲の建物よ

り比較的高い建物（鉄筋コンクリート等の堅固な構造物）の２階以上（斜面と反対側の部屋）に

避難するなど、状況等に応じて柔軟な対応を心がける。 

 

（2）避難の準備 

「避難準備」が発令されたら、避難の準備にとりかかる。非常持ち出し品や避難所・避難経路

を確認するとともに、ガスの元栓など、火の始末をする。 

また、高齢者・子ども・体の不自由な方など、避難時に支援を必要とする人や、避難に時間が

かかる人がいる場合は、早めに避難を開始する。 

 

（3）安全に避難するための留意事項 

ア 避難勧告や避難指示は危険が迫った時に発令されるため、指示に従い速やかに避難する。 

イ 一人での避難は、正確な判断や所在の確認がとりにくくなり、助ける人がいなくなる場合が

あるため、近隣と協力して複数で避難する。 

ウ 車による避難では、30cm以上の浸水で走行が困難となり、50cm以上で車内に閉じこめられ

ることがある。 

エ 動きやすい服装で避難する。 

 

（4）浸水している状況での避難時の留意事項 

ア 浸水している状況で歩ける深さは膝の高さくらいまでであり、流速が速い場合には20cm程度

の浸水深でも歩行不可能なことがある。 

イ 用水路等への転落のおそれのある場所では、道路上10cm程度の浸水深でも危険なことがある。 

ウ 水面下には何があるか分からないため、傘などを杖代わりに確認しながら避難する。 
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■国・市・住民等が連携して実施する対策（タイムラインによる行動計画） 

１ タイムラインについて 

（1）タイムラインの定義 

「タイムライン」とは、米国に端を発して導入が進み、国内では「発災前から関係機関が実施す

べきことをあらかじめ時系列にプログラム化したもの」、「時間軸に沿った防災行動計画」等とし

て紹介されている。台風等の発生から被害に至るまでに可能な事前準備対策について、いつ、誰が、

どのような防災行動を行うかについて、明確にするものである。 

（2）タイムラインの意義 

台風や前線を伴う大雨等は、数日前から規模や進路等についてある程度の予測が可能であり、県

や市町その他の防災関係機関が、到達までのリードタイムを活かした事前対策に万全を期すことで、

防災及び減災効果を高めることができる。近年の台風等は頻発化・強大化しており、よりきめ細か

な対策が求められているため、タイムラインによる行動計画は有効な対策の一つとして考えられる。 

 

２ 木津川上流域における避難勧告の発令等に着目したタイムライン 

  次ページに、台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、木津川上流域における避難勧告の発令等

に着目したタイムラインを示す。 

台風の到達予想時間から遡って２日前（48時間前）より、気象・水象情報に基づく、木津川上流河

川事務所・伊賀市・住民等の行動計画が具体的に決められている。 

  実際の台風接近時には様々な状況が想定され、時間どおり・計画どおりに進まないこともあるが、

関係主体間でタイムラインの行動計画内容を目安として共有し、実際の場面でそれらを調整しつつ行

動することで、スムーズな連携と適切な避難に結び付けられる。 

（1）気象・水象情報 

岩倉水位観測所において、水防団待機水位（4.5m）、氾濫注意水位（6.0m）、避難判断水位（6.7m）、

氾濫危険水位（7.7m）を定めている。 

（2）木津川上流河川事務所 

上記の気象・水象情報に基づき、「水防警報（待機・準備）」「洪水予報（氾濫注意情報）」「水

防警報（出動）」「洪水予報（氾濫警戒情報）」「洪水予報（氾濫危険情報）」「洪水予報（氾濫

発生情報）」等の情報を市等に伝える。 

（3）伊賀市 

   木津川上流河川事務所等の情報を参考にして、住民等に避難準備情報・避難勧告・避難指示を発

令し、決壊しそうな状況では非常体制を発令する。 

（4）住民等 

市の避難勧告等の発令に基づき、適切な避難行動等をとる。要配慮者は、避難準備情報が発令さ

れた段階で避難を開始する。 
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第２章 避難誘導体制の確保 

第１節 避難所の確保及び早期避難の促進 

第 1項 活動方針 

○避難勧告等を適切に発令するとともに、大規模な被害の発生が危惧される台風等の接近が予想され

る時には、必要に応じ、早期・広域避難を支援する体制を確保する。 

○早期・広域避難の実施体制および避難所指定を受けている施設における受入体制整備について検討

する。 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

避難実施体制の確立 総括班、情報班 市災害対策本部設置後 
・雨量、水位、土砂関連情報等 

(気象庁、県土整備部) 

避難準備情報・勧

告・指示の発令 
総括班、情報班 市災害対策本部設置後 

・雨量、水位、土砂関連情報等 

(気象庁、県土整備部) 

避難所の開設 総括班、各支所 避難準備情報等発令後 ・避難所の状況（各施設管理者） 

※「活動開始（準備）時期」は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 避難の実施 

（1）避難実施体制等の確立 

市は、災害発生の危険等が予測される地域に対し、速やかに避難勧告等を発令できるよう、雨量

や河川水位情報、土砂災害警戒判定メッシュ情報等を監視し、避難実施等を判断するための体制を

確立する。 

また、避難勧告等の発令区域やタイミング、指定緊急避難場所・避難経路等の住民の避難誘導等

警戒避難体制を計画するとともに、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等との同時発生等、複

合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 

(2) 避難所の開設 

避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令する必要が生じた場合は、あらかじめ指定されている

避難所について、各避難所の避難所運営マニュアル等に沿って速やかに避難所を開設する。 

また、避難所を設置したときは、以下の事項についてただちに県に報告する。 

ア 避難の種類（自主避難、避難準備、避難勧告、避難指示） 

イ 避難所開設の日時及び場所 

ウ 箇所数及び収容人員 

(3) 避難準備情報・勧告・指示の発令 

避難準備情報・避難勧告・避難指示を発令する際には、次の項目から必要な情報を明示して行い、

防災行政無線や緊急速報メール（エリアメール）、広報車、県災害対策本部を通じた放送関係機関へ

の放送要請等を用い、住民等に対する避難情報の周知を図る。 

ア 要避難対象地域  

イ 避難場所  

ウ 避難理由  

エ 避難経路  

オ 避難時の注意事項等 
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(4) 避難の実施  

市は、雨量や河川水位情報、土砂災害警戒判定メッシュ情報等を確認し、あらかじめ定める避難

勧告等判断基準に達した場合は、災害発生の危険のある地域に対し、速やかに避難勧告等を発令す

る。 

避難所への避難は避難者の自力避難を原則とするが、避難者が自力で避難できないなどの場合は

市が手配した車両等を用いて避難を行う。 

また、災害発生が差し迫った状況ではない場合でも、気象台の発表する気象予測等により今後の

大雨等が予測され、夜間避難など、避難勧告等判断基準に達してから避難を開始すると避難活動が

困難になると予想される場合などは、早期の避難所開設や避難準備情報の発令等を検討する。 

 

 

■その他の防災関係機関が実施する対策  

１ 住民等への避難情報の広報（放送機関）  

市からの要請に基づき、県災害対策本部から依頼を受けた放送機関は、当該地域住民への避難情

報の広報に協力する。 

 

■市民が実施する対策  

１ 避難勧告等発令時の行動 

市民は、市が発令する避難勧告等の意味を理解し、また、洪水ハザードマップや土砂災害危険箇

所図等により、あらかじめ自らの居住等をする地域で災害が発生した場合の想定を把握し、どのよ

うな段階でどのような避難行動（指定避難所や屋内の安全な場所への避難等）をとるべきかを把握

しておき、避難勧告等が発令された場合は、速やかに避難を行うなど、身の安全を守る措置をとる

よう努める。 
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第２節 要配慮者の保護 

 

第 1項 活動方針 

○要配慮者の避難状況を把握するとともに、避難が必要な要配慮者施設の利用者の他施設への受入要

請や、福祉避難所等への受入等の調整を図る。 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

要配慮者の避難行動

支援 

総括班、要援護者支

援班、地域支援班 
市災害対策本部設置後 

要配慮者への支援に資する

情報(防災関係機関) 

※「活動開始（準備）時期」は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 要配慮者の避難支援 

（1）要配慮者の避難行動支援 

迅速な避難行動に支障をきたすおそれのある要配慮者（高齢者や乳幼児、身体の不自由な人など）

については、特に早い段階で避難を実施し、安全を確保することが必要である。そのため、避難準

備情報等を発令し、避難行動に支障をきたす要配慮者がいる場合には、避難支援等関係者の協力を

得て、避難行動支援等を行う。下記は、要配慮者のカテゴリー別の対応例であり、これらを参考に

しつつ、要配慮者の円滑な避難を進める。 
 

カテゴリー 対応例 

高齢者・病人 

車いすやストレッチャー等の移動用具が確保できない場合や急を要するときに

は、担架やおんぶ等により避難させる。病人の場合は、使用している医療機材

や医薬品を確保する。 

車いすの利用者や

足の不自由な人 

各人に適した誘導方法を確認し、早めに避難させる。車いすの場合は、階段で

は３名が協力し、上がるときは前向きに、下がるときは後ろ向きにして恐怖感

を与えないようにする。 

視覚障がい者 

「お手伝いしましょうか」などと、まず声をかけ、ゆっくり、はっきり、大き

な声で話す。誘導するときは杖を持っていない腕の肘のあたりに軽く触れるか、

腕を貸しながら半歩前をゆっくり歩いて誘導する。 

知的障がい者・ 

精神障がい者 

精神的に不安定にならないよう、話しかけるなどして、気持ちを落ち着かせな

がら避難所へ誘導する。 

聴覚障がい者 
大きく口を動かすなど、身振りや筆談で状況を説明し、避難所へ誘導する。 

 

妊婦・乳児のいる

母親、子供・児童 

浸水の状況や危険であることを伝え、避難所の場所を伝える。自力での避難が

困難な場合は、避難所へ誘導する。 

外国人 
日本語での会話が理解できない場合は、簡単でわかりやすい表現で危険を伝え、

避難所へ誘導する。 
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■その他の防災関係機関が実施する対策  

１ 住民等への避難情報の広報（放送機関） 

市からの要請に基づき、県災害対策本部から依頼を受けた放送機関は、当該地域住民への避難情

報の広報に協力する。 

 

２ 要配慮者の避難受入（社会福祉施設等） 

要配慮者の避難について、受入の要請があった場合は、可能な範囲で受け入れに努める。 

 

■市民が実施する対策  

１ 地域住民等による取り組み 

    地域住民や住民自治協議会、自治会、自主防災組織等は、市、防災関係機関、介護保険事業者及

び社会福祉施設等と協働し、災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）を活用するなどして地

域社会全体で要配慮者の安全確保および要配慮者の避難行動の支援に努める。  

また、市・自主防災組織等は、各避難所の「避難所運営マニュアル」の作成に努め、要配慮者及

びその家族に配慮した避難所運営を実施する。 

 

２ 要配慮者及び保護責任者の対策  

要配慮者及び保護責任者は、地域住民等の協力を積極的に求め、その安全を確保する。  
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第３節 学校・園における児童生徒等の安全確保 

 

第 1項 活動方針 

○大雨・暴風等による風水害被害等の発生のおそれがある場合において、学校・園における児童生徒

等の保護および登下校や保護者への引き渡し等に際し、安全の確保を図る。 

○風雨等が強まる前の段階において、休校（園）を判断するなど、児童生徒等の事前の安全確保対策

について検討する。  

 

第２項 主要対策項目 
対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

休校（園）措置

の実施 

教育部、健康福

祉部、各支所 

暴風警報等の発表後

速やかに 
気象予警報等 (気象台) 

児童生徒等の

安全確保 

教育部、健康福

祉部、各支所 

休校措置の実施を判

断した場合速やかに 

・気象情報（気象台）  

・通学路周辺の河川水位、土砂災害警戒判

定メッシュ情報等（県土整備部等） 

・通学路周辺の危険箇所の状況（教職員等）  

・公共交通機関の運行状況（交通機関等） 

※「活動開始（準備）時期」は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 休校（園）措置の実施 

（1）休校（園）措置の判断 

市立学校の校（園）長は、始業前に暴風警報が発表されるなど、登校に危険が予想される場合は、

学校の防災計画に基づき速やかに休校（園）の措置を行う。  

また、始業後に暴風警報が発表されるなど、時間の経過とともに危険が増すことが予想される場

合は、下校時の安全を確認したうえで速やかに児童生徒等を下校させる。  

（2）休校（園）措置の連絡 

市立学校の教職員は、休校（園）措置の実施を判断した場合、あらかじめ定められた方法により、

保護者等に対し、速やかかつ確実に措置の内容等を連絡する。  

 

２ 児童生徒等の安全確保 

（1）児童生徒等の下校・引き渡し  

下校措置を実施する際は、保護者等に直接引き渡すなど、児童生徒等の安全確保に十分配慮する。 

また、児童生徒等を下校させる場合は、教職員による通学路等の安全確認や、できる限り集団で

下校させるなどの安全確保対策を行う。 

（2）帰宅困難児童生徒等の保護 

帰宅途中での浸水や交通機関の運行休止、保護者等の不在等により帰宅が困難な児童生徒等につ

いては、校内や避難場所など最も安全な場所において保護する。 
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第３章 災害未然防止活動 

第 1 節 公共施設等の災害未然防止体制の確保 

第 1項 活動方針 

○市管理公共施設等の安全確保・被害情報収集体制を確立する。 

○市有施設、市管理道路および上下水道等（市管理）の台風接近前の被害防止体制を検討する。 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

公共施設等の安全

確保対策 

建設部、産業振興部、

水道部 
台風発生後速やかに 

・台風、気象情報等(気象台)  

・施設の危険箇所等 

（施設管理者） 

公共施設等の被害

情報等の収集 

建設部、産業振興部、

水道部 

災害対策本部設置後速

やかに 

（大雨警報等発表後） 

・施設の被害情報等 

（施設管理者） 

せき・水門・樋門・

排水機場等の操作 

建設部、産業振興部、

水道部 

雨量、水位等の状況に

応じて 

・雨量、水位等情報（気象台、

建設事務所等） 

※「活動開始（準備）時期」は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 公共土木施設等にかかる災害未然防止活動 

（1）市管理道路 

ア 市管理道路における安全確保対策 

     市管理道路について、アンダーパス等浸水時における通行止や、通行規制による安全確保対

策を講じる。  

   イ 被害情報等の収集  

      市管理道路における通行規制や被害情報等を収集し、市災害対策本部へ報告を行うとともに、

市ホームページ等での情報提供に努める。  

      また、緊急輸送道路の確保に必要な高速道路、国道、県管理道路等についても、通行規制や

被災状況等の情報を収集する。 

（2）下水道施設（市管理）  

ア 下水道施設における安全確保対策 

     下水道施設について、必要な安全確保対策を講じる。  

イ 被害情報等の収集  

下水道施設における被害情報等を収集し、市災害対策本部へ報告を行うとともに、市ホーム

ページ等での情報提供に努める。  

（3）上水道施設（市管理） 

ア 水道施設における安全確保対策  

       水道施設について、必要な安全確保対策を講じる。  

イ 被害情報等の収集  

        水道施設における被害情報等を収集し、市災害対策本部へ報告を行うとともに、市ホームペ

ージ等での情報提供に努める。  
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（4）せき・水門・樋門・排水機場等（市管理） 

せき・水門・樋門・排水機場等の管理者（操作責任者）は、雨量や水位の変動を監視し、必要に

応じて適切な門扉開閉等の操作を行う。 

また、操作に伴い放流を行う場合は、あらかじめ定める関係市町や機関等に対し、必要な事項を

通知するとともに、住民に周知する等の措置を講じる。 
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第２節 水防活動体制の確保 

 

第 1項 活動方針 

○気象・水象等に関する予報・警報等に基づき、速やかに水防活動を実施する体制を確立する。  

○雨量計、水位計等の動作状況を、事前に確認する体制について検討する。 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

水防活動の実施 
建設部、産業振興

部、各支所 

気象等に関する注意報・警報・

特別警報の発表後速やかに 

・雨量情報、水位情報 

(気象台、建設事務所等) 

※「活動開始（準備）時期」は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
 
 
 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 水防活動の実施 

（1）巡視 

市は、職員等の安全が確保できる範囲内で、区域内の河川・堤防等を巡視し、水防上危険と認め

られる箇所を発見したときは、当該河川の施設管理者に報告して必要な措置を求める。  

（2）非常警戒  

    市は、水防施設の被害が予測される場合、市職員等の安全が確保できる範囲内で、水防区域を監

視及び警戒するとともに、安全が確認された後、工事中の箇所やその他特に重要な箇所を重点的に

巡視し、異常を発見した場合は、直ちに当該河川等の施設管理者に連絡をして、水防作業を開始す

る。 

 

 

■水防団（消防団）が実施する対策 

１ 水防活動の実施 

水防団（消防団）は、市、関係機関と連携し、危険箇所の巡視や住民への正確な情報の周知及び

適切な水防作業を行うものとする。 
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第３節 市民・企業等による安全確保 

 

第 1項 活動方針 

○市民や企業が、自らの判断で風水害からの安全確保対策を講じ、適切な避難行動をとることができ

るよう、各種ホームページやメール等による気象情報等の提供を行う。  

○台風情報や気象予警報情報と合わせて、気象情報や避難判断情報等の活用情報等を市民等に提供

し、自らを守るための事前の防災行動の実施を促進する対策を検討する  

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当部(班) 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

報道機関に対する避難・

被害情報等の提供 

防災総括部、 

広報班 
市災害対策本部設置後 

・避難情報、被害情報等 

(関係防災機関) 

※「活動開始（準備）時期」は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
 
 

第３項 対策 

■市が実施する対策 

１ 洪水ハザードマップ、避難所等の情報の提供 

    住民・企業等が自らの防災行動や適切な避難行動等の判断材料としての活用を図るため、市は、

ホームページや防災パンフレット等により、市内の洪水時の浸水箇所等を示したハザードマップや、

風水害被害等が発生した場合に避難をするための避難所情報等を提供する。  

 

２ 避難勧告等の伝達・報告  

    市において、避難準備情報、避難勧告、避難指示を発令する場合は、防災行政無線、緊急速報メ

ール（エリアメール）や報道機関への情報提供等、様々な手段を用いて住民等への伝達を行う。  

    また、避難準備情報、避難勧告、避難指示を発令した場合は、速やかに県災害対策本部へ報告を

行う。 

 

３ 被害情報等の報告  

    市内で災害による被害等が生じた場合は、速やかに県に対し報告を行う。  

    また、市ホームページ等において、被害状況の公表に努める。  

  

■企業・事業所が実施する対策  

１ 企業・事業所の安全確保対策 

    台風等の接近が予想される場合は、事業所内の施設や設置物等の固定状況など、危険箇所の点検・

補修等を行うとともに、鉢植えや立て看板等の配置物の収納など、安全確保対策を講じる。  

      

２ 従業員の安全確保対策  

    台風や大雨の影響により、道路の冠水や公共交通機関の運行休止等で従業員の通勤困難、帰宅困

難等が生じるおそれがある時は、業務を休止し、従業員を自宅待機させる等の措置による安全確保

対策を検討する。  

    また、帰宅困難となった従業員対策として、必要に応じ食料や毛布等の確保に努める。  
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■地域・市民が実施する対策  

１ 避難所運営への協力  

    市から要請があった場合は、住民自治協議会、自治会、自主防災組織等は、避難所運営マニュア

ル等に基づき速やかに避難所を開設するとともに、主体的に運営・管理を行う。  

      

２ 自宅の安全対策  

    台風等の接近が予想される場合は、自宅敷地内の施設や設置物等の固定状況など、危険箇所の点

検・補修等を行うとともに、鉢植え等の配置物を収納するなど、安全確保対策を講じる。 

 

３ 適切な避難行動の実施  

    市民は、自宅や勤務場所、通学場所等で発生しうる洪水や土砂災害等の様相や、災害発生時の避

難場所、気象台が発表する気象情報や予警報、市が発令する避難勧告等、避難判断情報等の意味を

あらかじめ十分に理解しておく。 

また、台風や大雨の影響が懸念される場合は、テレビやラジオ、三重県の防災情報ポータルサイ

ト「防災みえ．ｊｐ」や「メール配信サービス」等で最新の気象情報等を把握し、市から避難判断

情報が発令された場合は、自らの判断で速やかに適切な避難行動をとるよう努める。  
  

○「気象庁ホームページ」のアドレス： http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

○「防災みえ．ＪＰ」のアドレス： http://www.bosaimie.jp/index.action 

○市ホームページ http://www.city.iga.lg.jp/ 

 

４ 危険な行動の自粛  

    台風に伴う自宅等の風雨対策については、なるべく早めに行うものとし、風雨が強まってからの

作業は不慮の事故を招くため、これを自粛する。  

また、特に農林業従事者等においては、台風の影響が強まってから農地・林地・農林業用施設等

を見回りに行き、水路や谷等に転落して命を落とすような事故が多発していることから、台風が通

過し安全な状況になるまでは見回りを控えるなど、危険な行動を自粛する。 

 


