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第１部

風水害、震災、事故災害共通の応急対策

この部は、風水害を中心に共通する応急対策について記述している。

第１章

風水害時における活動体制の確立

市内において風水害が発生又は発生するおそれがある場合、適切な災害応急対策を実施する

第１節

応急

ために、気象予警報等の区分に応じた体制を確立する。

風水害発生時の配備体制

１

配備基準及び解除基準
風水害時における活動体制の配備及び解除の基準は、次のとおりである。
体制

配備・
解除の別

基準
・大雨等に関する警報が１つ発表されたとき

配備基準
警戒１号

・大雨等に関する注意報が発表され、かつ、河川の水位が基準を超え
たとき

体制

・大雨等に関する警報が解除され、河川の水位が基準を下回り、かつ、

解除基準

短時間で再び警戒基準を超過しないと予測されるとき
・警戒２号体制、災害警戒本部又は災害対策本部体制に移行したとき

配備基準
警戒２号
体制

・大雨等に関する警報が２つ発表されたとき
・大雨等に関する警報が発表され、かつ、河川の水位が基準を超えたとき
・大雨等に関する警報が解除され、河川の水位が基準を下回り、かつ、

解除基準

短時間で再び警戒基準を超過しないと予測されるとき
・災害警戒本部又は災害対策本部体制に移行したとき
・大雨等に関する警報が発表され、小規模な災害が発生すると見込ま

配備基準

れるとき

災害警戒

・大雨等に関する警報が発表され、小規模な災害が発生したとき

本部体制

・災害の危険が解消したとき

解除基準

・災害対策本部体制に移行したとき
・その他副市長が必要ないと認めたとき
・大雨等に関する警報が発表され、大規模な災害が発生すると見込ま

配備基準

れるとき
・大雨等に関する警報が発表され、大規模な災害が発生したとき

災害対策

・災害の危険が解消したとき

本部体制
解除基準

・災害応急対策が一応終了したとき
・災害発生の危険性が軽減し、災害警戒本部体制等に移行したとき
・その他市長が必要ないと認めたとき
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災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
風水害時における活動体制の確立
風水害発生時の配備体制

警戒１号体制、警戒２号体制の所掌事務
(1) 気象情報等の収集及び伝達に関すること。
(2) 災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 水防パトロール
(4) 指定避難所等開設の準備
(5) 関係市町及び防災関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他必要な事項

３

災害警戒本部体制

応急

(1) 災害警戒本部体制組織
組織体制は、災害対策本部組織に準ずる。
ただし、本部長は、副市長、副本部長は、危機管理監とする。

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

なお、副市長が出張等のため不在又は連絡不能の場合は、危機管理監、政策監、総務部
長の順に、意思決定を行う。
(2) 災害警戒本部の所掌事務
別表(災害警戒本部所掌事務)による。
(3) 災害警戒本部の設置場所
災害警戒本部は、市役所新館３階に設置する。
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【災害警戒本部の所掌事務】
部名

班名

総括班

広報班

福祉班

福祉・医療部
医療救護班

生活基盤部

土木・産業
施設班

建築・住宅班
水道班
上下水道部
下水道班

生活物資班
生活物資・産業部
産業班
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庶務・会計班

・災害警戒対策に関する方針の作成
・災害警戒本部の設置及び解除に関する事項
・災害警戒本部の運営
・各部班への災害警戒業務に関する指示
・県及び防災関係機関との調整
・避難情報の発令
・気象情報の収集・伝達
・災害情報の収集・伝達
・情報通信機器の運用及び管理
・避難情報及び指定避難所等の開設に関する情報の伝
達・周知
・市民への情報伝達・広報
・報道機関との連絡調整
・市議会との連絡調整
・電気、ガス等ライフライン事業者との連絡調整
・庁舎の被害状況の把握
・災害活動に従事する職員の飲料水・食料の確保
・職員参集状況及び被災状況の収集整理
・避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援
・児童福祉施設における避難支援
・福祉施設における避難支援
・放課後児童クラブにおける避難支援
・保健衛生活動、感染症対策、防疫等の実施
・医療救護所の設置
・県医療救護班との連絡調整
・医療機器、医薬品、血液製剤等の調達
・傷病者の搬送に関する消防機関との連携
・医療機関、医師会及び保健所との連絡調整
・救出した傷病者の医療救護所への搬送
・道路及び公園の被害調査並びに道路関係情報の収集
・河川水位の観測及び河川情報の収集
・避難情報発令の進言
・水防活動の実施と調整
・水害及び土砂災害危険箇所の警戒
・災害発生箇所の被災状況調査及び応急措置
・建設業者に対する応援要請及び建設機械の借上げ
・交通確保に関する警察との連絡調整
・住宅等の被害調査
・水道施設の被害調査
・飲料水の確保
・被災地での給水活動の実施
・水道の復旧対策の計画と実施
・下水道の被害調査
・下水道の復旧対策の計画と実施
・復旧対策の情報提供
・食料の調達、配布及び保管に関する業務
・生活必需品の調達、配布及び保管に関する業務
・緊急物資等の移送及び輸送に関する業務
・観光客等への情報提供
・商工関係の被害調査

応急

本部事務局

所掌業務
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部名

班名

避難所班

避難支援・教育部

応急

教育班

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

市民窓口班
市民窓口・環境部

環境班

各支部

所掌業務
・観光関係の被害調査
・農林水産業施設の被害調査
・指定避難所開設及び運営
・避難者の確認
・避難者名簿の作成
・避難者相談窓口の設置及び避難者の要望把握
・指定避難所における広報
・避難者への食料等の供給に関する業務
・園児、児童及び生徒の安全確保措置
・園児、児童及び生徒の安否確認
・園児、児童及び生徒の避難誘導
・県教委との連絡調整
・園及び学校施設の被害調査
・社会教育施設の被害調査
・市民窓口及び電話対応
・災害に関する市民相談窓口の設置
・被災者の人命救助に関する消防、警察等の調整
・警察及び消防との捜索活動における連携の確保
・被災市民の安否に関する情報の整理
・被災者台帳の作成及び罹災証明の発行に関する業務
・し尿処理計画の作成及びし尿処理の実施
・仮設トイレの調達と設置
・災害廃棄物処理実行計画に基づく廃棄物の処理
・災害発生時の災害廃棄物仮置場の設置・運営
・市民窓口及び電話対応
・地域の被災状況の収集、整理及び本部への伝達
・警察及び消防との避難誘導における連携
・管内指定避難所との連携
・自主防災組織との連携
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４

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
風水害時における活動体制の確立
風水害発生時の配備体制

災害対策本部体制
(1) 災害対策本部組織
別図（災害対策本部組織図）のとおり
ア

災害対策本部長
本部長は、市長とする。ただし市長が出張等のため不在又は連絡不能の場合は、次の
順位により本部長に代わり意思決定を行う。
第１順位

イ

副市長、第２順位

危機管理監、第３順位

政策監

本部会議
高決議機関であり、災害応急対策活動の重要事項を決定する。

ウ

応急

本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。災害応急対策活動の最
災害対策本部に本部事務局を設置し、災害対策本部の運営を行い、本部事務局部長が

エ

各部・班
本部に部を設置する。各部は、本部長の命を受け応急対策にあたる。各部所属職員は、
部長の命を受けて応急対策に従事する。

(2) 災害対策本部の所掌事務
別表(災害対策本部所掌事務)による。
(3) 災害対策本部の設置場所
災害対策本部は、市役所新館３階に設置する。
ただし、本部施設が被災し、その機能を果たせない場合には、東庁舎東Ａ会議室を代

替の本部設置場所とする。
(4) 現地災害対策本部の設置
土石流等の風水害等が発生し、現地において必要な対策を実施する必要がある場合には、
災害が発生した地域の支所に現地災害対策本部を設置する。
現地災害対策本部長は、支所長とする。
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【東近江市災害対策本部組織】

本部会議
本部長 （市長）

副本部長（副市長）

本部員 （教育長、政策監、危機管理監及び各部長）

本部事務局

・広報班

応急

・総括班

・庶務・会計班

福祉・
医療部

生活基盤部

上下水道部

生活物資・
産業部

避難支援・
教育部

市民窓口・
環境部

永源寺支部
五個荘支部
愛東支部
湖東支部
能登川支部
蒲生支部

消防団

・
福祉班
・
医療救護班

・
土木・
産業施設班
・
建築・
住宅班

・
水道班
・
下水道班

・
生活物資班
・
産業班

避難所班
・
・
教育班

・
市民窓口班
・
環境班

・
永源寺支所班
・
五個荘支所班
・
愛東支所班
・
湖東支所班
・
能登川支所班
・
蒲生支所班

・
消防・
水防班

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

114

第3編
第1部
第1章
第1節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
風水害時における活動体制の確立
風水害発生時の配備体制

【災害対策本部の所掌事務】
部名

班名

総括班

庶務・会計班

福祉班

福祉・医療部

医療救護班

115

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

広報班

・災害対策に関する方針の作成
・災害対策本部の設置及び解除に関する事項
・災害対策本部の運営
・各部班への災害対策業務に関する指示
・県及び防災関係機関との調整
・避難情報の発令
・県、他市町等への応援要請の決定
・自衛隊の応援要請に関する業務
・県へのヘリコプターの要請
・気象情報の収集・伝達
・災害情報の収集・伝達
・情報通信機器の運用及び管理
・被災状況の集約及び防災関係機関への伝達
・避難状況の集約等に関する業務
・災害予算の調整
・災害救助法の適用に関する事務
・避難情報及び指定避難所開設に関する情報の伝達・周
知
・市民への情報伝達・広報
・報道機関との連絡調整
・市議会との連絡調整
・被災地の視察への対応
・電気、ガス等ライフライン事業者との連絡調整
・庁舎の被害状況の把握
・救援金品の受付及び配分に関する業務
・災害活動に従事する職員の飲料水及び食料の確保
・職員参集状況及び被災状況の収集整理
・災害関係費の出納に関する業務
・要配慮者の被災状況等の把握
・避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援
・福祉避難所の開設
・福祉ボランティアとの連携
・福祉施設への入所措置
・ボランティアセンターの設置及びボランティア活動
への支援
・福祉施設等の被害調査及び応急措置
・児童福祉施設における避難支援
・福祉施設における避難支援
・放課後児童クラブにおける避難支援
・保健衛生活動、感染症対策、防疫等の実施
・医療救護所の設置
・県医療救護班との連絡調整
・医療機器、医薬品、血液製剤等の調達
・傷病者の搬送に関する消防機関との連携
・医療機関、医師会及び保健所との連絡調整
・救出した傷病者の医療救護所への搬送
・被災地の健康調査の実施
・被災地における検病調査の実施
・被災地の防疫措置
・感染症患者の入院勧告

応急

本部事務局

所掌業務
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部名

班名

土木・産業
施設班
生活基盤部

応急
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建築・住宅班

水道班
上下水道部
下水道班

生活物資班

生活物資・産業部
産業班

避難所班

避難支援・教育部

教育班

所掌業務
・道路及び公園の被害調査並びに道路関係情報の収集
・通行不能箇所に関する応急措置の実施
・河川水位の観測及び河川情報の収集
・避難情報発令の進言
・河川、水路及びため池の被害調査
・水防活動の実施と調整
・水害及び土砂災害危険箇所の警戒
・災害発生箇所の被災状況調査及び応急措置
・建設業者に対する応援要請及び建設機械の借上げ
・緊急輸送道路の確保に関する業務
・交通対策計画の作成
・交通確保に関する警察との連絡調整
・ヘリポートの開設
・道路、河川、公園等の復旧に関する業務
・住宅等の被害調査
・建築物及び宅地の危険度判定
・応急仮設住宅の建設等に関する業務
・市営住宅の災害復旧に関する業務
・倒壊家屋の撤去等に関する業務
・水道施設の被害調査
・飲料水の確保
・被災地での給水活動の実施
・水道施設の復旧対策の計画及び実施
・復旧対策の情報提供
・下水道の被害調査
・下水道の復旧対策の計画及び実施
・復旧対策の情報提供
・食料の調達、配布及び保管に関する業務
・生活必需品の調達、配布及び保管に関する業務
・物資集積拠点の開設
・緊急物資等の移送・輸送に関する業務
・輸送等に必要な車両等の調達に関する業務
・観光客等への情報提供
・商工関係の被害調査
・観光関係の被害調査
・農林水産業施設の被害調査
・畜産動物の被害調査
・産業復旧及び雇用対策
・指定避難所開設及び運営への協力
・避難者の確認
・避難者名簿の作成
・避難者相談窓口の設置及び避難者の要望把握
・自主防災組織による避難所運営の補助
・指定避難所における広報
・避難者への食料等の供給に関する業務
・園児、児童及び生徒の安全確保措置
・園児、児童及び生徒の安否確認
・園児、児童及び生徒の避難誘導
・県教委との連絡調整
・園及び学校施設の被害調査
・応急教育の企画及び実施
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部名

班名

市民窓口班

各支部
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環境班

応急

市民窓口・環境部

所掌業務
・応急保育の企画及び実施
・社会教育施設の被害調査
・文化財の被害調査
・市民窓口及び電話対応
・災害に関する市民相談窓口の設置
・被災者の人命救助に関する消防、警察等の調整
・警察及び消防との捜索活動における連携の確保
・被災市民の安否に関する情報の整理
・身元不明者の火葬に関する業務
・災害による遺体の火葬計画の作成
・火葬に関する応援要請
・家屋被害調査の実施に関する業務
・被災者台帳の作成及び罹災証明の発行に関する業務
・し尿処理計画の作成及びし尿処理の実施
・仮設トイレの調達と設置
・災害廃棄物処理実行計画に基づく廃棄物の処理
・災害発生時の災害廃棄物仮置場の設置・運営
・市民窓口及び電話対応
・地域の被災状況の収集、整理及び本部への伝達
・警察、消防との避難誘導における連携
・管内指定避難所との連携
・自主防災組織との連携
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第２節

職員の動員
［全部局］

１

職員の動員基準
風水害時における職員の動員は、「東近江市職員初動マニュアル」による。

２

職員の動員方法
職員の動員方法の詳細については、
「東近江市職員初動マニュアル」による。
(1) 勤務時間中における伝達及び系統
口頭、電話、職員緊急連絡用メール等の迅速かつ的確な方法により伝達する。

応急

(2) 勤務時間外又は休日等における伝達等
動員指示については、電話、職員緊急連絡用メール等の迅速かつ的確な方法により伝達
する。

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

３

職員の参集場所
職員の参集場所は、災害対策本部室又は支所を基本とする。
ただし、事前に参集場所を指定されている職員は、当該場所に参集する。
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第３節

気象情報の収集・伝達
［本部事務局］

風水害時には、事前に各種気象情報の収集及び伝達を行うことにより、早期の避難等を実施
し、人的被害を回避又は軽減する。
１

風水害時の事前の対応
(1) 災害警戒体制
気象情報の把握

イ

雨量、水位情報の把握、土砂災害等被害の発生状況の確認

ウ

県及び防災関係機関との情報連絡

エ

風水害の危険が強まった場合の措置

応急

ア

(ｱ) 災害警戒本部又は災害対策本部に移行するための対応を行う。
(ｳ) その他、災害未然防止のため必要な対策を実施する。
(2) 災害警戒本部体制
ア

気象情報の把握及び市民への伝達

イ

雨量、水位情報の把握、土砂災害等被害の発生状況の確認及び必要な応急措置

ウ

県及び防災関係機関との情報連絡

エ

風水害の危険が迫った場合の措置
(ｱ) 災害対策本部に移行するための業務及び職員の動員を行う。
(ｲ) 必要な場合は、災害危険地区住民に対して避難情報を発令する。
(ｳ) その他、災害未然防止のため必要な事項を実施する。
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(ｲ) 必要な場合は、災害危険地区住民に対して避難情報を発令する。
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２

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
風水害時における活動体制の確立
気象情報の収集・伝達

気象予警報の種類と基準
(1) 彦根地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報
ア

特別警報・警報・注意報の概要
種 類
特別警報
警報
注意報

応急

イ

概 要
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪及び高潮が特に異常であるため重大な災害の起
こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪及び高潮によって重大な災害の起こるお
それがある場合、その旨を警告して行う予報
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがあ
る場合に、その旨を注意して行う予報

特別警報・警報・注意報の種類と概要
特別警報・警報・注意報の種類

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

大雨特別警報

大雪特別警報
特別警報

暴風特別警報

暴風雪特別警報

波浪特別警報
高潮特別警報

大雨警報

洪水警報

警報

大雪警報
暴風警報

暴風雪警報

波浪警報
高潮警報

概 要
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報
（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）又は大雨特別警報（土
砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記され
る。災害がすでに発生している状況であり、命を守るための最
善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいときに発表される。
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいときに発表される。
雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ
れが著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災
害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災
害」のおそれについても警戒を呼びかける。
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著
しく大きいときに発表される。
台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な
災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。
避難が必要とされる警戒レベル４に相当
大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨
警報（浸水害）又は大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、
特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、
高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当
河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災
害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対
象となる重大な災害として、河川の増水又は氾濫若しくは堤防
の損傷又は決壊による重大な災害があげられる。高齢者等の避
難が必要とされる警戒レベル３に相当
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。
雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想
されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて
「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれ
についても警戒を呼びかける。
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。
台風、低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発
生するおそれがあると予想されたときに発表される。避難が必
要とされる警戒レベル４に相当。
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大雨注意報

洪水注意報

大雪注意報
強風注意報

高潮注意報

注意報

濃霧注意報

雷注意報

乾燥注意報
なだれ注意報
着氷注意報

着雪注意報

融雪注意報

霜注意報

低温注意報
※

地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含めて行われ
る。地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）
」として発表される。
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波浪注意報

応急

風雪注意報

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を
再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ
ベル２である。
河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発
生するおそれがあると予想されたときに発表される。避難に備
えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自
らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想された
ときに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うこ
とによる視程障害等による災害」のおそれについても注意を呼
びかける。
高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに
発表される。
台風、低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生する
おそれがあると予想されたときに発表される。高潮警報に切り
替える可能性に言及されていない場合は、避難に備えハザード
マップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行
動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警報に切り
替える可能性が高い旨に言及されている場合は、高齢者等の避
難が必要とされる警戒レベル３に相当
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに
発表される。
落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻
等の突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加さ
れることもある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼
びかけられる。
空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を
予想した場合に発表される。
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。
著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。具体的には、通信線、送電線、船体等への被
害が起こるおそれのあるときに発表される。
著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される。具体的には、通信線、送電線、船体等への被
害が起こるおそれのあるときに発表される。
融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するお
それがあるときに発表される。
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表
される。具体的には、早霜又は晩霜により農作物への被害が起
こるおそれのあるときに発表される。
低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。具体的には、低温のために農作物等に著しい被害が
発生したり、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こ
ったりするおそれがあるときに発表される。
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(2) 東近江市の警報・注意報発表基準
府県予報区
一次細分区域
東近江市
市町村等をまと
めた地域
浸水害
大
雨 土砂災害
警
洪水

応急

暴風
報

暴風雪
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大雪
大雨

洪水

注

強風
風雪

意

大雪

報

雷
融雪
濃霧
乾燥
なだれ

低温
霜
着氷
着雪
記録的短時間大雨情報

（令和２年８月６日現在）

滋賀県
南部
東近江
表面雨量指数基準
土壌雨量指数基準

21
114
佐久良川流域=12.9，蛇砂川流域=10，
流域雨量指数基準
愛知川流域=35.9，大同川流域=4.2
複合基準
大同川流域=(5,3.7)
指定河川洪水予報に 淀川水系琵琶湖〔琵琶湖〕
、淀川水系日野川〔桐原橋、
よる基準
安吉橋〕
琵琶湖
20m/s
平均風速
琵琶湖を除く地域 20m/s
琵琶湖
20m/s 雪を伴う
平均風速
琵琶湖を除く地域 20m/s 雪を伴う
平地
24 時間降雪の深さ 30 cm
降雪の深さ
山地
24 時間降雪の深さ 40cm
表面雨量指数基準
土壌雨量指数基準

7
91
佐久良川流域=10.3，蛇砂川流域=7.4，
流域雨量指数基準
愛知川流域=28.7，大同川流域=3.3
蛇砂川流域=(5,7.4),大同川流域=(5,3.3)
複合基準
愛知川流域=(5,28.7)
指定河川洪水予報に 淀川水系琵琶湖〔琵琶湖〕
、淀川水系日野川〔桐原橋、
よる基準
安吉橋〕
琵琶湖
12m/s
平均風速
琵琶湖を除く地域 12m/s
琵琶湖
12m/s 雪を伴う
平均風速
琵琶湖を除く地域 12m/s 雪を伴う
平地
24 時間降雪の深さ 10cm
降雪の深さ
山地
24 時間降雪の深さ 25cm
落雷等により被害が予想される場合
－
視程
100m
最小湿度 40%で、実効湿度 65%
積雪の深さ 50cm 以上あり次のいずれか
1 24 時間降雪の深さ 30cm 以上
2 日最高気温 10℃以上
3 24 時間雨量 15mm 以上
最低気温-5℃以下（気温は彦根地方気象台の値）
４月以降の晩霜
－
24 時間降雪の深さ：15cm 以上 気温：0℃以上
1 時間雨量
90mm

出典：気象庁ホームページ
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図

滋賀県の予警報区域区分図
出典：気象庁ホームページ
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(3) 早期注意情報（警報級の可能性）
５日先までの警報級の現象の可能性が「高」又は「中」の２段階で発表される。当日
から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（滋賀県南
部など）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発
表単位（滋賀県など）で発表される。大雨に関して、明日までの期間に「高」又は「中」
が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１
である。
(4) 全般気象情報、近畿地方気象情報、滋賀県気象情報

応急

気象の予報等について、特別警報、警報又は注意報に先立って注意を喚起する場合若
しくは特別警報、警報又は注意報が発表された後の経過、予想、防災上の注意を解説す
る場合等に発表される。
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(5) 土砂災害警戒情報
大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかし
くない状況となったときに、市町長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支
援するため、対象となる市町を特定して警戒を呼びかける情報で、滋賀県と彦根地方気
象台が共同で発表する。
なお、実際に危険度が高まっている場所については、大雨警報（土砂災害）の危険度分
布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）で確認することができる。また、避難が必要とさ
れる警戒レベル４に相当する。
(6) 記録的短時間大雨情報
滋賀県内で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大
雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせ
た分析)したときに、府県気象情報の一種として発表される。この情報が発表されたとき
は、土砂災害、低地の浸水並びに中小河川の増水及び氾濫といった災害発生につながる
ような猛烈な雨が降っている状況である。
なお、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の危険度分布で
確認することができる。
(7) 竜巻注意情報
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び
かける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生し
やすい気象状況になっているときに、一次細分区域単位（滋賀県南部等）で発表される。
なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認
することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を
示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨
を付加した情報が一次細分区域単位（滋賀県南部）で発表される。
この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。
(8) 日野川洪水予報及び琵琶湖洪水予報
河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、
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あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表される警報
及び注意報である。日野川及び琵琶湖については、滋賀県と彦根地方気象台が共同で下
表の標題により発表される。警戒レベル２～５に相当する。
【表
種 類

標 題
氾濫発生情報

氾濫危険情報

洪水注意報

氾濫注意情

【表

琵琶湖、日野川の洪水予報の基準水位（東近江市対象分）】
（単位：m）

河川名
日野川
琵琶湖

水位観
測所名
安吉橋
5 点平
均水位

所在地
近江八幡市倉橋部町

水防団

氾濫注

避難判

氾濫危

待機水位

意水位

断水位

険水位

1.8

2.7

3.4

4.1

－

0.7

0.8

1.15

片山、彦根、三保が崎、
堅田、大溝水位観測所
の算術平均値

(9) 火災気象通報
消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに彦根
地方気象台が滋賀県知事に対して通報し、滋賀県を通じて本市や消防本部に伝達される。
なお、火災気象通報の通報区域、通報基準、通報内容及び時刻は、次のとおり。
ア

通報区域
概ね市町村を単位とする「二次細分区域」単位での通報とする。

イ

通報基準
滋賀県の「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一とする。ただし、通報基準
に該当する場合であっても、降雨、降雪時には火災気象通報として通報しないことがあ
る。
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氾濫警戒情報

概 要
氾濫が発生したとき又は氾濫が継続しているときに発表される。
新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要とな
る。災害がすでに発生している状況であり、命を守るための最善
の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５に相当
氾濫危険水位に到達したとき又は氾濫危険水位以上の状態が継続
しているときに発表される。
いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対
する対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とす
る。避難が必要とされる警戒レベル４に相当
氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更
に水位の上昇が見込まれるときに発表される。
高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避難が必要
とされる警戒レベル３に相当
氾濫注意水位に到達し、更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫
注意水位以上かつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき又
は避難判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表
される。
避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当

応急

洪水警報

指定河川洪水予報の種類、標題及び概要】
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ウ

通報内容及び時刻
毎日５時頃に、翌日９時までの気象状況の概要を気象概況として通報する。この際、
火災気象通報の通報基準に該当すると予想される場合は、これを以て火災気象通報とし、
注意すべき事項を付加する。また、直前の通報内容と異なる「乾燥注意報」又は「強風
注意報」を発表した場合は、その発表を以て火災気象通報に代えることとする。
※気象状況が前項の基準に達した場合であっても、降雨、降雪若しくはこれらが予想さ
れる場合には通報しないことがある。

(10) 水防警報

応急

水防警報は、対象水位観測所の水位が氾濫注意水位に達するか、又は氾濫注意水位を
超え、かつ、水害の発生するおそれがある場合に、国土交通大臣又は知事が発令する。
本市においては愛知川及び日野川が対象河川である。
水位情報の通知は、洪水により市域の流域に重大な損害が生じるおそれがあるとして
指定された河川について、知事が特別警戒水位（避難判断水位）に達したときに、その旨
を水防管理者等に周知する。本市においては愛知川が対象河川である。
【気象情報の伝達経路】
彦根地方気象台

第１部 第１章 風水害時における活動体制の確立

(11) 水位情報の周知

西日本電信電話株式会社

滋賀県

市

消防庁
住民
国土交通省機関
（滋賀国道事務所）

報道機関

携帯電話事業者

日本放送協会大津放送局

注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8 条第 1 号の規定に基づく法定伝達先
注）二重線の経路は、気象業務法第 15 条の 2 によって、特別警報の通知又は周知の措置が義務付けられてい
る伝達系統
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第２章
第１節

災害時の応急活動
発災直後の被害情報の収集・報告及び通信手段の確保
［本部事務局］

発災直後の災害情報の収集、報告及び通信手段の確保は、以下による。
１

被害状況の調査
市本部は、市内で災害が発生した場合、被災状況を把握するため、被害状況調査を迅速に
(1) 被害状況調査は、関係機関、消防団、自治会等の協力のもとで実施する。災害初期の状

応急

実施する。
況については、自治会及び市民からの通報並びに市職員が参集途上で収集した情報を有効
(2) 被害が甚大なため、市本部で被災状況等の把握及び被害状況調査が不可能なとき又は被
害状況調査に専門的な技術を必要とするときは、県本部に応援を求めて実施する。
(3) 被害状況の調査は、県及び他の関係機関と密接な連携の下で実施する。
(4) 最終的には、おおむねの段階で「被害状況即報」に準じた総括表にまとめておく。
２

県への被害報告
市本部は、市内で災害が発生した場合、県への被害報告を迅速かつ的確に実施する。
(1) 被害即報及び被害報告要領
ア

被害報告の種類
(ｱ) 被害即報
ａ

被害概況即報
災害の当初の段階で被害状況が十分に把握できていない場合は、被害概況即報に
より被害概況を報告する。

ｂ

被害状況即報
被害状況欄に報告時点で判明している最新の状況と数値を記入し、被害状況即報
として報告する。

(ｲ) 被害確定報告
ａ

災害確定報告
災害報告取扱要領に基づき、応急対策終了後 20 日以内に被害状況即報により報
告する。
即報基準及び直接即報基準：資料編 13－３参照
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に活用する。
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【被害即報の伝達系統】
〔県への報告が不可能な場合
直接報告基準に該当する場合〕

消防本部

リエゾン派遣

応急

県地方本部
〔県への情報が殺到し、 （東近江土木事務所）
県が指示した場合等〕

第１部 第２章

指定地方行政機関
指定公共機関
指定地方公共機関

警
警察署

察

国（消防庁）

滋賀県防災情報
システム

県本部（防災危機管理局）

東近江市
災害対策本部

その他関係省庁

〔県への報告が不可能な場合、
直接報告基準に該当する場合〕

庁

警察本部

災害時の応急活動

管区警察局
３

通信手段の確保
災害による被害状況等を的確に収集し、また市民に情報を伝達するために、通信手段を確
保する。
(1) 市防災行政無線の点検
災害発生後、速やかに市防災行政無線の状況を点検する。無線機に支障が生じている場
合は、担当職員が必要に応じ専門業者に協力を求め、速やかに復旧する。
(2) 滋賀県防災情報システムの確認
災害時において、応急活動を迅速かつ的確に実施するため、県本部及び市本部、防災関
係機関等との間で運用している滋賀県防災情報システムの確認を行う。
(3) 代替通信機能の確保
応急対策実施上、必要な情報通信が著しく困難で、復旧対策に支障が生じる場合には、
以下の代替手段を用い通信を確保する。
ア

ＮＴＴ西日本の災害時優先電話
災害発生時における通信の輻輳時に優先的に通話が可能となる「災害時優先電話」を
活用する。

イ

携帯電話又は衛星携帯電話等の使用
迅速かつ的確な応急対策活動を実施するため、携帯電話等を活用する。

ウ

非常無線通信の活用
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することが
できない、又はこれを利用することが著しく困難なときは、警察、消防、交通、電気等

128

第3編
第1部
第2章
第1節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
災害時の応急活動
発災直後の被害情報の収集・報告及び通信手段の確保

の非常通信協議会構成機関が有する自営通信回線等を活用する。
エ

アマチュア無線の活用
災害時の非常通信としてアマチュア無線の活用を図る。

(4) 放送局の利用
市本部は、災害に関する通知、要請、伝達、警告等を行う場合で、テレビ又はラジオに
よる放送を必要とするときには、次の事項を明らかにして県に放送要請を依頼する。
ただし、人命に関する事項など特に緊急を要する場合は、直接放送機関に対して放送依
頼を行い、事後速やかに県に報告する。
放送を求める理由

イ

放送の内容

ウ

その他必要な事項

応急

ア

第１部 第２章 災害時の応急活動
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広報活動
［本部事務局、市民窓口班、各支部］

市本部は、災害時に被災地の市民に対して正確な情報を速やかに提供するとともに、被災地
市民の状況や要望事項等を把握するため、広報活動を速やかに実施する。
１

広報体制の整備
市本部は、次により広報体制を整備する。
(1) 広報重点地区（災害危険地区）の把握
(2) 広報計画の作成

応急

(3) 専任の広報担当者の配置
(4) 広報文案の作成
(5) 広報優先順位の検討

第１部 第２章 災害時の応急活動

(6) 伝達ルートの確立（多ルート化による代替性の確保）
２

広報担当及び各部との連絡
(1) 災害情報、被害状況等災害に関する広報は、本部事務局広報班が市民窓口班及び各支部
と連携して行う。
(2) 各部において広報を必要とする事項は、本部事務局広報班に連絡する。

３

広報体制の整備
(1) 取材に対する対応による業務への支障、情報の混乱等を防ぐために、取材に対する窓口
は本部事務局広報班とする。
(2) 市民等からの問合せ、要望、意見等についての対応は、市民窓口班及び各支部とする。

４

市民に対する広報の方法
市民に対する広報は、次の方法により行う。
(1) 広報紙等による広報
(2) 広報車による広報
(3) 市ホームページ等のインターネットによる広報
(4) テレビ、ラジオ、ＣＡＴＶ等の放送による広報
(5) 防災情報告知放送システムによる広報
(6) 携帯端末の緊急速報メール等による広報

５

報道機関に対する情報発表の方法
(1) 報道機関に対する情報等の発表は、本部事務局広報班が行うものとする。
(2) 情報等の発表は、広報計画に基づき、原則として日時、場所、目的等を各報道機関に周
知した上で発表する。

６

広報の内容
災害広報は、警戒段階、避難段階、救援段階、復旧段階の各段階に応じ、市民に必要な情
報を提供する。
(1) 災害時における市民の心構え
(2) 災害に係る雨量、水位等の気象情報及び災害危険箇所等に関する状況
(3) 被害状況（一般的な被害状況のほか、安否情報も含む）
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(4) 災害応急対策の実施状況
(5) 避難の指示及び避難先の指示等
(6) 電気、電話、水道等の供給状況、復旧の見通し
(7) 災害復旧の見通し
(8) 交通規制及び交通機関の運行状況
(9) その他（給食、給水、生活必需品等の供与状況、ごみの収集、運搬等の生活関連情報
等）必要な事項
(10) 災害の補償や融資に関すること。
相談窓口の設置
市民窓口班及び各支部は、災害に関して寄せられる相談、照会、苦情等に応じるために、

応急

７

相談窓口を設置し、市民の要望等の把握に努める。また、相談窓口で寄せられた相談、照会、
なお、障害者や外国人に対しては、市社会福祉協議会、ボランティア等の協力を得て、相
談に応じる。
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苦情等の情報については、所管部又は関係機関へ適宜伝達し、迅速な処理を求める。
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応援要請
［本部事務局］

市本部は、災害が発生しその被害が広範囲に及ぶなど、市独自では災害への対応が困難と判
断される場合、あらかじめ策定する災害時受援計画に基づき、自衛隊、県、他市町村、災害時
応援協定締結先等に応援要請を行い、災害応急対策の万全を期す。
１

県等への応援要請
(1) 県又は指定地方行政機関等への応援要請
市本部は、県又は指定地方行政機関等に応援あるいは職員派遣の斡旋を求める場合、県

応急

に対して以下の事項を記載した文書をもって要請する。ただし、事態が緊急を要し、文書
をもって要請することができないときには、口頭又は電話により要請し、要請後速やかに
文書を送付するものとする。
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ア

応援要請時に記載する事項
(ｱ) 災害の状況
(ｲ) 応援を要請する理由
(ｳ) 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量
(ｴ) 応援を必要とする場所
(ｵ) 応援を必要とする活動内容
(ｶ) その他必要な事項

イ

職員派遣斡旋要請時に記載する事項
(ｱ) 派遣の斡旋を求める理由
(ｲ) 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数
(ｳ) 派遣を必要とする期間
(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件
(ｵ) その他職員の派遣について必要な事項

(2) 国の機関に対する職員派遣の要請
市本部は、市内における災害応急対策又は災害復旧のため、
必要があると認めるときは、
指定地方行政機関の長に対し、以下の事項を記載した文書をもって当該機関の職員の派遣
を要請する。

２

ア

派遣を要請する理由

イ

派遣を要請する職員の職種別人員数

ウ

派遣を必要とする期間

エ

派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ

その他職員の派遣について必要な事項

応援受入れ体制の確保
(1) 連絡体制の確保
市本部は、応援要請が予測されるような大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合においては、迅速かつ的確にその状況を把握し、国、関係都道府県、他市町村等に
通報するほか、必要な情報交換を速やかに行うものとする。
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(2) 受入体制の確保
ア

連絡窓口の明確化
市本部は、国、関係都道府県、他市町等との連絡を速やかに行うための連絡窓口を本
部事務局に設置する。

イ

経費の負担
(ｱ) 国又は他府県、他市町から市本部に職員派遣を受けた場合には、市本部に派遣され
た職員に対する災害派遣手当及び給与等の経費について、災害対策基本法施行令（昭
和 37 年政令第 288 号）第 18 条及び第 19 条に基づき、市が負担する。
て定めた方法に従う。

３

応急

(ｲ) 指定公共機関等から協力を受けた場合の経費負担については、事前に相互に協議し
消防機関の応援要請及び応援出動
市本部は、消防本部の有する消防力では十分な活動が困難と判断される場合には、消防
本部と連携し、県下の他の消防機関に対して、滋賀県消防相互応援協定に基づく応援要請
を速やかに行うものとし、その旨を県に連絡するものとする。
なお、滋賀県消防相互応援協定による応援のみでは対処できない場合には、速やかに知
事に対して他府県からの応援を要請する。
(2) 応援体制
消防本部は、県内の他市町等における災害の発生を覚知したときは、災害情報の収集に
努めるとともに、応援体制を整え、要請を受けた場合には、直ちに出動して要請した市町
の長の指揮下に入り行動するものとする。
なお、応援出動の際には、その旨及びその結果を知事に連絡するとともに、被災した地
方公共団体の負担とならないよう自給自足の応援体制をとる等、被災状況に留意するもの
とする。
４

自衛隊派遣要請
災害の発生に際して、人命又は財産の緊急的な保護のため必要であり、かつ自衛隊以外の
機関では対処が困難であると認められるとき、又は災害の発生が現に迫り予防措置が急を要
する場合であり、かつ、自衛隊の派遣以外に対処方法がないと認められるときには、以下に
より自衛隊の災害派遣要請を知事に要請する。
(1) 災害派遣の要請者
知事
(2) 災害派遣要請の内容
ア

被害状況の把握

イ

避難者の援助

ウ

被災者等の捜索救助

エ

水防活動

オ

消防活動

カ

道路又は水路の啓開
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キ 応急医療、救護及び防疫
ク 通信支援
ケ 人員及び物資の緊急輸送
コ 炊飯、給水及び給湯
サ 救援物資の無償貸付又は譲与
シ 危険物の保安及び除去
(3) 災害派遣要請の依頼
本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、自衛隊の災害派遣を必要

応急

と認めるときは、文書をもって知事に対して災害派遣要請の依頼を行う。ただし、緊急を
要する場合には、口頭又は電話等をもって行い、その後速やかに文書を提出する。
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ア

派遣要請を行う場合の連絡及び関係書類の提出先は、県防災危機管理局とする。

イ

本部長は、通信の途絶等により、知事に対して自衛隊の派遣要請を依頼することが
できない場合には、その旨及び災害状況を自衛隊に通知する。その場合、速やかに知
事に派遣要請を行った旨を通知する。
【表
機関名

直接要請文書を送付する場合のあて先】

連絡窓口

電話･FAX 番号

所在地

陸上自衛隊
今津駐屯地

第３戦車大隊長
（窓口：第３係）

高島市今津町
平郷 995

陸上自衛隊
大津駐屯地

中部方面混成団長 大津市際川 1(大津駐屯地司令) 1-1

備考

衛星電話番号
Tel 0740-22-2581
Fax 0740-22-1309
025-171
Tel 077-523-0034

内線 235～237
INS
0740-22-8048
内線 230～233

025-100-862

(4) 災害派遣部隊の受入れ措置
市本部は、自衛隊の派遣が決定された場合には、直ちにその旨を関係機関に連絡すると
ともに、受入れ体制について以下の事項に留意し、派遣部隊の活動が十分行えるよう整備
を図る。
ア

出動時における県警察本部への協力要請

イ

自衛隊の受入れ担当（本部事務局総括班）の配置

ウ

自衛隊の本部事務室の設置

エ

派遣部隊の宿泊施設又は設営適地の準備

オ

派遣部隊に必要な資機材の準備

カ

ヘリポートの確保

(5) 災害派遣部隊の撤収要請の依頼
本部長は、災害派遣要請の目的を達成したとき又はその必要がなくなったときには、速
やかに文書をもって知事に対し撤収要請を依頼する。ただし、文書による報告に日時を要
するときには、口頭又は電話等で撤収要請を依頼し、その後文書を提出する。
(6) 経費負担区分
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自衛隊の災害派遣を要請した市本部は、自衛隊の災害派遣部隊等が災害救助作業又は
復旧作業の実施に伴い要した経費を負担する。
ア

派遣部隊が連絡のため宿泊施設に設置した電話の設置費及び通話料金（災害派遣に
係わる事項に限る。）

イ

派遣部隊が宿泊のため要した宿泊施設、借上料、電気料、水道料等の経費

ウ

活動のため現地で調達した資機材の費用

エ

派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損害（自衛隊装備に係るものを除く。）の
補償
その他必要経費については、事前に協議する。

応急

オ
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【自衛隊災害派遣要請の系統図】

派

本部長

要請依頼

滋賀県知事

要請依頼

要請依頼

派遣要請

遣 要 請

要請依頼

緊急通知

県地方機関の長
警察署長
指定地方行政機関の長

応急

※事態の推移により要請しないと
決定した場合、その旨連絡

県・市の受入体制

災害時の応急活動

・被害状況の把握
・避難の援助
・遭難者等の捜索援助
・水防活動
・炊飯及び給水
・救援物資の無償貸与又は譲与

派遣活動

第１部 第２章

自衛隊の災害派遣

陸上自衛隊（陸上自衛隊第３戦車大隊）

・消防活動
・道路又は水路の啓開
・応急医療、救護及び防疫
・人員及び物資の緊急輸送
・危険物の保安及び除去等の活動
・その他臨機の対応

受入施設等の確保

作業計画、資機材の準備

防災関係機関との役割分担

被 災 地 で

協議

滋賀県知事

活 動

協議

派遣部隊の撤収

撤収要請

本部長及び
関係機関の長

の 救 援

陸上自衛隊（陸上自衛隊第３戦車大隊）

自衛隊派遣部隊等の撤収
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第４節

広域災害発生時における被災地支援
［全部局］

広域災害が発生し、全国的規模による支援が必要と判断される場合、速やかに広域災害支援
体制を確立し、県と調整の上必要な災害支援活動を積極的に実施する。
１

支援対策本部の組織体制
広域災害が発生した場合、市長の判断により市に支援対策本部を設置し、必要な災害支援
活動を実施する。
なお、支援対策本部は、支援対策活動がおおむね終了し、市長が必要なしと判断した場合

応急

に閉鎖する。
(1) 支援対策本部組織
本部長

本部員

副市長
教育長、危機管理監、政策監、各部長

(2) 支援対策本部事務局
支援対策本部に事務局を設置し、防災危機管理課が担当する。
(3) 支援対策本部の設置場所
支援対策本部の設置場所は、市役所内とする。
２

災害支援活動の内容
災害応急対策の実施に必要な事項全般について、支援活動を実施する。
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第５節

救助・救急活動
［本部事務局、消防本部、福祉・医療部、消防団］

市本部は、消防本部と連携し、市民の生命を地震、台風その他災害から保護するため、救助・
救急機能を最大限に活用し被害軽減を図る。
なお、災害時においては、集中的な救助・救急活動が想定されるため、これらに対処するた
め、以下の要領により救助・救急活動を効果的に実施する。
１

人命救助の原則
(1) 人命救助は、火災防御行動より優先するが、両者は、原則として併用行動とする。

応急

(2) 救助・救急活動は、人的被害規模の大きい現場を優先して実施する。
(3) 負傷者が多い場合には、トリアージ等による効率的な救助活動を実施するとともに、幼
児、高齢者及び重症者を優先的に救助する。
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２

実施体制
被災者の救助は、消防本部が中心となって行うものとし、消防団、派遣された自衛隊、赤
十字奉仕団等と連携して活動を進める。
なお、必要に応じ県外の消防機関にも応援を求める。

３

情報収集
市本部は、消防本部と連携し、関係機関からの情報、市民からの通報、参集職員からの情
報、消防団員及び自主防災組織等からの情報などを総合し、被害状況をより正確に把握する
とともに、救助・救急活動の初動体制を整える。

４

救助活動
被災者の救助は、災害状況と被災者の疾病、傷病の程度等を勘案し、関係機関との緊密な
連携のもとに行う。
特に災害発生直後においては、地域の自主防災組織が救助活動に協力するとともに、自主
的に救助活動を行う。また、山間部や交通の途絶等で目的地到達が困難な場合においては、
県防災ヘリコプターの出動を要請するなど、迅速かつ的確な措置を講じる。
(1) 救助の対象者
救助の対象者は、災害によって早急に救助しなければ生命の安全を保障できない危険な
状態にある者を優先する。
なお、救助を必要とする状態にある場合を例示すると、次のとおりである。
ア

地震の際に倒壊家屋の下敷きになったような場合

イ

水害の際に流失家屋とともに流され、孤立した地点に取り残されたような場合

ウ 土砂災害により生埋めとなったような場合又は交通路の寸断等で完全に孤立した場合
(2) 救助の方法
被災者の救助は、市本部及び消防本部が消防団等と連携した救助班を編成して、救助に
必要な車両、機械、器具等を準備の上、災害の状況に応じた方法により実施する。
ア

被災者が少ない場合
消防長の指揮により救助作業を実施し、負傷者を直ちに病院又は救護所へ搬送する。
負傷者以外の被災者は、最寄りの避難所へ誘導する。
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被災者が多い場合
被災者救助本部を設置し、消防長の指揮下で救助作業を行う。
市内の病院の応援及び協力のもとに、トリアージにより傷病者の重症度判定を行うと
ともに応急措置を実施する。二次救護等の必要な重症者については、速やかに後方医療
施設に移送する。

ウ

非常時における救急応援要請
人的被害が大きく救助及び救急活動が消防本部及び市内関係機関の総力を挙げても、
措置不能であると判断した場合には、関係機関及び救急指定病院等に連絡し、迅速な応

エ

応急

援を求める。
孤立時の救助及び救急対策
孤立時の救助及び救急については、消防団員が中心となり、地域の協力を得つつ応急
オ

医療救護関係機関との連携
医療救護関係機関と連携を図りながら、人命救助を実施する。

カ

その他
消防等防災機関のみでは被災者救助が困難なときには、自衛隊、近隣市町、県外の消
防機関等に対して応援を要請する。
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第６節

医療救護活動
［福祉・医療部、消防本部］

１

医療機関による医療救護活動
災害のため、被災地の市民が医療及び助産の手段を失ったときは、東近江医師会等と連携
し、応急的に医療及び助産を施し、被災者の保護を図る。
(1) 医療救護活動
ア

市本部は、県災害医療地方本部となる東近江保健所及び東近江医師会等医療関係機関
（以下「東近江保健所等」という。
）と連携し、災害の状況に応じた適切な医療救護活

応急

動を以下の４段階で実施する。また、市本部だけでは必要な医療及び助産が確保できな
いときは、隣接する市町及び相互応援協定締結市町や県に応援を要請する。
【表

フェーズに応じた４段階の医療救護活動】
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フェーズ

時間経過

活動内容

第１フェーズ

災害発生から３時間程度

初動体制

第２フェーズ

３日間以内

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）派遣

第３フェーズ

４日から２週間

医療救護班の派遣

第４フェーズ

２週間から２箇月程度

医療救護活動の終了

☞フェーズ（phase）：段階、局面を指す。

イ

東近江保健所等は、災害時において市本部から医療救護班の派遣要請を受けた場合に
は、災害現場に医療救護班を派遣し、迅速な救急医療活動を実施する。

ウ

東近江保健所等は、市本部から医療救護班に関し派遣要請を受けた場合には、速やか
に医療救護班を編成し派遣する。医療救護班は、災害現場で速やかに救急医療活動を実
施する。

(2) 医療救護の実施体制
ア

実施体制
市本部は、東近江保健所等に医療救護班の派遣を要請し、医療チームによる被災現場
及び救護所（避難施設等に設置）での医療及び助産活動にあたる。
なお、医療救護の実施に当たっては、東近江保健所等の協力を得ながら市内及び近隣
市町の病院にも協力を求める。また、災害規模及び発生状況に応じて、県地方支部を通
じ県本部に医療救護班の派遣を要請する。

イ

医療救護班の編成
医療救護班の人員構成は、医師１人、看護師２～３人とし、必要に応じ事務要員（保
健師を含む）を追加する。なお、医師を医療救護班の責任者とする。

ウ

医療救護所の設置
被災現場、避難所及び被災地内の医療施設等に、必要に応じて医療救護所を設置し、
医療及び助産を必要とする者に対し、迅速かつ適切に医療救護や助産を行う。
なお、医療救護所設置の場合の予定場所については、おおむね次の場所とし、災害の
発生状況に合わせつつ、必要に応じて設置場所を定める。
(ｱ) 集中して負傷者が出ている地域
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(ｲ) 指定避難所
(ｳ) 市の公共施設等
(ｴ) その他医療救護所の設置が必要な場所
エ

医療救護班の派遣要請
被害の程度が深刻であり、市における医療救護体制のみでは応急医療対策が不十分で
あると判断される場合には、県地方支部を通じて、県本部に対し医療救護班の派遣要請
を行う。

(3) 病院等の被災状況等の把握
等あらゆる手段を用いて、病院等の被災状況等を把握する。
ア

重症及び人工透析等の継続的な治療を要する患者の受入可能限度の確認
認を行う。

イ

医療救護班の派遣体制の確認
(ｱ) 派遣可能医療救護班の数
(ｲ) 派遣可能医療従事者の数
(ｳ) 救護活動に要する不足医薬品等の医療資機材
(ｴ) 不足医療従事者（医師・看護師等）

ウ

等

診療機能の停止又は低下している病院等の確認
施設及び設備の損壊、ライフラインの途絶等により、診療機能が停止又は低下してい
る病院等を確認する。
(ｱ) 簡易な修繕等により原状復旧が可能な病院等
(ｲ) 修繕等が不可能な病院等（当分の間、診療機能の回復の目処が立たない病院等）

現地救護所における現場救急活動
死者、負傷者等が多数であるなど災害現場での医療救護活動が早期に必要とされる場合、
県は、消防本部、県警察本部等からの災害発生情報に基づき、災害拠点病院等に災害派遣医
療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請を行う。
災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）は、災害発生直後の短期間、災害現場や現地救護所（災
害現場付近に設置）で応急処置やトリアージ等の現場救急活動を行う。
市は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が派遣された場合、同班の搬送や現地合同調整所
における情報共有など、必要な連絡調整を行う。

３

医療救護班による医療救護活動
(1) 医療救護班の業務
ア

傷病者に対する応急措置

イ

後方医療機関への搬送の要否及び緊急治療の優先順位の決定（トリアージ）

ウ

搬送困難な患者及び軽症患者の医療

エ

死亡の確認及び遺体の検案への協力（死因その他の医学的検査）

オ

助産活動（状況により実施）

141

第１部 第２章 災害時の応急活動

患者受入に当たっての不足医療資機材及び不足医療従事者（医師、看護師等）等の確

２

応急

市本部は、消防本部及び東近江保健所等と連携し、消防無線、携帯電話、防災行政無線

第3編
第1部
第2章
第6節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
災害時の応急活動
医療救護活動

(2) トリアージ
人員、医薬品、医療材料等を勘案の上、治療の優先順位を決定し、効率的な治療を実現
するため、トリアージを実施する。
☞トリアージ（Triage）：災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急度や重
症度に応じて適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定することをいう。

(3) 医療救護の対象、範囲等
ア

対象者
医療を必要とする状態にあり、かつ災害のため医療の手段を失ったもの。

イ

範

囲

応急

応急的な医療救護の範囲は次のとおりとする。
(ｱ) 診察
(ｲ) 薬剤又は治療材料の支給
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(ｳ) 措置手術その他治療及び施術
(ｴ) 病院又は診療所への収容
(ｵ) 看護
(4) 助産救護の対象、範囲等
ア

対象者
災害救助法による助産基準に準じて、災害発生の日以前又は以後 7 日以内に分べんし
た者で、災害のため助産の手段を失ったもの

イ 範 囲
(ｱ) 分べん介助
(ｲ) 分べん前及び分べん後の措置
(ｳ) 脱脂綿、ガーゼその他衛生材料の支給
４

搬送体制の確保
市本部は、消防本部と連携し、医療救護活動を適切に進めるために、搬送体制を速やかに
確立し、傷病者の搬送、医療救護スタッフの搬送、医薬品等の医療用物資の搬送を迅速かつ
的確に実施する。
(1) 傷病者の搬送
病院での治療が必要な傷病者については、災害拠点病院である近江八幡市立総合医療セ
ンター又は市内のその他の病院若しくは基幹災害拠点病院である大津赤十字病院等に搬送
する。
ア

市内病院への搬送
市内の病院へは、自動車によって搬送する。

イ

市外の病院への搬送
市外の病院への搬送は、自動車による搬送を基本とし、市有自動車、消防本部の自動
車、タクシー等により行う。また、生命の危険が切迫しているか、又はその可能性が疑
われ、かつ、緊急処置を必要とする場合は、消防本部を通じてドクターヘリの出動を要
請し、搬送する。
なお、道路被害等の状況により、自動車での搬送ができない場合には、県防災ヘリコ
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プターによる搬送とする。
(2) 医療救護スタッフの搬送
ア

市内における医療救護スタッフの搬送
市内における医療救護スタッフの搬送は、自動車による搬送とする。
なお、道路被害等により自動車での搬送ができない地区への搬送は、県防災ヘリコプ
ターによる搬送とする。

イ

市外からの医療救護スタッフの搬送
自動車により搬送する。
医薬品等の医療用物資の搬送

応急

ウ

医療物資の供給元が車両搬送する。
なお、道路被害や被災者の避難等で交通路が混乱している場合には、自衛隊等の関係
５

医薬品等の供給
医療及び助産に必要な医薬品及び医療器材の調達については、市内の主要薬局薬店より調
達する。また、東近江保健所を通じて滋賀県医薬品卸協会等に協力を要請するほか、市内調
達でも不足する場合については、県に対して医薬品の供給を要請する。
なお、輸血用血液製剤については、滋賀県赤十字血液センターに供給を要請する。
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機関と連携を図り、ヘリコプターを活用して行う。
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避難収容
［本部事務局、福祉・医療部、避難支援・教育部］

１

避難情報等の伝達
本部長は、水害や土砂災害等の災害が発生するおそれがある場合で、市民の生命及び身体
に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、災害危険区域の住民に対し、あらかじめ高
齢者等避難を発令する。
危険な状況が進展し災害のおそれが高いと認められる場合には避難指示を発令する。また、
災害の発生を把握できた場合又は災害がまさに発生するおそれがあることを把握できた場合

応急

には、緊急安全確保を発令する。
なお、避難のための立退きを行うことによりかえって生命又は身体に危険が及ぶおそれが
あると認めるときは、地域の居住者に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のため
避難情報等の伝達に関する詳細については、
「避難情報等の判断伝達マニュアル」による。
(1) 高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保
ア

避難情報等の実施責任者、措置、実施の基準
警戒レベル

事項
実施責任者

措

置

実

施

基

準

区分
市長

３
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の安全確保の措置を指示することができる。

４

要配慮者等（社会福
祉施設を含む）に対
する立退き及び立退
き先の指示
市長
立退き及び立退き先
(災 害 対 策基 本法第 の指示
60 条)
知事及びその命を受 立退きの指示
けた職員（水防法第
29 条、地すべり等防
止法 25 条）
水防管理者（市長） 立退きの指示
（水防法第 29 条）
警察官
立退きの指示
（ 災害対策基本法第
警
告
避難指示
61 条、
避難等の措置
警察官職務執行法第４
条）

高齢者等
避難

災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合において、特別の必要がある
と認められるとき
災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合において、特別の必要がある
と認められるとき
洪水・地すべりにより著しい危険が切
迫していると認められるとき。

洪水により著しい危険が切迫している
と認められるとき。
市長が避難のための立退きを指示する
ことができないと認めるとき。
市長から要求があったとき。
重大な被害が切迫したと認めるとき
は、警告を発し、又は特に急を要する
場合において危害を受けるおそれのあ
る者に対し、必要な限度で避難の措置
をとる。
自衛官
避難について必要な 災害により危険な事態が生じた場合に
（自衛隊法第 94 条） 措置
おいて、警察官がその場にいない場合
に限り災害派遣を命じられた部隊等の
自衛官は避難について必要な措置をと
る。
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避難指示に当たっての助言

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
（災害対策基本法第 61 条の２） は、避難指示等に関する事項について市長から助言を求めら
れた場合には、その所掌事務に関し、必要な助言をする。
知事による避難の指示等の代行 知事は、市長がその全部又は大部分の事務を行うことができ
（災害対策基本法第 60 条第６ ない時は、避難の指示に関する措置の全部又は一部を代行す
項）
る。
避難指示の解除に当たっての助 国土交通大臣又は知事は、避難指示等の解除に関する事項に
言
ついて市長から助言を求められた場合には、
必要な助言をす
（土砂災害防止法第 32 条）

る。

イ

応急

※（避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危機が及ぶおそれがあると認めるとき
は、屋内での退避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示することができる。）

避難情報を発令するときは、警戒レベルを付し、以下の内容を示して発令する。
(ｲ) 避難先
(ｳ) 避難理由
(ｴ) 避難時の注意事項等

ウ

市本部は、避難情報を発令した場合、必要事項を関係機関へ通知する。
(ｱ) 市本部から知事への報告は、滋賀県防災情報システムを使用して行う。
(ｲ) 滋賀県防災情報システムが使用不可能な場合又は県からの指示があった場合には、
県地方本部を通じて県本部へ報告する。
(ｳ) 避難指示等が洪水等による事由で行われた場合には、このことを速やかに下流地域
の水防管理者へ連絡する。

エ

市本部は、自ら避難情報を発令した場合又は他機関からその旨の通知を受けた場合に
は、速やかにその内容を市民に対して周知する。
なお、避難の必要がなくなった場合も同様とする。

(2) 避難対象地区
災害の発生により人命の危険が予想される以下に掲げる地区
ア

河川の氾濫等により人命及び住家に被害の発生が予想される地区（洪水浸水想定区域
等）

イ

土砂災害等により人命及び住家に被害の発生が予想される地区（土砂災害警戒区域等）

ウ

その他災害の態様により、避難を必要とする地区

(3) 水害に関する避難指示等の基準
ア

避難情報の基準に用いる指標
水害に関する避難情報の基準に用いる指標は、河川管理者から提供される避難と関連
した定量的情報によって設定する。また、定量的情報が提供されていない区域について
は、現地情報等を基準の指標とする。
【表
区
洪水予報河川

基準に用いる指標】

分

対象河川、地域
琵琶湖及び日野川
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(ｱ) 避難対象地域
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水位周知河川

愛知川

水位情報

上記以外の河川

蛇砂川等

現地情報等

地先の安全度マップ浸水区域

市全域

現地情報等
雨量観測所・水位観測所：資料編 10－３参照

イ

各河川の基準
各河川の基準は以下のとおりとする。
【表 洪水予報河川(琵琶湖、日野川)の水位に基づく基準】
区

分

応急

【警戒レベル３】
高齢者等避難
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【警戒レベル４】
避難指示

【警戒レベル５】
緊急安全確保

洪水予報河川(琵琶湖、日野川)の水位に基づく基準
・基準地点の水位が避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見
込まれる場合
・氾濫警戒情報が発表された場合
・基準地点の水位が、一定時間後に堤防天端高に達すると見込ま
れる場合
・氾濫危険水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれ、氾濫危険
情報が発表された場合
・破堤につながるような大量の漏水や亀裂等が発見された場合
・基準地点の水位が堤防天端高に達し、氾濫発生情報が発表され
た場合
・洪水予報区間で氾濫が発生し、氾濫発生情報が発表された場合
・堤防が決壊した場合

【表 水位周知河川(愛知川)の水位に基づく基準】
区

分

【警戒レベル３】
高齢者等避難

【警戒レベル４】
避難指示

【警戒レベル５】
緊急安全確保

水位周知河川(愛知川)の水位に基づく基準
以下の条件を満たしたときに発令することを基本とする。
・大雨警報(浸水害)が発表され、基準地点の水位が、避難判断水
位に達し、氾濫危険水位に到達すると予測される場合
以下の条件を満たしたときに発令することを基本とする。
・大雨警報(浸水害)及び洪水警報が発表され、基準地点の水位が、
氾濫危険水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合
・破堤につながるような大量の漏水や亀裂等が発見された場合
以下のいずれかの条件を満たしたときに発令する。
・氾濫が発生した場合
・堤防が決壊した場合

【表 洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川(蛇砂川等)に対する基準】
区

分

【警戒レベル３】
高齢者等避難
【警戒レベル４】
避難指示

【警戒レベル５】
緊急安全確保

基

準

・台風の規模、気象予警報、降雨予測情報、パトロール及び市民
からの通報による地域情報等から、浸水の危険が高いと判断し
た場合
・台風の規模、気象予警報、降雨予測情報、パトロール及び市民
からの通報による地域情報等から、浸水の危険が極めて高いと
判断した場合
・近隣で既に浸水が発生し、台風の規模、気象予警報、降雨予測
情報、パトロール及び市民からの通報による地域情報等から、
さらに浸水の区域が甚大化、拡大化するおそれがあると判断し
た場合
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【表
区

地先の安全度マップの浸水区域に対する基準】

分

【警戒レベル３】
高齢者等避難
【警戒レベル４】
避難指示

準

・台風の規模、気象予警報、降雨予測情報、パトロール及び市民
からの通報による地域情報等から、浸水の危険が高いと判断し
た場合
・台風の規模、気象予警報、降雨予測情報、パトロール及び市民
からの通報による地域情報等から、浸水の危険が極めて高いと
判断した場合
・近隣で既に浸水が発生し、台風の規模、気象予警報、降雨予測
情報、パトロール及び市民からの通報による地域情報等から、
さらに浸水の区域が甚大化、拡大化するおそれがある判断した
場合

ア

避難情報の対象地区
土砂災害に関する避難情報の対象地区は、以下の土砂災害警戒区域等の存する地区と
し、当該土砂災害警戒区域を含む自治会（避難単位）に対して避難情報を発令する。
【表
区

分

避難指示等の対象地区】
対象地区

避難単位

土石流危険地区

土砂災害警戒区域（土石流）

対象地区を含む自治会

急傾斜地危険地区等

土砂災害警戒区域（急傾斜地）

対象地区を含む自治会

地すべり危険地区

地すべり防止区域

対象地区を含む自治会

土砂災害危険箇所：資料編 10－５参照
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域：資料編 10－７参照

イ

土砂災害に関する避難情報の基準
県と彦根地方気象台から土砂災害警戒情報が発表された場合や土砂災害の前兆現象が
発見された場合に、「避難情報等の判断・伝達マニュアル」に基づき、次表の基準で避
難情報を発令する。
【表
区

土砂災害に関する避難情報の基準】

分

基

準

大雨警報(土砂災害)が発表され、以下の条件を満たしたときに発
【警戒レベル３】
高齢者等避難

表する。
・今後２時間先までの降雨予測結果が土砂災害に警戒を要する降
雨水準に達した場合（県砂防課の土砂災害降雨危険度）
以下のいずれかの条件を満たしたときに発令する。
・土砂災害警戒情報が発表され、今後２時間以内に土砂災害が発

【警戒レベル４】
避難指示

生する降雨水準に達する見込みがある場合（県砂防課の土砂災
害降雨危険度）
・近隣で土砂災害発生の前兆現象（湧き水・地下水が濁り始めた、
量が変化した時等）が発見された場合
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(4) 土砂災害に関する避難情報の基準

応急

【警戒レベル５】
緊急安全確保

基
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・近隣で土砂災害の危険が切迫している場合
・現在の降雨水準が土砂災害の多発する水準に達している場合（県
砂防課の土砂災害降雨危険度）
【警戒レベル５】
緊急安全確保

２

以下のいずれかの条件を満たしたときに発令する。
・近隣で土砂災害が発生した場合

警戒区域の設定
災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人命又は身体を保護する必要が

応急

ある場合、警戒区域を設定し一般の立ち入りの禁止及び退去を命ずる。
【表

第１部 第２章 災害時の応急活動

設定権者

種類

市

長

災害
全般

警察官

災害
全般

消防吏員又は
消防団員
消防団長・団員
又は消防機関に
属する者

３

水害除
く災害
危険物
事故
洪水

警戒区域の設定権限】
要

件（内容）

災害が発生し、又は災害が発生しようとしている場合
において人の生命又は身体に対する危険を防止するため特
に必要があると認めるとき。
同上の場合において、市長若しくはその委任を受けた
市の吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要
求があったとき。
人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、
又は財産に重大な被
害を及ぼすおそれのある天災等危険な事態がある場合
災害の現場において、消防活動の確保を主目的に設定
する。
事故現場において、火災発生のおそれが著しく大であ
り、かつ火災発生により人命、財産に著しい被害を与
えるおそれがある場合
水防上緊急の必要がある場所において設定する。

根拠法令
災害対策基本法第
63条
災害対策基本法第
63条
警 察 官 職 務 執 行法
第４条
消防法第36条で準
用する同法第28条
消防法第23条の２

水防法第21条

避難情報の伝達及び避難者の誘導
(1) 避難情報の伝達
市本部は、避難情報を発令した場合、避難対象区域の市民、自治会長及び要配慮者施設
の管理者に対して、避難情報を速やかに伝達する。
(2) 避難者の誘導
市本部は、避難情報を発令した場合、必要に応じて、消防本部、消防団、県警察、自治
会（自主防災組織）、施設管理者等の協力を得て、避難誘導を実施する。
ア

誘導に当たっては、指定避難所へ自治会単位での集団避難を心掛け、要配慮者等を優
先して行うものとする。

イ

避難路については、安全を十分確認し、特に危険な箇所は、誘導員の配置及び誘導ロ
ープの設置を行い、また、夜間においては、可能な限り投光器又は照明器具を使用して
避難中の事故防止に万全を期すものとする。

ウ

避難に当たっては、携行品を必要最小限に制限し、早期に避難を完了させる。

エ

避難者の移送及び輸送は、避難者が自力で避難できない場合や遠距離避難を強いられ
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る場合、車両又は船艇により行う。
オ

災害が広範囲で大規模な場合で、市本部での対応が不可能なときは、県本部に協力を
要請する。

４

指定避難所の開設
(1) 指定避難所の開設
ア

市本部は、災害が発生し又は発生するおそれのある場合に、災害の種類、被害状況等
を考慮し、適切な場所の指定避難所を開設するとともに、指定避難所を開設するときは、
速やかに当該施設の管理者に連絡する。
に開設する。ただし、福祉避難所の開設に当たってはこの限りではない。

イ

本部長は、指定避難所を開設したときは、直ちに建物及び収容者の管理のための指定
し、指定避難所の開設及び被災者の収容にあたる。ただし、緊急を要する場合で、職員
の派遣が困難な場合は、あらかじめ協議した自主防災組織の役員や施設の管理者を開設
者とすることができる。

ウ

本部長は、指定避難所を開設したときは、直ちに次の事項を知事及び警察署長に報告
する。（閉鎖したときも同様に報告する。）
(ｱ) 開設の日時、場所
(ｲ) 箇所数及び収容人員
(ｳ) 開設期間の見込み
(ｴ) 避難対象地区名

エ

指定避難所開設の期間は、災害発生の日から７日以内（災害救助法）とする。ただし、

収容期間の延長の必要があるときは、期間を延長することがある。
被害が深刻で、あらかじめ選定した指定避難所を利用することが困難な場合は、速や
かに県本部等に要請するなどして、市内に適地を選定して仮設物、天幕等を設置し避難
所とする。
カ

指定避難所を利用することが困難な要配慮者については、福祉避難所へ移送する。

(2) 指定避難所の収容対象者
ア

住居が全壊、全焼、流失、大規模半壊、半壊、半焼、床上浸水等の被害を受け、日常
生活する場所を失った者

イ

自己の住家には直接被害はないが現実に災害に遭遇し、速やかに避難しなければなら
ない者

５

ウ

災害により、現に被害を受けるおそれがある者

エ

その他避難が必要と認められる者

指定避難所の管理及び運営
指定避難所の管理及び運営は、以下による。
なお、避難所の管理及び運営に関する詳細については、
「避難所運営マニュアル」による。
(1) 避難者の収容
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避難所責任者（指定避難所の管理運営責任者としてあらかじめ指定された職員）を派遣

オ

応急

なお、指定避難所の開設に当たっては、施設機能の回復を考慮し、体育館等を優先的
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ア

避難所責任者は、避難者を収容する。

イ

避難所責任者は、避難者を収容したときは、直ちに「避難所状況報告書」を作成し、
さらに避難者等が記入した「避難者カード」により避難者名簿を作成する。
避難者カード：避難所運営マニュアル参照

ウ

避難所責任者は、避難者の収容にあたり当該指定避難所が被害を受け、収容困難とな
ったとき、又は収容能力に余裕がないときは、市本部の指示を受け、他の避難所に収容
するものとする。

エ

指定避難所の収容能力を超える避難者が生じた場合は、民間施設の管理者など関係機
関への要請、屋外避難所の設置、県への要請等により必要な施設の確保を図る。

応急

(2) 指定避難所の管理・運営
市本部は、避難者、自主防災組織、施設管理者等と連携して指定避難所の管理運営を行
う。
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(3) 飼育動物の対応
ア

災害時におけるペットの取扱いは、
「人とペットの災害対策ガイドライン」
（環境省作

成）に基づき、飼い主によるペットの飼養管理を基本する。市は、県及び関係団体と連
携し、必要な支援を行うよう努める。
イ

市は、適切な避難行動を推進する観点から、指定避難所にペットの同行避難のために
必要なペット用スペース等の確保に努める。

ウ

身体障害者補助犬については、身体障害者との同伴を原則とし、必要な避難スペース
等を確保する。

(4) 指定避難所の感染症対策
感染症の流行時においては、避難者等に対する手洗い、咳エチケット等の基本的な感染
症対策の徹底、避難所内の十分な換気、避難者同士の十分なスペースの確保に努める。ま
た、感染症の症状がある者の専用スペースやトイレを確保し、他の避難者との動線を区分
するなど、感染症の予防・蔓延防止のための対策を行うものとする。
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第８節

緊急輸送活動
［生活基盤部、生活物資・産業部］

市本部及び防災関係機関は、消火、救助、救急及び医療並びに緊急物資の供給を迅速かつ的
確に実施するため緊急輸送活動を実施する。
１

緊急輸送の対象

段

階

輸

送

対

象

・救助及び救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員及び物資
・消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資
第１段階

保安要員等初動の応急対策に必要な要員、物資等

応急

・政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設
・後方医療機関へ搬送する負傷者等
物資
・上記第１段階の続行
第２段階

・食料、水等生命の維持に必要な物資
・傷病者及び被災者の被災地外への輸送
・輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資
・上記第２段階の続行

第３段階

・災害復旧に必要な人員及び物資
・生活必需品

２

緊急輸送ネットワーク
市本部は、災害時において、県が指定する緊急輸送道路、救援物資の受入場所となる県の
輸送拠点、市庁舎、市の集積拠点、市内の輸送拠点、ヘリポート等を結んだ緊急輸送ネット
ワークを確立する。
集積拠点及び輸送拠点：資料編４－３参照

３

緊急通行車両等の確保
輸送は、車両、鉄道、航空機等の手段を用い交通の回復状況に応じ、必要とする物資・要
員の輸送にあたる。
(1) 車両の確保
市保有の車両で不足する場合は、市内の運送業者に協力を要請する。
(2) 県への要請
車両が不足する場合、県に以下の内容を明示して要請し、車両及び輸送要員等を滋賀県
トラック協会等から調達する。
ア

輸送区間及び借り上げ期間

イ

輸送人員又は輸送量

ウ

車両等の種類及び台数

エ

集結場所及び日時
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・緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び
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オ

その他必要な事項

(3) 鉄道による輸送
緊急輸送のために鉄道を必要とする場合は、西日本旅客鉄道株式会社近江八幡駅長、 西
日本旅客鉄道株式会社彦根駅長、近江鉄道八日市駅長等と協議する。
(4) ヘリコプターによる輸送
陸上の輸送が不可能な場合は、ヘリコプター等の使用について、臨時離発着場を指定し
て、県に要請する。
４

緊急輸送道路の確保

応急

(1) 緊急輸送道路
本市に係わる県指定の路線（第１次・第２次路線）及び市指定の路線（第３次路線）は、
資料編に掲げる路線である。
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(2) 啓開作業
ア

道路施設の被害が甚大で、緊急輸送道路が途絶した場合、道路管理者は、関係機関の
協力を得て、道路における障害物の除去、道路施設の応急補修等の啓開作業を優先的に
行う。

イ

道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合、緊急通行車両の通行を確
保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものと
する。
なお、運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行うも
のとする。

５

緊急通行車両の確認
県公安委員会が災害対策基本法第 76 条による通行の禁止又は制限を行った場合、知事又
は県公安委員会に対して、緊急通行車両の確認を申請し、認定を得て緊急輸送を実施する。
(1) 申請手続
緊急通行車両であることの確認を受けるとき、市長は、「緊急通行車両確認申請書」を
県（防災危機管理局）又は県公安委員会（県警察本部又は警察署交通課）に提出する。
(2) 緊急車両の標章及び証明書の交付
緊急通行車両の認定を受けた場合は、知事又は公安委員会から証明書及び標章を交付さ
れるので、車両の前面の見やすい位置に貼付けて輸送を実施する。

６

集積拠点の設置
市本部は、災害時における物資の輸送効率を上げるため、集積拠点を設置する。
(1) 総合運動公園に物資の集積中心拠点を設置する。
(2) 各地域の運動公園等に集積副拠点を設置する。

７

輸送拠点の設置
市本部は、災害時における指定避難所までの物資の輸送効率を上げるため、小中学校等に
輸送拠点を設置する。また、円滑な物資の輸送を行うため、設置した輸送拠点から各指定避
難所までの配送ネットワークを作成する。

152

第3編
第1部
第2章
第9節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
災害時の応急活動
応急住宅の確保

第９節

応急住宅の確保
［生活基盤部］

市本部は、災害により住家を喪失した被災者に対して仮設住宅を建築し、あるいは災害のた
め被害を受けた住家に対して居住のための必要最小限度の応急補修を行う等、速やかに一時的
な居住の安定を図る。
１

応急仮設住宅の供給
(1) 対象者
応急仮設住宅は、住宅が全焼、全壊又は流失した者であり、居住する住家がなく、自ら
慮の上、要配慮者に配慮し、公平かつ公正に行う。

応急

の資力では住宅を建設できない者を対象とする。入居者の選定については、被災状況を考
(2) 応急仮設住宅の必要数算定
２

応急仮設住宅の供与
(1) 建設型応急住宅
ア

建設計画の作成
建設戸数及び建設用地が確定した段階で、県と協議の上、建設計画を作成する。

イ

応急仮設住宅の建設
市本部は、建設計画に基づいて応急仮設住宅を建設する。また、建設に当たって
は、バリアフリーの確保に努める。
なお、災害救助法が適用された場合、応急仮設住宅の建設は、県が実施する業務で
あるが、知事から市長に委任される場合がある。

ウ

応急仮設住宅への入居
応急仮設住宅の建設後、選定した被災者の入居を実施する。

(2) 賃貸型応急住宅
市本部は、必要な場合、民間賃貸住宅の借上げにより応急住宅を確保する。また、
県では公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会滋
賀県本部との間で災害時応援協定を締結しているため、県を通してそれら団体に協力
を要請する。
災害廃棄物仮置場・応急仮設住宅建設候補地：資料編４－４参照

３

公営住宅の一時提供
(1) 市営住宅等の活用
市本部は、必要な場合、被災者に対し市営住宅への一時的な居住先の確保を行う。ま
た、県及び他市町に対する公営住宅提供の協力要請を行う。
(2) 入居者の選定
入居の対象者は、原則として、応急仮設住宅の入居の基準に準じる。

４

被災住宅の応急修理等
市本部は、被災家屋の居室、炊事場及びトイレ等、最低限日常生活に欠くことのできない
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部分について応急修理を実施し、居住の安定を図る。災害救助法が適用された場合の住宅の
応急修理については、次による。
(1) 住宅の応急修理
住宅の応急修理については以下による。
ア

実施責任者
知事から市長に委任された場合は、市本部が実施する。

イ

対象者
災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力

応急

では応急修理ができない者（「半壊」及び「準半壊」）又は大規模な補修を行わなければ
居住することが困難である程度に住家が半壊した者（「大規模半壊」）で応急仮設住宅（一
定条件のもと一部の賃貸型応急住宅を除く。）を利用しない者を対象とする。
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ウ

応急修理内容
応急修理は、被災家屋の居室、炊事場、トイレ等の最低限日常生活に欠くことのでき
ない部分について行う。

エ

実施期間
災害発生の日から原則として１箇月以内とする。

(2) 住宅関連の障害物の除去
住宅が半壊、床上浸水等で住宅又はその周辺等の日常生活に欠くことのできない場所に
堆積した土砂、廃材等を除去し、日常生活の回復を図る。
ア

対象者
住宅又はその周辺等の日常生活に欠くことのできない場所に障害物が存在するため、
一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力では当該障害物を除去することが
できない者を対象とする。

イ

実施
労力又は機械力が不足する場合に、市本部は、県、関係機関、他市町等に協力を要請
する。

ウ

実施期間
災害発生の日から原則として 10 日以内とする。
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第 10 節

食料・飲料水及び生活必需品の調達、供給
［生活物資・産業部、上下水道部］

１

食料の供給
災害により被災し、日常の食事に支障がある者に対して、応急的な炊出し又は食料品の支
給を行う。
(1) 対象者
食料の供給については、以下の者を対象とする。
イ

住家が被害を受けたため、炊事の不可能な者

ウ

住家に被害を受けたため、一時的に縁故先等へ避難する者

エ

旅行者、市内通過者等で他に食料を得る手段のない者

オ

災害応急対策活動の従事者

カ

災害により通常の供給を受けることが不可能となった者

(2) 食料供給の内容
緊急時には備蓄食料を配分するとともに、市と災害時の応援協定を締結している事業者
等に食料供給要請を行い、主食として米穀、パン等のほか、弁当等を購入してこれを配給
する。また、必要に応じて副食や調味料等を支給するとともに、入院患者、乳幼児、高齢
者等で特別な食料を必要とする者についても配慮する。
食料供給拠点等：資料編４－７参照

(3) 食料の確保
ア

食料供給の必要量の把握を行い、その確保に努める。

イ

食料不足が見込まれる場合には、応援協定企業及び農業協同組合等に対して支援協力
を要請する。

ウ

市内での調達が困難な場合には、県、他市町、自衛隊等へ支援を要請する。
米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（抄）：資料編 13－４参照

(4) 食料供給活動の実施
ア

備蓄食料の配分
災害の程度、避難者の状況等により、緊急に食料の配給が必要な場合には、車両の手
配を行い、職員等を備蓄食料保管場所及び指定避難所に派遣する。併せて消防団、自治
会（自主防災組織）、災害ボランティア等に協力を要請し、備蓄食料の配送及び避難者
や被災者へ配給を行う。
なお、備蓄食料が不足するときには、相互応援協定市町、近隣市町、県等に対して支
援の要請を行うとともに、政府所有の米穀等の調達を併せて要請する。

イ

保管
食料は、原則として食料集積地又は避難所等に保管する。

ウ

輸送
調達した食料の輸送は、原則として、調達先の業者に依頼する。
なお、調達先の業者が輸送困難な場合は、市が輸送を行う。

(5) 配給の方法
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避難情報等に基づき指定避難所に収容された者

応急

ア
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指定避難所における食料の配給は、指定避難所の開設責任者が、避難者、自治会等の協
力を得て実施する。また、配給に当たっては、乳児、高齢者、障害者等に適した食品を
優先的に調達して、これを供与する。
(6) 炊出し
避難が行われたときは、必要に応じて炊出しを実施するものとし、自治会、自主防災組
織、災害ボランティア等に支援を要請し、食料供給拠点、避難所又はその近くの公民館等
の調理施設や機能を有する適当な場所にて行う。
２

飲料水の供給及び給水の実施

応急

飲料水は、生命の維持にとって重要である。このため、市本部は災害による水道施設の破
損、水質汚染等のために飲料水の確保ができなくなった市民に対し、速やかに飲料水の給水
を行う。
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(1) 飲料水等の確保
取水又は送配水施設が、破損又は汚染された場合、次の方法により飲料水等を確保する。
ア

非常用発電装置等により水道施設を稼働させ、飲料水を確保する。

イ

井戸、耐震性貯水槽等の水を濾水機によりろ過し、これに殺菌剤を投入して飲料水と

して適合基準を満たすものを、飲料水として利用する。
東近江市

上下水道施設・簡易水道施設

応急給水源一覧：資料編４－６参照

(2) 給水計画
災害が発生した場合には、応急給水の実施が必要な地域及び給水必要量を迅速に把握し、
給水対象地域、給水場所、給水時間等を内容とする給水計画を策定し、応急給水を実施す
る。
(3) 給水の準備
ア

給水の広報
給水時間、給水場所等を市民に広報する。

イ

給水地点の設定
給水地点は、指定避難所又は被災地区周辺の便利の良い場所に設定する。

ウ

給水用資機材の確保
給水タンク車等が不足する場合には、県、自衛隊又は他の市町に対し協力を要請する。
給水袋等の備蓄資機材が不足する場合には、業者から調達する。

(4) 給水の方法
ア

給水基準
発災後の期間

イ

応急給水量（１人１日当たり）

発災後 ３日間

３ リットル

発災後 ４日～10 日

20 リットル

発災後 11 日～21 日

100 リットル

復興期 22 日～

250 リットル

方法
応急給水の方法は、「運搬給水」と「仮設給水栓給水」とする。
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「運搬給水」とは、給水拠点等の水を利用して給水車等であらかじめ指定した給水ポ
イントや避難所等への給水、「仮設給水栓給水」は、通水可能な配水管の消火栓上に適
宜仮設給水栓を設置して給水することをいう。
ウ

特別措置
病院、社会福祉施設等に対しては、特別給水を実施し、医療活動等に支障のないよう
努め、必要に応じ貯水槽の設置や仮設配管を行う。

エ

その他
(ｱ) 給水に使用する水利の確保
(ｳ) 給水施設の施設管理者による応急復旧

３

応急

(ｲ) 応急給水用機械器具の調達
生活必需品の供給
具その他生活必需品の給与及び物資の供給を行うことにより、被災者の生活の安定を図る。
(1) 供給対象者
指定避難所に収容された者及び災害により被害を受け、日常生活を営むことが困難な者
を対象とする。
(2) 物資の購入
市本部は、市、県等の備蓄物資を使用するとともに、応援協定締結企業、農業協同組合、
大規模量販店、市内業者等に対し生活必需品の供給について協力を要請する。
なお、生活必需品は、以下に掲げる物品等で被災時に必要なものとする。
ア

被服、寝具及び身の回り品

イ

日用品

ウ

炊事道具及び食器

エ

光熱材料

(3) 物資の供給及び配分
市本部は、指定避難所の責任者（施設管理者）
、避難者、自治会等の協力を得て、迅速
かつ的確に供給を行う。
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第 11 節

保健衛生、防疫
［福祉・医療部、市民窓口・環境部、上下水道部］

災害発生時には、被災者の健康管理、病弱者の救済、感染症発生又は拡大の防止及び衛生の
保持に万全を期し、市民生活の安定を図る。
１

保健衛生対策の実施
(1) 保健活動
ア

指定避難所における感染拡大防止対策
指定避難所において、避難所運営マニュアル等に基づきゾーニングや、換気及び消毒

応急

の徹底、体調不良者の健康管理等を行う。
イ

救護所の設置等
指定避難所では、生活環境の激変に伴って被災者が心身の健康に不調をきたす可能性

第１部 第２章 災害時の応急活動

が高い。このため、市本部は、指定避難所を常に良好な衛生状態を保つように努めると
ともに、避難者の健康状態を十分に把握し、必要に応じて救護所等を設ける。
特に、高齢者、障害者等要配慮者の健康状態には配慮する。必要に応じて、福祉避難
所や福祉施設等への移送も検討する。
ウ

巡回健康相談
市本部は、東近江保健所と連携して次の保健活動を実施する。

(ｱ) 指定避難所や被災家庭において、被災者の健康管理を行うため、保健師による巡回
健康相談や家庭訪問を実施する。
(ｲ) 応急仮設住宅入居者が生活環境の変化に順応し、健康で自立した生活ができるよう
訪問指導、健康相談等を実施する。
(ｳ) 東近江保健所と連携して、慢性疾患患者等への対応を行う。
(ｴ) 災害発生時における保健活動の実施にあたり、必要な場合には保健師の派遣につい
て東近江保健所長に要請する。
エ

巡回栄養相談
市本部は、東近江保健所と連携して、次の巡回栄養相談活動を実施する。
(ｱ) 指定避難所や応急仮設住宅等を巡回し、被災者の栄養状態の把握、栄養状態を改善
するための栄養士による巡回栄養相談等を実施する。
(ｲ) 指定避難所の閉鎖後における被災者の食の自立が困難な場合においては、巡回栄
養相談を継続するとともに、小グループ単位で栄養健康教育を実施して、被災者の
栄養バランスの適正化を継続的に支援する。
(ｳ) 巡回栄養相談の実施に当たっては、県と連携して要配慮者等の被災者の栄養状態
を把握するように努める。
(ｴ) 在宅の慢性疾患患者に対する栄養指導を継続的に実施する。

(2) メンタルヘルスケア
被災者の心理的ケアに対応するため、市本部は県と連携して、
「心のケア」や心的外傷
後ストレス障害等に対するパンフレットを被災者に配布するとともに、
「心のケア」に対
する相談窓口を設置する。また、必要に応じて、県を通じて、被災者のこころのケアを
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行う専門チームである災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を要請する。
２

防疫・食品衛生対策の実施
(1) 防疫活動の実施
市本部は、感染症のまん延及び食中毒発生の未然防止を目的として、東近江保健所の指
導を受け防疫組織を設置して防疫活動を実施する。
ア

実施者
(ｱ) 市本部は、災害発生時における検病調査、防疫等を、東近江保健所の指導及び指
示に基づき実施する。
を要請し、実施する。

応急

(ｲ) 市本部独自で処理が不可能な場合には、隣接市町、県、国その他関係機関に応援
(ｳ) 県本部は、被災状況、市本部の処理能力等を総合的に勘案しつつ、予防接種法第６
イ

市本部が行う防疫活動の種別と方法
(ｱ) 東近江保健所と連携して、検病調査及び予防宣伝を実施する。
(ｲ) 家屋、道路等の消毒を行う。
(ｳ) そ族昆虫等の駆除を行う。
(ｴ) 臨時予防接種の実施を県本部に要請する。
(ｵ) 県防疫職員の指導のもとに、指定避難所等における防疫活動を実施する。
(ｶ) 生活の用に供される水の供給を行う。
(ｷ) 感染症患者又は病原体保有者が発生したときには、感染症指定医療機関への入院を
勧告する。

ウ

県の措置
(ｱ) 被災地の衛生状態維持、消毒、ネズミ、昆虫、害虫等の駆除、検病調査その他防
疫措置に関する指導を行う。
(ｲ) 災害規模又は態様等に応じた防疫活動の範囲及び期間を定め、感染症の病原体に
汚染された場所への消毒に関する指示、ネズミ、昆虫、害虫等の駆除に関する命
令、生活の用に供される水の供給の指示等を行う。
(ｳ) 被災地、指定避難所等における検病調査結果に基づく健康診断を実施する。

エ

報告、記録及び整備
市本部及び県本部は、災害状況報告書、防疫活動状況報告書等の必要関係書類を整備
しておく。

オ

防疫及び保健衛生器材の調達
(ｱ) 市本部は、防疫及び保健衛生器材を迅速に調達する。
防疫及び保健衛生器材の調達については、あらかじめ調達計画を確立しておく。
(ｲ) 調達計画
ａ

医薬品取扱業者への依頼

ｂ

不足器材についての県本部への支援要請

(2) 災害時の食品衛生及び生活衛生対策
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条による代執行を行う。
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ア

災害緊急衛生班の編成
市本部は、災害状況により必要と認めたときには、県に災害緊急衛生班の派遣を要請
する。災害緊急衛生班は、災害の規模に応じて、食品衛生監視員及び環境衛生監視員を
もって構成する。

イ

災害緊急衛生班は、次の活動を行う。
(ｱ) 食品衛生対策

応急
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ａ

食品関係施設の被害状況の把握及び情報提供

ｂ

救護食品等の検査

ｃ

飲料水の試験検査

ｄ

冠水地域等における食品関係施設の指導

ｅ

その他飲食に起因する危害発生の防止

ｆ

指定避難所における食品の衛生確保

(ｲ) 生活衛生対策
ａ

生活衛生関係営業施設の被害状況の把握及び情報提供

ｂ

被災地における生活衛生確保

ｃ

冠水地域等における生活衛生関係営業施設の指導

ｄ

建築物における衛生的環境の確保
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第 12 節

し尿・ごみ・災害廃棄物の処理
［市民窓口・環境部］

１

し尿処理
(1) 初期対応
ア

上下水道、電気等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、指定避難所をはじ
め被災地域におけるし尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の収集処理の見込
み量、仮設トイレの必要数等を決定する。
し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握し、処理計画を迅速に策定する。

ウ

被災者の生活に支障が生じることのないよう高齢者、障害者等にも配慮しつつ、速や
かに仮設トイレを設置する。

応急

イ

(2) 処理活動
人員、資機材等の確保
市本部は、し尿等処理の実施に必要な人員、資機材等を確保する。
イ

応援要請
(ｱ) 市本部は、し尿等の収集運搬業務に支障をきたすことが見込まれる場合は、八日市
布引ライフ組合と連携し、し尿等収集運搬業者に対し収集運搬業務の応援要請を行う。
(ｲ) 市本部は、し尿等処理施設の処理能力以上の排出量が見込まれ、早急に処理する
必要がある場合には、八日市布引ライフ組合と連携し、近隣市町又は一部事務組合
（以下「近隣市町等」という）に対し処理の応援要請を行う。
(ｳ) 市本部は、近隣市町等で応援体制が確保できない場合においては、県に対し広域的
な応援要請を行う。

ウ

処理の実施
(ｱ) 処理施設の復旧と収集・運搬の実施
下水道施設及びし尿処理施設の速やかな復旧に努めるとともに、人員及び収集運搬
車両を確保して円滑な収集及び運搬に努める。
し尿処理施設一覧：資料編９－２参照

(ｲ) 市民への広報
下水道普及地域においては、管路施設及び終末処理施設の被災状況を正確に把握で
きるまでは、市民に水洗トイレを使用せずに仮設トイレ等にて処理をするように広報
を行う。
(ｳ) 仮設トイレの設置
市本部は、必要に応じ水洗トイレの使用制限を行うとともに、仮設トイレを速やか
に指定避難所、住家密集地等に設置する。仮設トイレの管理については、必要な消毒
剤を確保し、衛生に十分配慮する。
(ｴ) 河川、プール等の水の利用
水道の機能停止により、し尿処理が困難となった場合には、河川、プール等から水
を確保し、できる限り下水道機能の活用を図る。
２

ごみ処理

161

第１部 第２章 災害時の応急活動

ア
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(1) 初期対応
ア

指定避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理の見込み量を把握する。

イ

ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。

ウ

道路等の被災状況、指定避難所の設置数及び設置位置に基づき、収集運搬ルートを確
保する。

(2) 処理活動
ア

被災地の生活に支障が生じないよう、ごみの収集運搬及び処理を適切に行う。

イ

家庭及び指定避難所のごみは、仮置場に搬入せず、既存の処理施設で処理をすること

応急

になるが、必要に応じて一時保管場所を設置する。
ウ

災害時における家庭ごみの収集運搬は、道路が被災するなどにより収集効率が低下す
るおそれがあることから、収集運搬車両の増車又は臨時の家庭ごみ排出場所を設置する。
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エ

家庭ごみのうち、不燃ごみ及び資源ごみは、できるだけ各家庭に留め置くように、市
民に広報を行う。

オ

消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、ごみ集積所や一時保管場所の衛生状態を保
つように努める。

カ

必要に応じて、民間事業者、県、近隣市町及び関係団体に対して応援を要請し、収集
運搬体制を確保する。
ごみ処理施設一覧：資料編９－１参照

３

災害廃棄物処理
災害により発生する災害廃棄物の処理及びリサイクルに関しては、「東近江市災害廃棄物
処理計画」に基づき迅速かつ適正に処理を実施し、被災地の速やかな復旧・復興を行う。

４

特定動物による危害防止及び愛玩動物救護に関する対策の実施
(1) 特定動物の逸走対策
災害により人間に危害を及ぼすおそれのある特定動物（サル・ワニ等）の逸走が市内に
おいて確認された場合、市本部は、県（生活衛生課）に連絡するとともに、県及び関係団
体と連携し、特定動物による市民への危害防止、適切な避難誘導及び特定動物の迅速な捕
獲等、必要な措置を講じる。
(2) 被災地域における動物の保護
市本部は、被災地域において、飼主不明又は負傷した犬及び猫を発見した場合、県及び
関係機関と連携し、犬による危害発生防止及び負傷動物の救護に努めるものとする。
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第 13 節

行方不明者等の捜索、遺体の確認及び埋火葬
［消防本部、市民窓口・環境部］

１

基本計画
市本部は、行方不明者がいるおそれが判明した場合、県警察、消防、自衛隊その他防災関
係機関と連携して行方不明者の捜索活動を行う。また、遺体を発見した場合は、県警察が行
う検視及び身元確認に必要な協力支援を行い、火葬（埋葬）を実施する。
災害救助法が適用された場合における遺体の処理（洗浄、縫合、消毒等）は、検視終了後、
「災害救助法による救助等に関する委託契約」に基づき、日本赤十字社滋賀県支部が実施す

２

行方不明者の捜索

応急

る。この際、市本部は、日本赤十字社滋賀県支部東近江市地区として活動する。
(1) 行方不明者の捜索は、市本部等が県警察、消防、自衛隊その他防災関係機関と緊密な連
(2) 市本部は、身元不明遺体の写真撮影を行うほか、人相、着衣、所持品、特徴等の掲示又
は手配を行い、その身元を確認する。
(3) 市本部は、行方不明者を発見するため、受付所を設け、届出の受理、手配等の適正を期
すとともに情報の入手に努め、捜索にあたる。
３

遺体発見時の連絡及び処理
遺体を発見した者は、速やかに県警察に連絡し、県警察は医師の立会いのもとで検視を行
う。

４

遺体の収容
(1) 医師立会いのもとに県警察の検視を終えた遺体は、市本部が県警察等の協力を得て、そ
の収容及び引渡しにあたる。
(2) 遺体が多数ある場合には、あらかじめ指定した既存の建物を利用するなどして遺体を収
容し、検視、引渡し等を行う。
なお、遺体収容等のための適切な建物がない場合には、天幕等の仮設の検視場所を設け
る。

５

遺体の埋火葬の実施
遺体について、遺族等が遺体の埋火葬を行うことが困難な場合又は遺族がいない場合には、
市が火葬を実施する。また、市本部は、火葬を円滑に実施するため、次の事務を行う。
(1) 死亡者数の把握
(2) 火葬計画の作成
(3) 遺体搬入車両及び搬入路の把握及び確保
(4) 燃料、ドライアイス、棺等資材の在庫状況の把握及び確保
(5) 火葬のための関係者に対する協力要請
(6) 相談窓口の設置及び市民への情報提供
火葬場一覧：資料編８－３参照

６

県に対する応援要請
市本部は、遺体の捜索、処理、埋葬等について、市のみで対応できない時には、次の事項
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携を保ちつつ迅速に行う。
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を示し、県に応援を要請する。
(1) 捜索、処理、埋火葬等の区別及びそれぞれの対象人員
(2) 捜索地域
(3) 火葬等施設の使用可否
(4) 必要な輸送車両の数
(5) 遺体処理に必要な資機材の品目別数量

応急
第１部 第２章 災害時の応急活動
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第 14 節

要配慮者に配慮した応急対策
［福祉・医療部、避難支援・教育部］

災害時における要配慮者に配慮した応急対策については、次に定めるところによる。
１

在宅の要配慮者対策
(1) 避難行動要支援者の避難、救助等
市本部は、地域支援者等の協力を得て安否確認を行い、必要に応じて、救助活動や避
難誘導を行うものとする。
(2) 被災状況等の把握
防団、介護サービス事業者等の支援協力を得て、実態把握に努める。

２

応急

市本部は、在宅の要配慮者に関する被災状況等について、自治会（自主防災組織）、消
社会福祉施設等に対する応急対策
施設管理者は、各施設の防災計画、避難確保計画等に基づいて、迅速かつ的確に応急対
策を実施する。
(2) 被害状況の把握
市本部は、社会福祉施設の被害状況について、施設管理者の協力を得て、実態把握に努
める。
(3) 被災施設の入所者の相互受入れ
施設管理者は、災害により居住できなくなった施設が生じた場合において、近隣施設へ
の収容等、的確に応急措置をとるものとする。
３

要配慮者に配慮した指定避難所の設置等
市本部は、指定避難所を設置する際には、福祉スペースを確保し、要配慮者への配慮を行
うものとする。また、要配慮者への支援を行う人材が不足するときは、必要に応じて、滋賀
県災害派遣福祉チーム（しがＤＷＡＴ）の派遣要請を行う。

４

要配慮者に必要な物資等の確保
市本部は、避難時の生活に必要な紙おむつ等の物資、車いす等の確保に努める。

５

福祉避難所の開設
(1) 要配慮者の実態の把握及び福祉避難所の開設等
市本部は、指定避難所等において避難生活に何らかの特別な配慮を必要とする者の把握
に努める。また、必要に応じて福祉スペースへの収容や、福祉避難所を開設し、対象者を
移送する。
(2) 緊急入所及び入院措置
避難者のうち、治療や専門的機材、専門職員によるケアが必要な者については、福祉施
設への緊急入所又は医療機関への入院措置とする。

６

ボランティア団体等への協力要請
市本部は、指定避難所又は社会福祉施設における必要なボランティアの派遣について、ボ
ランティア団体等に対して協力を要請する。
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第 15 節

ボランティア活動との連携
［福祉・医療部］

１

ボランティアの受入れ
災害時におけるボランティア活動の重要性を考慮し、市本部は、被災者の救援等を行うた
めのボランティア活動が円滑に行われるように、市社会福祉協議会等の関係団体と連携して
必要な対策を実施する。
(1) 災害ボランティアセンターの設置
市本部は、市社会福祉協議会と連携して、災害ボランティアの活動拠点となる災害ボラ

応急

ンティアセンターを東近江市福祉センターハートピアに設置する。
なお、災害ボランティアセンターは、次の業務を行う。
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ア

ボランティアニーズの把握及び情報提供

イ

派遣要請の調整等

ウ

ボランティアの受入れ及び受付

エ

ボランティア活動情報の集約及び管理

オ

市本部との連絡調整

カ

その他の外部ボランティア組織や地元ボランティアとのネットワークを形成し、活
動を支援する。

(2) 県災害ボランティアセンターとの連携
市本部は、市社会福祉協議会と連携して、災害ボランティアの必要数、支援業務内容、
受付場所、受付体制等について、県災害ボランティアセンターと緊密な連携をとる。また、
県と連携し、ボランティア保険の受付窓口を災害ボランティアセンターに設置する。
(3) 災害ボランティアの活動
災害ボランティアが活動する内容は、主として次のとおりとする。
なお、活動内容については、ボランティアの意見を尊重し、決定するよう努める。
区分

生活支援に関する業務

専門的な知識を要する業務

活動内容
・被災者家屋等の清掃活動
・現地災害ボランティアセンター運営の補助
・避難所運営の補助
・炊き出し及び食料等の配布
・救援物資等の仕分け及び輸送
・高齢者、障害者等の介護補助
・被災者の話し相手及び励まし
・その他被災地での軽作業
・救護所等での医療及び看護
・被災宅地の応急危険度判定
・外国人のための通訳
・被災者へのメンタルヘルスケア
・高齢者、障害者等への介護及び支援
・アマチュア無線等を利用した情報通信事務
・公共土木施設等の調査
・その他専門的な技術又は知識が必要な業務
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２

ボランティアの派遣要請
(1) 派遣協力の依頼方法
市本部は、市社会福祉協議会と連携して、市内のボランティア団体等の奉仕協力を必要
とするときには、ボランティア団体等の代表者に対して次に掲げる事項を通知し、派遣協
力を依頼するものとする。また、市内のボランティア団体等が不足する場合は、必要に応
じて県災害ボランティアセンターに対してボランティア派遣を要請する。
イ

作業内容

ウ

従事場所

エ

人員

オ

従事期間

カ

集合場所

キ

その他必要な事項

(2) 専門ボランティアの派遣要請
市本部は、市社会福祉協議会と連携して、各部・班から専門的技能を有するボランティ
アの要請があったときには、活動内容、期間、派遣場所等を明らかにした上で、県災害ボ
ランティアセンター、関係団体等に対してボランティア派遣を要請する。
ア

医療又は助産分野

イ

障害者又は高齢者福祉分野（ケースワーカー、カウンセラー等）

ウ

建築分野（被災建築物危険度判定士）

エ

語学分野（外国語通訳ボランティア）

オ

輸送分野

カ

情報通信分野

キ

その他専門的な技能を有する分野

(3) 災害ボランティアコーディネーターの確保及び派遣要請
市本部は、市社会福祉協議会と連携して、災害時において各部署で災害ボランティアを
指示及び統括できる災害ボランティアコーディネーターの確保に努める。
なお、災害ボランティアコーディネーターがいない場合には、県災害ボランティアセン
ターに対して派遣を要請する。
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応援を必要とする理由

応急

ア
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第 16 節

ライフライン施設の応急復旧
［上下水道部、各施設管理者］

１

水道施設の応急対策
災害の発生により、水道施設に被害が生じた場合には、応急復旧を速やかに実施し、水道
水の供給維持に努める。
(1) 水道施設に関わる送電線状況については、関西電力送配電株式会社と緊密な連携によ
り、施設が被災した場合における早期の電力供給再開を要請するものとする。
(2) 停電時においては自家発電設備により対処するため、送水ポンプの運転状況及び配水

応急

池の水位等を絶えず監視する。
(3) 被害程度により、早期復旧が困難であって断水に至ると判断されるとき又は応急措置
等のため局部的な断水の必要が生じた場合においては、その断水対象地区の市民に対し
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て断水がある旨の広報を速やかに実施する。
(4) 飲料水の供給
災害により現に飲料水を得ることのできない者に対して飲料水を供給する。
(5) 被害状況の調査及び対策
被害状況の迅速な調査を実施し、適切な対策を立案して速やかに対策を実施する。
(6) 応急復旧工事の実施
市本部は、以下により応急復旧工事を速やかに実施し給水の確保を図る。
なお、被害の程度により、期間及び工事費を必要とする箇所については仮復旧を優先さ
せ、改めて本格的な復旧工事を施工することとする。
ア

被災施設の給水能力を保持することを前提として、取水、導水及び浄水施設の機能確
保を行うとともに、浄水場から主要配水池に至る送水管復旧及び基幹配水管復旧を最優
先に行う。その後、病院、指定避難所等への給水が早急に行われるよう考慮しながら順
次、配水支管、小管、給水装置等の復旧を行い、断水区域の解消に努める。

イ

復旧後の施設使用開始に当たっては水質保全に留意し、管内の清掃、塩素消毒等の措
置を十分に行う。

ウ

管路等の地下埋設施設の応急復旧工事については、道路管理者及び地下埋設施設の管
理者との緊密な連絡調整を図る。

２

下水道施設の応急対策
災害発生時に下水道施設（公共下水道及び農業集落排水施設）が被災することにより汚水、

汚物等が滞留すると、地域社会の保健衛生状態が不良となるばかりではなく、感染症が発生
しやすくなるため、速やかな施設の応急復旧に努める。
(1) 応急措置
ア

汚水処理施設の防護

イ

利用者に対する被害状況、注意事項等の広報

ウ

汚水処理に関する調整

エ

施設の応急復旧計画策定（優先処理施設に関する検討）

(2) 下水道施設の応急対策
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下水道施設の災害復旧は、市民生活に与える影響が大きいため、施設の被害状況を把握
し、応急復旧計画に基づいて関係機関と調整の上、迅速な復旧に努める。
なお、下水道施設に被害を受けた場合、県の管理する流域下水道（連絡調整窓口は滋賀
県琵琶湖環境部下水道課、南部流域下水道事務所及び北部流域下水道事務所）と連絡調整
して対応するとともに、災害支援協定に基づき下水道関連協会へ協力要請を行う。
ア

汚水処理対策
災害により被害を受けた下水道施設は、速やかに復旧することとするが、下水処理機
能の重大な支障が確認された場合、下水道法第 14 条に基づき下水道の使用制限の措置
なお、水洗トイレの使用制限中は、仮設トイレを避難所等に設置する。

イ

管路
ともに本復旧方針について検討する。

ウ

ポンプ場及び処理場
(ｱ) 停電のためポンプ場及び処理場機能が停止した場合には、ディーゼル発電機等によ
ってポンプ及び処理施設等の臨時運転を行い、機能停止による排水及び処理不能事態
がおこらないようにする。
(ｲ) 特に防護の必要のあるものに対しては、洪水その他の被害に備える。

通信施設応急対策計画
（西日本電信電話株式会社）
災害時における電気通信サービスの確保に関わる基本的な考え方は、復旧活動、医療活動
機関等の通信確保はもとより、被災地域における通信途絶防止と一般通信の確保を図ること
であり、迅速かつ的確な応急復旧対策を講じる。
(1) 応急対策の基本
ア

災害が発生した場合は次の応急対策を実施する。
(ｱ) 通信用電源の確保（予備電源設備、移動電源車等の出動）
(ｲ）通信の確保（衛星通信、移動無線車、非常用移動電話局装置等の災害対策機器の出
動）
(ｳ) 特設公衆電話の設置
(ｴ) 輻輳対策（発信規制、伝言ダイヤル等の運用）

イ

災害の規模、状況により災害対策本部を設置し、情報の収集伝達、応急対策、復旧対
策等の総合調整を図り、速やかに応急対策がとれる体制を確立する。

(2) 通信確保のための応急措置事項
ア

最小限の通信を確保するため応急措置の実施

イ

所管通信用建物及び電気通信設備に対する応急措置の実施

ウ

臨時電話等受付所の開設

エ

特設公衆電話等の開設

オ

通信の利用制限
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管路の被害に対しては、汚水の流下に支障のないように、迅速に応急措置を講じると

３

応急

を行う。
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カ

利用者への周知

キ

非常・緊急通話の取扱い

(3) 復旧計画の方針
災害により被災した通信回路の復旧に当たっては、電気通信設備等の機能及び形態を被
災前の状態に復するが、
早期復旧を前提に被害再発を防止できる改良工事が可能であれば、
設備拡張や改良工事等を盛り込んだ復旧工事を行う。
４

放送施設応急対策計画
（日本放送協会、株式会社京都放送、びわ湖放送株式会社）

応急

(1) 日本放送協会
災害が発生した場合は、｢非常災害対策規定｣に基づき、迅速かつ的確に必要な措置をと
る。また、放送所、演奏所等が被災した場合は、あらかじめ選定した退避所に速やかに移

第１部 第２章 災害時の応急活動

転し、放送を継続する。
(2) 株式会社京都放送
非常災害対策要領に基づく対策本部を設置し、応急復旧活動に努める。
(3) びわ湖放送株式会社
災害発生時には、
「非常事態における放送実施要項」に基づき、特別放送本部を設置し、
被災放送設備の状況を早期に把握し、迅速かつ的確に、放送維持に必要な措置をとる。
５

電力施設応急対策計画
（関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社）
災害により電力施設に被害があった場合は、二次災害の発生を防止し、速やかに応急復旧

を行い、公共施設としてこの機能を維持する。
(1) 基本方針
災害による電力施設の被害の軽減と早期復旧を図り、電力供給の使命を果たすとともに、
公衆の電気災害の防止を徹底する。
(2) 応急対策
ア

応急対策人員の確保

イ

災害時における広報宣伝

ウ

災害時における危険予防措置

(3) 復旧計画
ア

応急復旧用資材の確保

イ

復旧用資材置き場と工事用地の確保

ウ

復旧順位
災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、指定避難所、医療機関、報道機関等を原
則として優先するが、災害の状況、各設備の被害状況及び復旧の難易度を勘案し、復旧
効果の高いものから順次行う。

６

都市ガス施設応急対策
（大阪ガス株式会社）
(1) 方針
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供給区域内で災害が発生した場合又は被害の発生が予想される場合、直ちに対策本部を
設置し、ガス漏れによる二次災害の防止等安全の確保を最重点としてガス施設の応急復旧
を迅速に行い、ガスの供給を確保する。
(2) 応急対策
災害発生時には、「災害対策規程」に基づき、地域防災機関と密接に連携して、応急対
策を実施する。
ア

情報の収集伝達及び報告
地震情報及び気象情報を収集し、一斉無線連絡装置等により各事業所へ伝達する。
応急対策要員の確保
社員と関連会社を対象に、待機及び非常招集に基づく動員を行う。また、迅速な参集

応急

イ

を可能にするため自動呼出装置等を活用する。
災害広報
災害時において混乱を防止し、被害を最小限に食い止めるため、必要があるときは、
顧客及び市民に対し、災害に関する各種の情報を広報する。
エ

危険防止策
(ｱ) 災害発生時に、ガスによる二次災害の防止と復旧活動の迅速化のため、導管網のブ
ロック化を行う。
(ｲ) 二次災害防止のためのガス供給停止判断は、地震計情報及び巡回点検等により判明
した被害情報から行う。
(ｳ) ガスによる二次災害を防止するため、マイコンメーターによる一定地震動以上でガ
スの自動遮断を行う。

オ

応急復旧対策
供給施設の災害復旧については、被害箇所の修繕を行い、安全を確認したうえで、ガ
ス供給を再開する。災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、救助救急活動の拠点と
なる場所等を原則として優先する等、災害状況、各設備の被害状況及び被害復旧の難易
を勘案して供給上復旧効果の高いものから行う。

７

ＬＰガス施設災害応急対策
（一般社団法人滋賀県ＬＰガス協会）
各事業所は、震度５弱以上の地震が発生した場合は、ガス事業法の定めに基づく保安規定
により、災害対策組織を編成して応急対策を実施する。

８

鉄道施設応急対策計画
（西日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、近江鉄道株式会社）
鉄道施設の被害を最小限にとどめ、輸送の確保を図るため必要な対策計画を確立する。
(1) 西日本旅客鉄道株式会社
災害が発生した場合、防災業務実施計画、鉄道事故及び災害処置要項及び災害時運転取
扱要項の定めるところにより、被害を最小限にとどめ、迅速に応急復旧の対策を確立する。
ア

地震時の運転規制

イ

運転事故が発生したときは、京都支社内に事故対策本部を、事故現場に現地対策本部
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を設置するものとする。
(2) 東海旅客鉄道株式会社
災害が発生した場合、災害時運転規則等取扱細則、運転事故及び災害応急処理取扱細則、
新幹線災害時規則等取扱細則、新幹線運転事故及び災害応急処理取扱細則等の定めるとこ
ろにより、被害を最小限にとどめ、的確な応急体制を確立して迅速に処理する。
(3) 近江鉄道株式会社
災害が発生した場合、運転取扱い心得及び鉄道事業緊急時対策内規の定めるところによ
り、被害の拡大防止と旅客の安全を確保し、被害を早期に復旧して輸送の再開を図る。

応急

ア

地震発生時の運転規制と警戒

イ

現地対策本部及び緊急事態対策本部の設置
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第 17 節

雪害対策
［生活基盤部］

１

活動体制の確立
市内において雪害が発生又は発生するおそれがある場合に、積雪の状況に応じた除雪等の
体制を確立し、災害応急対策にあたる。
(1) 雪害時の体制
ア

冬季には、東近江市雪寒対策計画に基づく雪寒体制を配備し、迅速に道路除雪を実施
する。
災害対応が必要と判断された場合は、災害警戒体制を配備する。災害警戒体制は、風
水害における２号体制に準じる。雪害の状況により、災害警戒本部及び災害対策本部に

応急

イ

移行する。
雪害時における配備体制と配備基準は次表による。
配備体制
雪寒体制
災害警戒
体制

配備基準
動員職員
道路除雪に対処するた
東近江市雪寒対策計画（都市整備部）による。
め、冬季に配備
災害対応が必要と判断さ
風水害時における 2 号体制に準じる
れた場合

※雪害の状況により、災害警戒本部及び災害対策本部に移行する。
２

道路の除雪
降雪時の道路の円滑な通行と安全を確保するため、県と連携し、雪寒対策計画に基づき道
路除雪を速やかに実施する。また、市道の除雪を迅速に実施することにより、道路交通ネッ
トワークを確保する。

３

集落の雪処理
豪雪時における屋根の雪下ろしなどの雪処理は、自助及び共助(地域コミュニティによる
雪処理)を原則とする。高齢者等の要配慮者に対しては、必要に応じ以下により雪処理支援
を実施する。
(1) 集落の雪捨て場確保
雪処理を効率的に進めるため、集落内に雪捨て場を速やかに確保し、屋根から降ろした
雪等については、雪捨て場まで運ぶことを徹底する。
(2) 集落の雪処理支援
ア

要配慮者住宅の雪下ろし支援
要配慮者住宅の雪下ろしは、市本部と自治会等が共同して実施する。

イ

広域連携による雪処理支援
自治会等だけでの雪処理が困難と判断される場合、市職員、消防団員等を動員し、雪
処理を支援する。

ウ

ボランティアによる雪処理支援
自治会等だけでの雪処理が困難と判断される場合、市内外から雪処理ボランティアを
募集し、自治会等の雪処理支援を実施する。
173

第１部 第２章 災害時の応急活動

(2) 職員の配備基準

第 3 編 災害応急対策計画
第 1 部 風水害、震災、事故災害共通の応急対策
第 2 章 災害時の応急活動
第 17 節 雪害対策

４

交通に関する情報提供
(1) 交通事業者等による情報提供
雪害時においては、道路状況、列車の運行状況等の情報は、市民等が交通手段を確保す
る上で極めて重要であることから、道路管理者、鉄軌道事業者及びバス事業者は、市民等
に対し的確な情報提供を行うとともに、県、市本部、関係機関等に対する連絡を徹底する。

(2) 市本部の情報提供
市本部は、各関係機関から道路状況、列車等の運行状況等を収集し、報道機関の協力を
得て、市民等に対し迅速かつ的確に情報提供を行う。

応急
第１部 第２章 災害時の応急活動
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災害救助法の適用

第３章
第１節

応急復旧期の活動計画
災害救助法の適用
［本部事務局］

１

災害救助法の適用
災害救助法の適用については、同法、同法施行令等の定めるところによるものであり、そ
の内容は以下のとおりである。
【表

応急

(1) 災害救助法の適用基準
災害救助法の適用基準】

指

標

基準(滅失世帯)
100 世帯以上

県内の住宅滅失世帯数

1,500 世帯以上

かつ市内の住宅滅失世帯数（２号適用）

50 世帯以上

県内の住宅滅失世帯数

7,000 世帯以上

かつ市内の住宅滅失世帯数（３号適用）

多数の世帯

災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を
著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、市域で多数
の住宅が滅失（４号適用）
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生
じたとき（５号適用）
(2) 災害救助法の適用申請
市長は、前記の｢災害救助法の適用基準｣のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあ
る場合においては、直ちに災害発生の日時及び場所、災害の要因、被害状況及び既に実施
した救助措置並びに今後の救助措置の見込みについて知事に報告するとともに、被災者が
現に救助を要する状態にある場合には、併せて災害救助法の適用を申請する。
災害の事態が急迫し、知事による救助の実施を待つことができない時には、市長は災害
救助法による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の措置に
関して知事から指示を受けなければならない。
(3) 災害救助法による救助の種類
ア

収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与

イ

炊出しその他による食品及び飲料水の供与

ウ

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

エ

医療及び助産

オ

災害にかかった者の救助

カ

災害にかかった住宅の応急修理

キ

生業に必要な資金、器具又は資料の給与若しくは貸与
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市内の住宅滅失世帯数（１号適用）
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ク

学用品の給与

ケ

埋火葬

コ

前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの。

(4) 救助の実施者
ア

知事は、救助を迅速かつ的確に行うために、必要があると認めるときには、救助の実
施に関するその職権の一部を市長に委任する。市長は、委任された事項についての実施
責任者となる。

イ

知事により市長に事前に委任されている救助の種類

応急

(ｱ) 指定避難所（福祉避難所を含む）の設置
(ｲ) 応急仮設住宅の供与
(ｳ) 炊き出しその他による食品の給与
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(ｴ) 飲料水の供給
(ｵ) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(ｶ) 医療及び助産
(ｷ) 被災者の救出
(ｸ) 学用品の給与
(ｹ) 被災した住宅の応急修理
(ｺ) 遺体の捜索、埋葬及び処理
(ｻ) 障害物の除去
(5) 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準
災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準については、滋賀県
災害救助法施行細則第２条による。また、救助期間については、やむを得ない特別の事情
があるときには、応急救助に必要な範囲内において内閣総理大臣の承認を得て延長するこ
とがある。
災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準：資料編 13－１参照

(6) 救助の実施状況及び報告
災害救助法に基づく救助の実施状況について、毎日、記録及び整理するとともに、その
状況については知事へ報告する。
２

被害状況の調査
市本部は、消防本部と連携し、災害救助法を適用する必要がある災害が発生した場合には、
住宅の被害状況を速やかに調査する。

３

被害の認定
市本部は、被害状況の調査結果に基づき、住宅の被害認定を速やかに実施する。
(1) 住宅の被害認定
住宅に関する被害の認定は、
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和２年３月）」
等に基づき、市本部が行う。
被害状況認定基準：資料編 13－２参照

(2) 住宅の滅失等の算定
住宅が滅失した世帯の数の算定に当たって、全壊、全焼、流失等住宅が滅失した世帯は、
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生活を一にする実際の生活単位をもって１世帯とするものであるが、住宅が半壊又は半焼
した世帯は２世帯をもって、住宅が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住すること
ができない状態となった世帯は３世帯をもって、
それぞれ住宅が滅失した１世帯とみなす。

応急
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文教対策

第２節

文教対策
［避難支援・教育部］

１

学校教育対策
災害が発生した場合に、市本部は、教職員と連携して、児童及び生徒の安全を最優先に確
保する。また、災害発生直後における教員の確保、文教施設の応急復旧、教科書及び学用品
の支給等の措置を速やかに実施する。
中学校、小学校、幼稚園、保育所：資料編 12－１参照

(1) 実施責任者

応急

ア

市立の小中学校その他の市立文教施設の災害応急復旧については、本部長が行う。

イ

市立の小中学校の児童及び生徒に対する応急教育は、市本部が支援し、市教育委員会
が行う。
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ウ

各学校長は、災害発生の場合において、適切な措置がとれるよう平常時に具体的な応
急計画をたてておく。

エ

災害救助法による教科書及び学用品の給与については、知事の補助実施機関として市
長が行う。

(2) 応急教育対策
ア

休校措置
(ｱ) 大災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときには、各校長は市
教育委員会と協議して、必要に応じて休校措置をとるものとする。
(ｲ) 各校長は、休校措置を登校前に決定したときには、直ちにその旨を適切な方法によ
り保護者、児童及び生徒に周知する。また、登校後に休校を決定し、帰宅させる場合
には、注意事項を十分徹底させ、状況により保護者に引き渡す。特に、低学年児童に
あっては教職員が送る等の措置を講じる。

イ

学校施設の確保
市本部は、災害の規模及び被害の程度によって、以下の措置を講じる。
(ｱ) 校舎の一部が利用できない場合
特別教室又は屋内体育施設を利用するものとし、それでも不足するときには、二部
授業等の方法による。
(ｲ) 校舎の全部又は大部分が利用できない場合
体育館その他公共施設、隣接学校の校舎等を利用する。
(ｳ) 特定の地区が全体的に被害を受けた場合
避難先の最寄りの学校又は被災を免れた体育館その他公共施設を利用する。
なお、利用すべき施設がないときは、応急仮校舎の建設を行う。
(ｴ) 市内に適当な施設がない場合は、県教育委員会に施設の斡旋を要請する。

ウ

教職員の確保
市教育委員会は、教職員の被災状況を把握するとともに、県教育委員会と緊密な連絡
をとり、教職員の確保に努める。

(3) 教科書及び学用品の給与
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教科書及び学用品の給与については、以下による。
ア

対象者
災害により住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水による喪失若しくは損
傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学生生徒
及び高等学校等生徒（幼稚園児、専門学校生、大学生等は、対象外）

イ

給与の品目
(ｱ) 教科書及び正規の教材
(ｲ) 文房具

応急

(ｳ) 通学用品
(ｴ) その他の学用品
(4) 学校給食対策
協議の上、実施する。
２

保育及び幼児教育対策
(1) 事前措置
市本部は、災害発生のおそれがある場合には、公立の認定こども園、幼稚園等の休園措
置について検討し、認定こども園長、幼稚園長等（以下「園長」という。）を通じ保護者
へ速やかに伝達する。
(2) 災害発生直後の体制
ア

園長は、状況に応じて緊急避難の措置を講じる。この場合、園児の安全確保を第一と
し、園において保護者等に確実に引き渡す。

イ

園長は、災害の規模、園児及び職員、施設及び設備等の被害状況を把握し、速やかに
市本部に報告する。

ウ

園長は、応急保育の実施及び園管理等のための体制を確立する。

エ

園長は、状況に応じて臨時の保育編成を行い、速やかに園児及び保護者に周知する。

オ

本部長は、園長に対して適切な緊急対策を指示する。

(3) 応急保育の実施
災害が発生した場合には、市内の園に臨時の園を開設し、応急保育を実施する。保育は、
臨時の園に充てられた保育士等がこれにあたる。
ア

園長は、職員を掌握し、園の整理を行い、園児の被災状況を把握した上で市本部に連
絡し、復旧作業に努める。

イ

市本部は、情報の伝達体制について十分な措置を講じる。

ウ

受入れ可能な園児は、園において保育する。また、被災により通園できない園児につ
いては、地域ごとに実情を把握するよう努める。

エ

園内の衛生管理には十分注意する。

(4) 認定こども園、幼稚園等給食対策
市は、応急給食が必要と認める場合には園と協議の上、実施する。
３

社会教育施設等対策
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市教育委員会は、応急給食が必要と認める場合には、県教育委員会及び東近江保健所と
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コミュニティセンター等の施設管理者は、被災状況の把握に努めるとともに、被災施設の
応急修理を速やかに実施する。
なお、施設の被災状況については、迅速かつ的確に市本部に報告する。
４

文化財保護対策
市本部は、災害が発生した場合には、文化財等の被害を最小限に抑えるよう、迅速な応急
対策を実施する。万一文化財に破損等が生じた場合には、文化財の価値を維持するよう、被
災文化財個々についての対策を所有者等に指導するとともに、関係機関の指導のもとで復旧
計画を策定する。

応急

なお、災害が発生した場合には、速やかに以下の措置をとる。
(1) 文化財管理者から被災状況に係る情報を速やかに収集し、状況に応じた応急対策を指導
するとともに、必要に応じて係員を現地に派遣し、被災状況調査を実施する。

第１部 第３章 応急復旧期の活動計画

(2) 被害が著しい場合には、管理者及び県と協議し、移設可能な文化財であれば一時的に安
全な場所に保管する。
(3) 文化財に破損等の被害が生じた場合には、関係機関（国及び県）に対し、速やかに報告
を行う。
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第３節

公共施設等の応急復旧
［本部事務局、生活基盤部］

１

通信施設等の応急復旧
市本部は、災害により通信施設等に被害が発生した場合、施設等の応急復旧に努め、機能
確保に努める。
(1) 県防災行政無線
災害の発生が予想される場合には、通信施設に対する防護策を強化し、万一通信施設が
被災した場合においては、実態を早期に把握し、的確かつ臨機の措置を行う。さらに、こ
努める。
ア

市本部は、災害発生が予想される場合においては、以下の措置を行う。
(ｲ) 非常用電源のための燃料確保
(ｳ) 機器動作状態の監視強化
(ｴ) 車載型地球局の配置
(ｵ) 通信局舎、機器等の保護強化

イ

通信施設が被災した場合には、以下の措置を行う。
(ｱ) 車載型地球局による臨時通信回線の設定
(ｲ) 職員による仮復旧の実施

(2) 市防災行政無線
災害の発生が予想される場合には、通信施設の防護策の強化を図るため以下の措置をと
るとともに、被災した場合には被災実態を速やかに把握し、早期復旧を行う。
ア

通信要員の確保

イ

非常用電源のための燃料確保

ウ

機器動作状態の監視強化

エ

局舎、機器等の保護強化

オ 職員による仮復旧の実施
道路・橋梁の応急復旧
市本部は、災害が発生した場合、市の管理道路及び橋梁について、その被害状況を速やか
に把握し応急措置を行う。
(1) 災害時の応急措置
ア

被害状況等の調査
市本部は、災害が発生した場合、道路の被害状況、道路上の障害物の状況等を調査し、
直ちにその状況を本部長へ報告する。

イ

交通規制・迂回路の設定
市本部は、通行が危険な路線や区間を確認した場合は直ちに県警察へ通報し、通行止
め、道路通行規制等の措置を講じる。また、迂回路がある場合には、これを利用して交
通機能を確保する。
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(ｱ) 通信要員の確保

２

応急

れらの障害の早期復旧に努めて、県本部及び防災関係機関との通信回線を確保するように
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被害の報告
市管理道路に被害が発生した場合、直ちに県地方支部（東近江土木事務所）へ報告す
る。

エ

道路管理者への通報
市本部は、市道以外の道路が損壊等によって通行に支障をきたす場合には、道路管理
者に速やかに通報し、応急復旧実施についての要請を行う。

(2) 応急復旧対策
ア

応援又は派遣の要請

応急

市本部は、災害による被害が激甚のために応急工事が困難な場合又は大規模な対策を
必要とする場合には、知事に対し自衛隊の派遣要請の依頼を行うとともに、県及び他の
地方公共団体に対し直ちに応援を求め、応急対策工事を実施するものとする。
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イ

道路の応急復旧工事の実施
市本部は、被害を受けた市道について、重要度が高い順に、次のとおり応急復旧工事
を実施する。
なお、市道以外の道路について、一部地域が孤立するなど事態が緊急を要し、かつ、
当該道路管理者による応急復旧を待ついとまがない場合においては、必要最小限の範囲
で速やかに応急復旧工事を実施する。
(ｱ) 排土作業又は盛土作業
(ｲ) 仮舗装作業
(ｳ) 障害物の除去
(ｴ) 仮道、仮橋等の設置

ウ

資機材及び人員の確保
復旧工事の資機材及び人員については、市内の建設業者等の協力を得て確保する。

３

河川施設
(1) 河川施設の応急対策
災害により河川施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、河川管理者と連携して施
設の応急復旧に努め、被害がそれ以上拡大しないよう適切な措置を講じる。その際、当該
施設の重要度、対策に要する資機材の入手の可能性、工期等を総合的に考慮して、対策の
優先順位を定めて実施する。
ア

河川施設の緊急点検
堤防護岸に関しては巡視及び見回りを行い、決壊口、災害復旧の未着手箇所その他危
険箇所に対する緊急点検を実施する。

イ

復旧計画の樹立
堤防及び護岸については、洪水による被害が増大するおそれがある区間、のり面が流
水の作用によって削り取られた箇所の補強、クラック等による増破を防ぐために、速や
かに復旧計画を作成し、復旧にあたる。

ウ

市民への広報
被害の状況、災害の危険性、復旧状況、避難情報等について、報道機関、防災情報告
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災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
応急復旧期の活動計画
公共施設等の応急復旧

知放送システム、広報車等により市民に広報する。
(2) 排水対策
浸水地域における排水については、可搬式ポンプを確保して優先的に排水作業を行う。
(3) 関係機関との連携
河川施設等は、上流域から下流域までの一貫した流域管理対策が望まれるため、国及び
県の管理部署、ダム施設管理者等と相互連携を図りつつ迅速な応急措置を講じる。

応急
第１部 第３章 応急復旧期の活動計画
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第４節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
応急復旧期の活動計画
農林水産業施設等応急対策

農林水産業施設等応急対策
［生活物資・産業部、生活基盤部］

農林水産業施設の被害状況を早期に調査し、実態を把握して被害の早期回復を図る。
１

農業用施設応急対策計画
被害の状況を速やかに把握し、関係機関及び地元住民と協力して必要な措置をとる。
対象農業用施設の被害状況を速やかに把握するとともに、被害の程度に応じ、施設の管理
者に対し必要な処理を実施させるとともに事後の復旧が早期に行われるよう指導する。
(1) 施設管理者は、被害情報伝達対象農業用施設（農業用ダム、農業用ため池、揚排水機場

応急

及びその附帯施設並びに頭首工）が損壊し、出水等により広範囲にわたり人畜の生命に危
険がある場合は、速やかに関係機関と連絡をとり、区域全体の総合調整に基づく施設の応
急対策を実施する。また、危険度の程度により市本部へ支援を要請する。

第１部 第３章 応急復旧期の活動計画

(2) 「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律」に基づく災害査定を
受ける必要のある施設について早急に調査を行い、被害報告を行う。
２

畜産施設応急対策計画
地震等発生による畜舎及び管理施設の破壊、家畜の逃亡及び死亡、病気の発生等について
実態を把握し、関係機関の協力を得て適宜応急措置を講じる。
(1) 畜産農家は、地震等により畜舎及び関連施設が破壊等の被害を受け、又は家畜の逃亡が
あった場合は、施設の応急復旧により家畜を収容し、市民への危害防止並びに一般災害復
旧作業の妨げとならないよう努める。
(2) 家畜の死亡及び病気の発生又は発生のおそれがあるときは、滋賀県家畜保健衛生所が実
施する死亡畜の処分若しくは病気の発生又は蔓延を防止するための予防接種、薬剤散布等
による消毒に対し、市は、農業協同組合及び農業共済組合家畜診療所とともに協力する。
(3) 被災地域における飼料を確保するため、全国農業協同組合連合会滋賀県本部との連携を
図るとともに、飼料業者等へ協力要請を行う。

３

治山施設応急対策計画
地震等により堰堤、護岸工事等の渓間治山施設及び土留め工を主体とした山腹施設が破壊、
崩壊等の被害を受けた場合は、必要に応じ、速やかに施設の応急復旧等に努める。
(1) 施設管理者は、治山施設のうち地震等による破壊、崩壊等の被害により、特に人家集落、
道路等の施設に直接被害を与え、又は与える危険のあるときは、その障害物及び危険物の
状況を調査し、関係機関と密接な連絡のもとに緊急度に応じて消防機関、警察等の協力を
得て、障害物等の速やかな除去に努める。
(2) 施設管理者は、雨水の浸透により崩壊の危険がある施設については、シートで覆う等の
措置を施し、速やかに復旧する。
(3) 施設管理者は、復旧に急を要する箇所については、公共土木施設災害復旧事業又は農林
水産業施設災害復旧事業の災害査定を受ける前に農林水産大臣に報告するとともに、事前
協議を行い応急復旧工事に着手する。
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４

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
応急復旧期の活動計画
農林水産業施設等応急対策

水産施設応急対策計画
漁港、船舶等の水産施設の被害状況を速やかに把握するとともに、関係機関及び地元住民
と協力し、必要な措置をとる。
対象水産施設の被害状況を速やかに把握するとともに、被害の程度に応じ、施設の管理者
に対し必要な措置の実施並びに事後の早期復旧を指導する。
(1) 施設管理者は、主要施設について緊急調査を実施し、被災状況を把握するとともに二次
災害の危険があると判断される場合は緊急措置を講じる。
(2) 施設管理者は、復旧を要する箇所については、公共土木施設災害復旧事業又は農林水産

５

農業対策

応急

業施設災害復旧事業の災害査定を受け、応急復旧工事に着手する。
(1) 事前対策
携し、農家に対して事前対策を指導する。
(2) 応急対策
ア

災害によって農作物の播き直し又は植え替えをする場合には、農業協同組合に対して
種苗確保を要請するとともに、県にその旨を報告する。

イ

緊急に病害虫防除の実施が必要な場合においては、県及び農業協同組合と連携し、防
除対策を指導する。

ウ

緊急的に農薬を必要とする場合には、県を通じて滋賀県経済農業協同組合連合会等に
対し緊急供給を依頼する。

６

林業対策
(1) 事前対策
台風等により被害を生じるおそれがあるときには、森林組合等と連絡をとり、林家に対
して事前対策を指導する。
(2) 応急対策
市本部は、災害時において被災立木竹による二次災害防止、林道機能の確保及び林産物
被害を軽減するため、以下により県と協議の上で被災立木竹の除去、病害虫の防除、林業
用種苗の供給に努める。
ア

被災立木竹の除去及び土砂の除去
被災立木竹による二次災害防止のため、公共的施設及び人家に災害を及ぼすおそれの
ある木竹の除去に努める。また、被災立木竹による遮断林道の機能回復に努める。

イ

病虫害の防除
被災立木竹は、菌による腐朽や害虫の食害を受けやすいため、健全木竹への被害まん
延を防ぐために枯損、倒伏、折損等の木竹については、速やかに林外へ搬出するほか、
焼却、薬剤処理等により病害虫防除に努める。

ウ

林業用種苗の確保
林業用種苗の被害を最小限にくい止めるため、市本部は、森林組合等と協力して対策
の技術指導を行うとともに、必要に応じて助成を行い林業用種苗の確保に努める。
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第５節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
応急復旧期の活動計画
社会秩序の維持

社会秩序の維持
［本部事務局］

市本部は、災害時において、犯罪の発生するおそれがある場合、以下の措置を実施し、市内
の社会秩序維持に努める。
１

警察への要請
災害時における市内の社会秩序維持を図るため、市本部は、必要に応じて警察署長を通じ
て警察本部長に県警察の出動を要請する。

２

協力要請

応急

県警察に協力を求めるときは、警察署長に対して要請を行う。
３

相互協力
市本部は、災害応急対策の実施にあたり、市と警察との相互協力が必要な事項については、

第１部 第３章 応急復旧期の活動計画

警察署長に連絡をとり協力関係の保持に努める。
４

自主的警備活動
被災地における盗難、火災等の二次災害を防止するため、必要な場合には、市本部は、警
察、消防団等と連携した防犯等を行う地域住民組織による巡回実施等によって社会秩序の維
持を図る。
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第６節

災害応急対策計画
風水害、震災、事故災害共通の応急対策
応急復旧期の活動計画
義援金・義援物資の受入れ

義援金・義援物資の受入れ
［本部事務局、生活物資・産業部］

市本部は、災害が発生した場合において、各方面から寄せられる義援金及び義援物資の受入
れ、配分等について、以下により実施する。
１

義援金・義援物資の受付
市本部に対して寄せられた義援金及び義援物資については、原則として、本部事務局庶務・
会計班において受け付ける。

２

義援金・義援物資の配分及び保管
する。また、義援金については、配分及び使途が確定するまでの間は、市の口座に預け入れ

応急

義援金及び義援物資の配分については、被災者の被害状況等を考慮し、本部会議等で決定
保管し、義援物資については生活物資班において保管する。
受領書の発行
義援金及び義援物資の受託に際しては、本部事務局庶務・会計班が受領書を発行する。
４

書類の整備
本部事務局庶務・会計班は、次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存する。
(1) 義援金の受入れ及び配分台帳
(2) 義援物資の受領及び配分台帳
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

第２部

地震災害時の応急対策

第２部は、地震災害時に限定した応急対策について記述しており、この部に記述していない
事項については、第１部「風水害、震災、事故災害共通の応急対策」による。

第１章

応急

第１節

地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制
［全部局］

１

地震災害発生時の配備基準

第２部 第１章 地震発生時における活動体制の確立

体制

配備・
解除の別
配備基準

警戒１号
体制

基準
・市内において震度４の地震が発生したとき。
・南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合
・災害の危険が解消したとき。

解除基準

・災害警戒本部又は災害対策本部体制に移行したとき。
・南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合
・市内において震度５弱の地震が発生したとき。

配備基準

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）（巨大地震警戒）が発表
された場合

災害警戒

・災害の危険が解消したとき。

本部体制
解除基準

・災害対策本部体制に移行したとき。
・その他副市長が必要ないと認めたとき。
・南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合

配備基準

・災害の危険が解消したとき。

災害対策
本部体制

・市内において震度５強以上の地震が発生した場合

解除基準

・災害応急対策が一応終了したとき。
・災害発生の危険性が軽減し、災害警戒本部体制等に移行したとき。
・その他市長が必要ないと認めたとき。

緊急初動
体制

２

配備基準
解除基準

・休日等の勤務時間外に、市内において震度５強以上の地震が発生し
たとき。
・災害対策本部体制に移行したとき。

警戒１号体制
(1) 警戒１号体制
防災担当課及び各支所の指定された職員
(2) 警戒１号体制の所掌事務
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３

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

ア

地震情報の収集及び伝達に関すること。

イ

地震災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。

ウ

関係市町及び防災関係機関との連絡調整に関すること。

エ

その他必要な事項

災害警戒本部体制
市内において震度５弱の地震が発生した場合又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

（巨大地震警戒）が発表された場合、災害に関する情報収集、関係機関との連絡調整及び必
(1) 災害警戒本部体制組織

応急

要な応急対策を実施するため、災害警戒本部を設置して速やかに防災対策に当たる。
組織体制は、災害対策本部組織に準ずる。
なお、副市長が出張等のため不在又は連絡不能の場合は、危機管理監、政策監、総務部
長の順に、意思決定を行う。
(2) 災害警戒本部の所掌事務
別表【災害警戒本部所掌事務】による。
(3) 災害警戒本部の設置場所
災害警戒本部は、市役所新館３階に設置する。
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

【災害警戒本部の所掌事務】
部名

班名

総括班

応急

本部事務局
広報班

第２部 第１章 地震発生時における活動体制の確立

庶務・会計班

福祉班

福祉・医療部
医療救護班

生活基盤部

土木・産業
施設班

建築・住宅班
水道班
上下水道部
下水道班

所掌業務
・災害警戒対策に関する方針の作成
・災害警戒本部の設置及び解除に関する事項
・災害警戒本部の運営
・各部班への災害警戒業務に関する指示
・県及び防災関係機関との調整
・避難情報の発令
・気象情報の収集・伝達
・災害情報の収集・伝達
・情報通信機器の運用及び管理
・避難情報及び指定避難所等の開設に関する情報の伝
達・周知
・市民への情報伝達・広報
・報道機関との連絡調整
・市議会との連絡調整
・電気、ガス等ライフライン事業者との連絡調整
・庁舎の被害状況の把握
・災害活動に従事する職員の飲料水及び食料の確保
・職員参集状況及び被災状況の収集整理
・避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援
・児童福祉施設における避難支援
・福祉施設における避難支援
・放課後児童クラブにおける避難支援
・保健衛生活動、感染症対策、防疫等の実施
・医療救護所の設置
・県医療救護班との連絡調整
・医療機器、医薬品、血液製剤等の調達
・傷病者の搬送に関する消防機関との連携
・医療機関、医師会及び保健所との連絡調整
・救出した傷病者の医療救護所への搬送
・道路、公園の被害調査及び道路関係情報の収集
・避難情報発令の進言
・土砂災害警戒区域の警戒
・災害発生箇所の被災状況調査及び応急措置
・建設業者に対する応援要請及び建設機械の借上げ
・交通確保に関する警察との連絡調整
・住宅等の被害調査
・水道施設の被害調査
・飲料水の確保
・被災地での給水活動の実施
・水道の復旧対策の計画及び実施
・下水道の被害調査
・下水道の復旧対策の計画及び実施
・復旧対策の情報提供
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制
部名

班名
生活物資班

生活物資・産業部
産業班

避難支援・教育部

市民窓口班
市民窓口・環境部

環境班

各支部
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教育班

応急

避難所班

所掌業務
・食料の調達、配布及び保管に関する業務
・生活必需品の調達、配布及び保管に関する業務
・緊急物資等の移送・輸送に関する業務
・観光客等への情報提供
・商工関係の被害調査
・観光関係の被害調査
・農林水産業施設の被害調査
・避難所開設及び運営
・避難者の確認
・避難者名簿の作成
・避難者相談窓口の設置及び避難者の要望把握
・避難所における広報
・避難者への食料等の供給に関する業務
・園児、児童及び生徒の安全確保措置
・園児、児童及び生徒の安否確認
・園児、児童及び生徒の避難誘導
・県教委との連絡調整
・園及び学校施設の被害調査
・社会教育施設の被害調査
・市民窓口及び電話対応
・災害に関する市民相談窓口の設置
・被災者の人命救助に関する消防、警察等の調整
・警察及び消防との捜索活動における連携の確保
・被災市民の安否に関する情報の整理
・被災者台帳の作成及び罹災証明の発行に関する業務
・し尿処理計画の作成及びし尿処理の実施
・仮設トイレの調達及び設置
・災害廃棄物処理実行計画に基づく廃棄物の処理
・災害発生時の災害廃棄物仮置場の設置及び運営
・市民窓口及び電話対応
・地域の被災状況の収集、整理及び本部への伝達
・警察、消防との避難誘導における連携
・管内指定避難所との連携
・自主防災組織との連携
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４

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

災害対策本部体制
市内において震度５強以上の地震が発生した場合、災害対策本部を設置し、迅速かつ的確
に災害応急対策を実施する。
(1) 災害対策本部組織
別図（災害対策本部組織図）のとおり
ア

災害対策本部長
本部長は、市長とする。ただし、市長が出張等のため不在又は連絡不能の場合は、次
の順位により本部長に代わり意思決定を行う。

応急

第１順位
イ

副市長、第２順位

危機管理監、第３順位

政策監

本部会議
本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。災害応急対策活動の最

第２部 第１章 地震発生時における活動体制の確立

高決議機関であり、災害応急対策活動の重要事項を決定する。
ウ

災害対策本部に本部事務局を設置し、災害対策本部の運営を行い、本部事務局部長が
総括する。

エ

各部・班
各部は、本部長の命を受け応急対策にあたる。各部所属職員は、部長の命を受けて応
急対策に従事する。

(2) 災害対策本部の所掌事務
別表【災害対策本部所掌事務】による。
(3) 災害対策本部の設置場所
災害対策本部は、市役所新館３階に設置する。
ただし、本部施設が被災し、その機能を果たせない場合には、東庁舎東Ａ会議室を代

替の本部設置場所とする。
(4) 現地災害対策本部の設置
土砂災害等が発生し、現地において必要な対策を実施する必要がある場合には、災害が
発生した地域の支所に現地災害対策本部を設置する。
現地災害対策本部長は、支所長とする。
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【東近江市災害対策本部組織】

本部会議
本部長 （市長）

副本部長（副市長）

本部員 （教育長、政策監、危機管理監及び各部長）

本部事務局

第２部 第１章

・広報班

生活基盤部

上下水道部

生活物資・
産業部

避難支援・
教育部

市民窓口・
環境部

永源寺支部
五個荘支部
愛東支部
湖東支部
能登川支部
蒲生支部

消防団

・
福祉班
・
医療救護班

・
土木・
産業施設班
・
建築・
住宅班

・
水道班
・
下水道班

・
生活物資班
・
産業班

避難所班
・
・
教育班

・
市民窓口班
・
環境班

・
永源寺支所班
・
五個荘支所班
・
愛東支所班
・
湖東支所班
・
能登川支所班
・
蒲生支所班

・
消防・
水防班

地震発生時における活動体制の確立

福祉・
医療部
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応急

・総括班

・庶務・会計班
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地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

【災害対策本部の所掌事務】
部名

班名

総括班

応急
第２部 第１章 地震発生時における活動体制の確立

本部事務局

広報班

庶務・会計班

福祉班

福祉・医療部

医療救護班

所掌業務
・災害対策に関する方針の作成
・災害対策本部の設置及び解除に関する事項
・災害対策本部の運営
・各部班への災害対策業務に関する指示
・県及び防災関係機関との調整
・避難情報の発令
・県、他市町等への応援要請の決定
・自衛隊の応援要請に関する業務
・県へのヘリコプターの要請
・地震情報の収集・伝達
・災害情報の収集・伝達
・情報通信機器の運用及び管理
・被災状況の集約及び防災関係機関への伝達
・避難状況の集約等に関する業務
・災害予算の調整
・災害救助法の適用に関する事務
・避難情報及び指定避難所開設に関する情報の伝達・周
知
・市民への情報伝達・広報
・報道機関との連絡調整
・市議会との連絡調整
・被災地の視察への対応
・電気、ガス等ライフライン事業者との連絡調整
・庁舎の被害状況の把握
・救援金品の受付及び配分に関する業務
・災害活動に従事する職員の飲料水及び食料の確保
・職員参集状況及び被災状況の収集整理
・災害関係費の出納に関する業務
・要避難行動要支援者及び配慮者への避難支援
・要配慮者の被災状況等の把握
・福祉避難所の開設
・福祉ボランティアとの連携
・福祉施設への入所措置
・ボランティアセンターの設置及びボランティア活動へ
の支援
・福祉施設等の被害調査及び応急措置
・児童福祉施設における避難支援
・放課後児童クラブにおける避難支援
・福祉施設における避難支援
・保健衛生活動、感染症対策、防疫等の実施
・医療救護所の設置
・県医療救護班との連絡調整
・医療機器、医薬品、血液製剤等の調達
・傷病者の搬送に関する消防機関との連携
・医療機関、医師会及び保健所との連絡調整
・救出した傷病者の医療救護所への搬送
・被災地の健康調査の実施
・被災地における検病調査の実施
・被災地の防疫措置
・感染症患者の入院勧告
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制
部名

班名

土木・産業
施設班
生活基盤部

上下水道部
下水道班

生活物資班

生活物資・産業部
産業班

避難所班

避難支援・教育部

教育班

・観光客等（訪日外国人含む）への情報提供
・商工関係の被害調査
・観光関係の被害調査
・農林水産業施設の被害調査
・畜産動物の被害調査
・産業復旧及び雇用対策
・指定避難所開設及び運営への協力
・避難者の確認
・避難者名簿の作成
・避難者相談窓口の設置及び避難者の要望把握
・自主防災組織による避難所運営の補助
・指定避難所における広報
・避難者への食料等の供給に関する業務
・園児、児童及び生徒の安全確保措置
・園児、児童及び生徒の安否確認
・園児、児童及び生徒の避難誘導
・県教委との連絡調整
・応急教育の企画及び実施
・応急保育の企画及び実施
・文化財の被害調査
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水道班

応急

建築・住宅班

所掌業務
・道路及び公園の被害調査並びに道路関係情報の収集
・通行不能箇所に関する応急措置の実施
・避難情報発令の進言
・河川、水路及びため池の被害調査
・土砂災害警戒区域の警戒
・災害発生箇所の被災状況調査及び応急措置
・建設業者に対する応援要請及び建設機械の借上げ
・緊急輸送道路の確保に関する業務
・交通対策計画の作成
・交通確保に関する警察との連絡調整
・ヘリポートの開設
・道路、河川、公園等の復旧に関する業務
・住宅等の被害調査
・建築物及び宅地の危険度判定
・応急仮設住宅の建設等に関する業務
・市営住宅の災害復旧に関する業務
・倒壊家屋の撤去等に関する業務
・水道施設の被害調査
・飲料水の確保
・被災地での給水活動の実施
・水道施設の復旧対策の計画及び実施
・復旧対策の情報提供
・下水道の被害調査
・下水道の復旧対策の計画及び実施
・復旧対策の情報提供
・食料の調達、配布及び保管に関する業務
・生活必需品の調達、配布及び保管に関する業務
・物資集積拠点の開設
・緊急物資等の移送・輸送に関する業務
・輸送等に必要な車両等の調達に関する業務
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部名

班名

市民窓口班
市民窓口・環境部

応急

環境班
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各支部

所掌業務
・市民窓口及び電話対応
・災害に関する市民相談窓口の設置
・被災者の人命救助に関する消防、警察等の調整
・警察及び消防との捜索活動における連携の確保
・被災市民の安否に関する情報の整理
・身元不明者の火葬に関する業務
・災害による遺体の火葬計画の作成
・火葬に関する応援要請
・家屋被害調査の実施に関する業務
・被災者台帳の作成及び罹災証明の発行に関する業務
・し尿処理計画の作成及びし尿処理の実施
・仮設トイレの調達と設置
・災害廃棄物処理実行計画に基づく廃棄物の処理
・災害発生時の災害廃棄物仮置場の設置及び運営
・市民窓口及び電話対応
・地域の被災状況の収集、整理及び本部への伝達
・警察及び消防との避難誘導における連携
・管内指定避難所との連携
・自主防災組織との連携
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

緊急初動体制
休日等勤務時間外に、市内で震度５強以上の地震が発生した場合、緊急初動体制に基づき
自主参集する。
(1) 緊急初動体制の組織及び所掌事務
緊急初動体制の所掌事務は、災害直後の緊急業務として別表【緊急初動体制における
所掌事務】による。

応急
第２部 第１章 地震発生時における活動体制の確立
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【緊急初動体制における所掌事務】
部名
本部事務局

班名
総括班

所掌業務
・災害対策本部の設置準備
・県及び防災関係機関との調整
・気象情報の収集・伝達
・災害情報の収集・伝達
・情報通信機器の運用
・被災状況の集約及び防災関係機関への伝達
・避難状況の集約等に関する業務

応急

広報班

・市民への情報伝達・広報
・報道機関との連絡調整
・市議会との連絡調整
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庶務・会計班

・電気、ガス等ライフライン事業者との連絡調整
・庁舎の被害状況の把握
・災害活動に従事する職員の飲料水及び食料の確保
・職員参集状況の整理

福祉・医療部

福祉班

・避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援
・福祉避難所の開設
・福祉ボランティアとの連携
・福祉施設等の被害調査及び応急措置
・児童福祉施設における避難支援
・福祉施設における避難支援
・放課後児童クラブにおける避難支援
・福祉施設等の被害調査及び応急措置

医療救護班

・医療救護所の設置
・県医療救護班との連絡調整
・医療機器、医薬品、血液製剤等の調達業務
・傷病者の搬送に関する消防機関との連携
・医療機関、医師会及び保健所との連絡調整
・救出した傷病者の医療救護所への搬送

生活基盤部

土木・産業施

・通行不能箇所に関する応急措置の実施

設班

・災害発生箇所の被災状況調査及び応急措置
・ため池の被害調査
・緊急輸送道路の確保に関する業務
・交通確保に関する警察との連絡調整

上下水道部

建築・住宅班

・住宅等の被害調査

水道班

・水道施設の被害調査

下水道班

・下水道施設の被害調査
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
地震災害発生時の配備体制

部名
生活物資・産業部

班名
生活物資班

所掌業務
・食料の調達及び配布に関する業務
・生活必需品の調達及び配布に関する業務
・緊急物資等の移送・輸送に関する業務

避難支援・教育部

産業班

・観光客等への情報提供

避難所班

・避難所開設及び運営への協力
・避難者の確認
・避難者名簿の作成
・避難所における広報

教育班

・園児、児童及び生徒の安全確保措置

応急

・避難者への食料等の供給に関する業務
・県教委との連絡調整
・園児、児童及び生徒の避難誘導
・園及び学校施設の被害調査
・被災学校施設等の応急措置
市民窓口・環境部

市民窓口班

・市民窓口及び電話対応
・災害に関する市民相談窓口の設置
・被災者の人命救助に関する消防、警察等の調整
・警察及び消防との捜索活動における連携の確保
・被災住民の安否に関する情報の整理

環境班

・し尿処理計画の作成及びし尿処理の実施
・仮設トイレの調達と設置
・災害廃棄物処理実行計画に基づく廃棄物の処理
・災害発生時の災害廃棄物仮置場の設置及び運営

各支部

・市民窓口及び電話対応
・地域の被災状況の収集・整理及び本部への伝達
・警察及び消防との避難誘導における連携
・管内指定避難所との連携
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・園児、児童及び生徒の安否確認
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第２節

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における活動体制の確立
職員の動員

職員の動員
［全部局］

１

職員の動員基準
地震災害発生時の職員の動員基準は、以下による。
動員職員の詳細については、「東近江市職員初動マニュアル」による。
【表

地震災害発生時の職員の動員基準】

配備体制
警戒１号体制

防災担当課及び各支所の指定された職員

応急

災害警戒本部体制

指定された職員

災害対策本部体制

指定された職員（左記以外の職員は自宅待機）

緊急初動体制
第２部 第１章 地震発生時における活動体制の確立

２

動員職員

全職員

職員の動員方法
地震発生時には、職員は、震度に応じた配備体制に基づき、自主参集を原則とする。

３

職員の参集場所
職員の参集場所は、配備体制に基づき、災害対策本部室又は支所を基本とする。
ただし、事前に参集場所を指定されている職員は、当該場所に参集する。
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
消防活動

第２章
第１節

地震発生時における二次災害防止
消防活動
［本部事務局、消防本部］

１

消防本部による消防活動
消防本部は、地震の発生により、市街地における火災の発生が予想される場合、市本部と
連携し、消防活動を迅速かつ円滑に実施する。

応急

(1) 災害時の基本方針
早期に警備体制を確立する。

イ

人命救助及び消火活動に努め、市民の生命及び身体の保護を第一とする。

ウ

市民の生命の安全を確保するため、情報収集、伝達及び広報に努める。

(2) 警備本部
ア

地震により被害が発生し、又は発生が予想される場合及び県下において震度５弱以上
の地震が発生した場合、消防本部に災害対策消防指揮本部を設置するほか、各消防署に
消防署隊本部を設置して災害時の体制を確立する。

イ

災害対策消防指揮本部長は、消防署隊本部長の要請等により、又は被害状況を判断し
て他の消防署隊本部長に応援隊の出動を命じることがある。

(3) 配備体制
配備体制は、消防本部の規定による。
(4) 災害時の活動計画
災害対策消防指揮本部長及び消防署隊本部長は、災害時において以下の活動を迅速に実
施し、火災の拡大を防御する。
ア

情報収集及び被害状況の把握

イ

被害状況を踏まえた活動方針の樹立

ウ

関係行政機関との連絡調整

エ

関係機関（医療、電気及び通信）との連絡調整

オ

近隣府県消防に対する応援要請

カ

自衛隊派遣要請に関すること。

キ

消防署間の応援に関する調整

ク

消防広報

ケ

資機材の調達及び補給物資の確保

コ

非常食の調達

サ

その他必要な事項

(5) 非常時体制
災害対策消防指揮本部長は、被害状況その他の事情により通常の警備体制では対応が不
可能と認めるときは、非常時体制を発令する。
消防力関係：資料編４－５参照
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２

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
消防活動

消防団の活動
(1) 消防団における警備の内容
ア

通常警備
通常火災における警備とする。

イ

非常警備（全団出動）
大火災及び非常災害時における警備とする。

(2) 警備部隊の編成
消防団長は、火災の拡大又は非常災害の発生その他により必要と認めたときは、非常警

応急

備体制を命ずる。
(3) 出動計画
災害時には、市長及び消防長又は消防団長の特命により緊急出動するが、消防団が電話

第２部 第２章 地震発生時における二次災害防止

連絡その他により災害の発生を覚知したときは、直ちに出動するものとする。
３

市民による自主的な防火活動
市民は、自らが居住する地域において地震が発生した場合、揺れがおさまり安全を確認し
た後、ガスの元栓を閉める等の出火防止活動を行い、できうる限り火災発生の防止に努める。

また、市民は、近隣地域における火災に対し一致協力して初期消火活動を行う。
４

断・減水時の消防計画
消防水利のうち水道消火栓が断・減水した場合は、周辺部の消火栓、自然水利等を併用し
て防御にあたるものとする。ただし、地震等により広範囲にわたって断・減水した場合は、
防火水槽、プール、湖水、水路、河川等を活用するものとする。

５

応援の要請
(1) 広域消防相互応援協定に基づく応援要請
消防本部は、大規模な火災等の自然災害及び高層建築物火災等に対処するため県下各市
町と広域消防相互応援協定を締結しており、必要に応じて応援を要請する。
(2) 応援要請時の通報事項
応援要請の通報は、応援要請を決定した時点で通報する要請即報事項と応援側の受諾が
判明した時点において通報する要請詳報事項に区分して行うものとする。
(3) 県、他の市町等への応援要請
市本部は、単独では十分に消火、救助又は救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送
するためヘリコプター等が必要な場合若しくは資機材が必要な場合は、県、他の市町等に
応援要請する。その際、火災の状況、地理及び水利の情報を応援市町に対して提供する。

(4) 緊急消防援助隊等他府県への応援要請
市本部長は、緊急消防援助隊等他府県の応援を要請したいときは、県本部に要請する。
６

人命救助活動
災害発生時の人命の救助活動は、他の諸活動に優先して実施する必要があるため、災害事
象及び対象物の特殊性を考慮し、各隊の連携及び資機材等の活用等を事前に計画し適正な運
用を図る。
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第２節

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
水防活動

水防活動
［本部事務局、生活基盤部］

１

河川災害応急対策
地震により河川管理施設等が被害を受けた場合、市本部は、河川管理者の県に対して二次
災害の発生防止及び施設の迅速な応急復旧を要請する。

２

ダム施設応急対策
地震によりダム施設が被害を受けたおそれがある場合、市本部は、ダム管理者の県に対し
て二次災害の発生防止及び施設の迅速な応急復旧を要請する。
が 25gal 以上である場合又は気象台で発表したダム近傍指定観測点の気象庁観測点の気象庁

応急

ダムの管理者は、ダムの堤体底部に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度
震度階が４以上の地震が発生した場合には、速やかに必要箇所について臨時点検を行い、そ
措置を行い、ダム機能の安全を確保する。
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
土砂災害対策

第３節

土砂災害対策
［本部事務局、消防本部、生活基盤部］

地震が発生した場合において、山間部等では土石流、斜面崩壊や崩落（落石）が発生し、避
難時にこれらの土砂災害に二次的に巻き込まれるおそれがある。したがって災害発生後は、こ
れらの危険箇所の被害状況を把握するとともに、市民の安全確保や応急復旧を行うなど、二次
災害の防止対策を実施するものとする。
１

応急対策計画
市本部は、消防本部と連携し、地震による被害を最小限に留めるため、被災地やその周辺

応急

等の巡視を強化し、防災関係機関と協力して被災箇所の早期応急復旧を図る。
(1) 危険箇所の警戒巡視活動
ア

実施体制

第２部 第２章 地震発生時における二次災害防止

市本部は、消防本部と連携し、斜面崩壊や崩落（落石）等による二次災害から市民を
守るため、災害発生後直ちに危険箇所の現地パトロールを実施し、危険箇所の把握及び
警戒に努める。
なお、必要に応じ県本部に応援、情報提供等を要請する。
イ

巡視の優先順位
巡視は、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所、土石流危険渓流、土砂災害警戒
区域その他の箇所について、次の順位で行う。
(ｱ) 住宅地周辺の危険箇所
(ｲ) 緊急輸送道路沿道の危険箇所
(ｳ) 住宅地から指定避難所までの避難ルート沿道の危険箇所
(ｴ) その他の危険箇所
(ｵ) 危険箇所以外で必要な場所

(2) 被害発見時の措置
ア

被害発見者
(ｱ) 巡視の際に被害を発見した者は、現場にロープを張るなどの措置を行うとともに、
速やかに周辺状況を確認の上、直ちに市本部に通報して、次の指示を待つ。

(ｲ)

市本部の指示を受けるまでに、消防本部、県警察等の関係機関から交通規制等の

実施の協力要請があった場合には、その指示に従う。
イ

広報
市本部は、巡視により被害を発見した場合、防災関係機関に連絡するとともに、市民
に対し危険箇所に関する広報を速やかに実施する。

２

二次災害予防
(1) 二次災害が生じないように点検巡視を強化するとともに、二次災害のおそれのある場合
には市民の避難対策を適切に実施する。
(2) 震災後の降雨等による地すべり、がけ崩れ、土石流等の二次災害の危険性が高い箇所に
ついては、市民に対し、警戒、自主避難又は避難情報の発令の措置をとるとともに、ブル
ーシートによる斜面の被覆等の応急対策を実施する。
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３

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
土砂災害対策

危険箇所の応急対策
土石流や斜面崩壊等により被害を受けた箇所については、県及び関係機関の協力のもとで、
迅速な応急対策を実施する。

４

避難対策の検討
土石流危険渓流周辺、急傾斜地崩壊危険箇所等における土砂災害から人命を守るため、危
険箇所を発見した場合には、直ちに避難対策を検討する。

応急
第２部 第２章 地震発生時における二次災害防止
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
建築物・宅地の応急危険度判定

第４節

建築物・宅地の応急危険度判定
［生活基盤部］

地震発生時には、地震による二次災害を防止するため、被災建築物及び宅地の応急危険度判
定を実施し、避難、応急修理その他必要な措置を行うように指導する。
１

被災建築物の応急危険度判定
(1) 建築物に関する被害状況の把握
建築物の被害調査マニュアル等に基づき、短時間で効率的に被害状況を調査する。
なお、被害調査に当たっては、市民から寄せられる情報を参考にする。

応急

(2) 被災建築物に対する応急危険度判定の実施準備
県と連携し、被災建築物に係る応急危険度判定を実施する。

第２部 第２章 地震発生時における二次災害防止

ア

応急危険度判定士の確保

イ

応急危険度判定士の受入れ施設の確保

ウ

作業実施のための準備

(3) 応急危険度判定の実施
市本部は、専門ボランティア（建築士）等の被災建築物の応急危険度判定士と協力し、
被災建築物の応急危険度判定を行う。
(4) 判定結果の表示等
ア

応急危険度判定結果の表示
被災建築物応急危険度判定の結果を３色の判定ステッカー（危険：赤色、要注意：黄
色、調査済：緑色）に対処方法を記載し、建物の見やすい場所に貼る。

イ

応急危険度判定結果の周知
「危険」又は「要注意」と判定された建築物については、二次災害防止の観点から、
判定結果の意味を市民に十分に周知する。

(5) 「危険」と判定された建築物所有者等への対応
応急危険度判定によって
「危険」
と判定された建築物の所有者又は管理者に対しては、
相談に応じ、当該建築物の修理、復旧等の促進を図る。
２

被災宅地危険度判定
市本部は、地震等により被災した宅地等が余震又はその後の降雨により生じる二次災害を
防止するために、被災宅地危険度判定を実施する。
(1) 宅地判定士派遣要請及び派遣
市本部は、県に対して､宅地判定士の派遣を要請する。
(2) 宅地危険度判定の実施
ア

判定の基本的事項
(ｱ) 判定対象は、市本部が定める判定実施区域内の宅地とする。
(ｲ) 判定業務は、被災宅地危険度判定連絡協議会策定の被災宅地危険度判定実施要綱
及び被災宅地危険度判定業務実施マニュアルによる。
(ｳ) 判定結果の責任は、市本部が負う。

イ

判定の関係機関
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
建築物・宅地の応急危険度判定

(ｱ) 市本部は、判定の実施主体として判定作業に携わる宅地判定士の指揮及び監督を行
う。
(ｲ) 市本部は、県に対し、宅地判定士の派遣等判定の後方支援を要請する。
ウ

判定作業概要
(ｱ) 判定作業は、市本部の指示に従い実施する。
(ｲ) 宅地危険度の判定は、
「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」
（被災宅地危険度
判定連絡協議会発行）の判定基準により行う。
(ｳ) 調査は、判定調査票の項目にしたがって行う。調査は、主として宅地外観の目視及
(ｴ) 判定結果は、「危険宅地」、「要注意宅地」、
「調査済宅地」の３ランクとし、宅地の

応急

び簡便な計測手法により行う。
認識しやすい場所に宅地判定ステッカーを貼付して危険度を表示する。
市本部は、被災宅地危険度判定結果に基づき、立入制限等の措置を行う。
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(3) 二次災害防止のための応急措置
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
危険物等の応急対策

第５節

危険物等の応急対策
［消防本部、各施設管理者］

１

方

針

地震発生に起因する二次災害により、危険物施設、火薬類貯蔵施設、高圧ガス施設及び毒
物劇物施設に火災、爆発、漏洩等が発生し、又は発生のおそれのある場合は、災害防止のた
め、その施設の形態に合わせて迅速かつ的確に応急措置を行う。
被害の発生に際して、市本部は、防災関係機関と連携し、被害の拡大防止に努める。
２

危険物施設の応急対策

応急

危険物施設の所有者、管理者及び占有者にして、その権限を有する者（以下「責任者」と
いう。）は、地震による災害発生と同時に直ちに次の措置を講じる。
(1) 事業所等の行う応急対策

第２部 第２章 地震発生時における二次災害防止

危険物施設の責任者は、地震等異常発生時には、直ちに危険物の流出又は爆発のおそれ
のある作業及び移送を停止し、施設の被害及び損傷等異常の有無を目視等により確認し、
次の応急措置をとる。
ア

異常のない場合には、保安要員を確保し、余震による被害発生に備える。

イ

異常が生じた場合、責任者は次の自衛防災活動を行う。
(ｱ) 市本部、消防本部及び防災関係機関への通報及び応援要請
(ｲ) 初期防御
(ｳ) 危険区域への応急的な立入禁止措置
(ｴ) 従業員等の避難
(ｵ) 付近住民等への危険周知及び避難誘導

ウ

市本部、消防本部及び防災関係機関は、相互に連携し、責任者がとる上記の措置に協
力する。

(2) 市、県等の行う応急対策
市本部、県及び防災関係機関は、地域防災計画及び関係機関の災害応急対策計画の定め
るところにより、連携して以下の災害応急対策を実施する。
ア

連絡通報
市本部は、消防本部と連携を保ちながら、被災現場に職員を派遣する等により被災状
況の実態を的確に把握するとともに、県その他関係機関に被害即報を行う。さらに、逐
次中間報告を行う。

イ

消防応急対策
消防本部及び消防団は、危険物火災の特性に応じた消防活動を迅速に実施し、必要に
応じて、他の消防機関及び県への応援を要請する。また、危険区域に立入禁止区域を設
定する。

ウ

広報活動
危険物災害による不安、混乱の防止又は避難情報による避難の徹底等を図るため、市
本部、県、報道機関等は相互に協力して、防災情報告知放送システム、広報車、広報紙、
新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等を媒体とする広報活動を行う。
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エ

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
危険物等の応急対策

その他の応急対策
危険物施設災害が発生した場合、避難、救急、医療その他の災害応急対策を迅速に実
施する。

３

高圧ガス施設の応急対策
(1) 高圧ガス貯蔵、製造、消費施設等の損傷確認
高圧ガス施設の責任者は、地震等異常発生時には、直ちに施設の損傷状況を目視、ガス
検知器等により異常の有無を確認し、次の応急措置を講じる。
異常のない場合には、保安要員を確保し余震による被害発生に備える。

イ

異常が発生した場合には、責任者は次の自衛防災活動を行う。
(ｱ) ガス遮断等緊急措置

応急

ア

(ｲ) 危険区域への応急的な立入禁止措置
(ｴ) 市又は県高圧ガス地域防災協議会等防災関係機関への通報及び応援要請
(ｵ) 従業員等の避難
(ｶ) 付近住民等への危険周知及び避難誘導
ウ

市本部、消防本部及び防災関係機関は、相互に連携し、責任者がとる上記の措置に協
力する。

(2) 爆発火災等発生の場合
爆発火災等の発生に際しては、状況に応じて次の措置をとる。
なお、中部近畿産業保安監督部近畿支部は、一般高圧ガス及び液化石油ガスの移動の制
限又は一時禁止等の緊急命令を行う。
ア

滋賀県高圧ガス地域防災協議会又は防災指定事業所への出動要請

イ

負傷者の救出救護

ウ

立入禁止区域の設定及び交通規制

エ

避難誘導及び群衆整理

オ

消火、防火及び防爆活動並びに広報活動

カ

緊急交通路の確保

キ

引火性、発火性及び爆発性物の移動

ク

遺体の処理

(3) 応急対策
高圧ガス施設災害が発生した場合、避難、救急、医療その他の災害応急対策を迅速に実
施する。
４

火薬類貯蔵施設の応急対策
(1) 火薬類貯蔵施設等の損傷確認
火薬類貯蔵施設等の責任者は、地震等異常発生時には、直ちに施設の損傷状況を目視等
により異常の有無を確認し、次の応急措置を講じる。
ア

異常のない場合には、保安要員を確保し余震による被害発生に備える。

イ

異常が発生した場合には、責任者は、次の自衛防災活動を行う。
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災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
危険物等の応急対策

(ｱ) 爆発及び誘爆の回避措置
(ｲ) 危険区域への応急的な立入禁止措置
(ｳ) 火災発生、拡大、延焼、類焼の回避措置
(ｴ) 警察、消防本部等への通報
(ｵ) 従業員等の避難
(ｶ) 付近住民等への危険周知及び避難誘導
ウ

市本部、消防本部及び関係機関は、相互に連携し、責任者がとる上記の措置に協力す
る。

応急

(2) 火災発生時の措置
火災が発生したとき、市本部及び関係機関は、次の措置を講じる。
ア

引火爆発の危険が少ない場合

第２部 第２章 地震発生時における二次災害防止

(ｱ) 被災者の救出救護
(ｲ) 警戒区域の設定
(ｳ) 飛散火薬類の発見回収
(ｴ) 二次爆発の防止措置
イ

引火爆発のおそれがある場合
火薬類取扱場所付近に火災が発生し、貯蔵中の火薬類に引火爆発のおそれがある場合
は、その施設の責任者等と連携し、速やかに火薬類の安全な場所への搬出の措置を講じ、
見張り人を配置し、関係者以外の立入りを禁止する。

ウ

搬出する時間がない場合
引火爆発のおそれがある場合で、搬出する時間がない場合は、爆発により危険の及ぶ
区域に警戒区域を設定し、市民の避難及び立入禁止等の警戒措置を講じる。

エ

運搬に支障があると認められる場合
地震のため自動車による火薬類運搬に支障があると認められる時は、公安委員会が緊
急措置をとり、その運搬を禁止する。

(3) 応急対策
火薬類貯蔵施設災害が発生した場合、避難、救急、医療その他の災害応急対策を迅速に
実施する。
５

毒物、劇物施設の応急対策
(1) 責任者の措置
地震動により毒物又は劇物の流出、飛散、散逸等の事故発生の場合は、責任者において
回収その他保健衛生上の危険防止に必要な措置を講じるとともに、直ちに東近江保健所、
消防本部又は県警察に届け出る。
(2) 緊急措置
毒物又は劇物の流出等により、周辺住民の健康に害を及ぼすおそれが生じた場合、市本
部、関係機関及び県が協力し、周辺住民に対する避難情報の発令等、人命安全のための措
置を講じるとともに、中毒防止等の広報活動を行う。
(3) 応急対策

210

第3編
第2部
第2章
第5節

災害応急対策計画
地震災害時の応急対策
地震発生時における二次災害防止
危険物等の応急対策

毒物、劇物施設災害が発生した場合、避難、救急、医療その他の災害応急対策を迅速に
実施する。

第６節

南海トラフ地震の時間差発生による災害の拡大防止
［本部事務局、避難支援・教育部、生活基盤部］

過去に発生した南海トラフ地震では、二つの地震が同時に発生するほか、数時間から数年の
時間差で発生していることから、後発の地震に対する対策を以下のとおり実施する。
(1) 後発地震により土砂災害の発生が懸念される地域等については、数日間に限っての避難
(2) 余震等による二次災害を防止するため、建築物及び宅地の応急危険度判定を早急に実施

応急

の実施を検討する。
し、最初の地震で脆弱になっている建築物等について市民に周知を徹底する。また、応急

第７節

帰宅困難者対策
［本部事務局］

災害による交通機関の停止等で、駅周辺等に滞留する外出者、観光客及び通勤・通学者が帰
宅困難者となることが想定される。
このため、県本部や鉄道事業者等と協力し、「むやみに移動を開始しない」という基本原則
の周知・徹底を図り、家族等への安否確認の連絡体制、企業や学校などでの一時滞在及び主要
駅周辺での一時滞在施設の確保などの対策を実施する。
(1) 帰宅困難者への情報提供
県本部や鉄道事業者等と協力し、帰宅困難者に対し、必要な交通情報や県内の被害状況
等の情報を伝達する。
(2) 一時滞在施設の確保
鉄道事業者等と協力し、外出者や観光客等、帰宅が可能となるまで待機場所が無い者を
一時的に滞在させるため、施設を確保する。一時滞在施設は、指定避難所として開設して
いない公共施設の利用のほか、民間施設の開放も呼び掛け、幅広く安全な施設を確保する
ように努める。
なお、受入れに当たっては、要配慮者の受入れを優先する。
(3) 一時滞在施設での飲料水、食料等の提供
一時滞在施設に受入れた帰宅困難者に対し、必要に応じて飲料水、食料等を提供する。
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危険度判定の結果、危険と判断された建築物やがけ地には立入禁止を呼びかける。
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災害応急対策計画
事故災害時の応急対策
事故災害時の活動体制の確立
事故災害の想定

第３部

事故災害時の応急対策

第３部は事故災害時に限定した応急対策について記述しており、この部に記述していない事
項については、第１部「風水害、震災、事故災害共通の応急対策」による。

第１章

事故災害時の活動体制の確立

本章は、自然災害ではない主に人為的要因よる以下の災害に関する対策計画であり、市民生

応急

活に甚大な被害を及ぼす大規模事故災害が発生した場合には、人命安全を第一に迅速かつ的確
に防災対策を推進する。

第３部 第１章 事故災害時の活動体制の確立

第１節

事故災害の想定
［本部事務局］

１

湖上災害
市域の琵琶湖において、船舶の転覆等により多数の死傷者を伴う大規模災害が発生した場
合

２

航空災害
市内において、航空機の墜落炎上等により多数の死傷者を伴う大規模災害が発生した場合

３

鉄道災害
市内において、相当規模の人的・物的被害が生じる大規模鉄道災害が発生した場合

４

道路災害
市内において、相当規模の人的・物的被害が生じる大規模道路災害が発生した場合

５

危険物等災害
市内において、危険物等（危険物、高圧ガス、毒物・劇物及び火薬類）の漏えい及び流出、
火災、爆発等による多数の死傷者等が発生した場合

６

大規模火災
市内において、市街地の広い範囲にわたる大規模な火災が発生した場合

７

林野火災
市内において、広範囲にわたる林野の消失等といった林野火災が発生した場合
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災害応急対策計画
事故災害時の応急対策
事故災害時の活動体制の確立
事故災害時の配備体制

第２節

事故災害時の配備体制
［全部局］

１

事故災害時の配備基準、配備体制
体制
警戒１号体制

市内において事故災害発生の情報があったとき

災害警戒本部体制

市内において事故災害が発生し、人命に被害のおそれがあるとき

災害対策本部体制

市内において事故災害が発生し、多数の人命に被害があったとき

応急

２

基準

警戒１号体制
(1) 警戒１号体制
防災担当課及び事故が発生した地域の支所の指定された職員

３

ア

事故情報の収集及び伝達に関すること。

イ

消防、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること。

ウ

その他必要な事項

災害警戒本部体制
市内において事故災害が発生し、人命に被害のおそれのあるとき、事故に関する情報収集、
関係機関との連絡調整及び必要な応急対策を実施するため、災害警戒本部を設置して速やか
に防災対策に当たる。
災害警戒本部の組織及び災害警戒本部の設置場所は、地震災害時の災害警戒本部に準ずる。
事故発生時の各部の災害警戒本部所掌事務は、次頁による。

４

災害対策本部体制
市内において事故が発生し、多数の人命に被害が発生した場合、災害対策本部を設置し、
迅速かつ的確に災害応急対策を実施する。
災害対策本部の組織、本部会議及び本部事務局、災害対策本部の所掌事務並びに災害対策
本部の設置場所は、地震災害時の災害対策本部に準ずる。
必要に応じて事故が発生した地域の支所に、現地災害対策本部を設置する。
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(2) 警戒１号体制の所掌事務
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災害応急対策計画
事故災害時の応急対策
事故災害時の活動体制の確立
事故災害時の配備体制

【災害警戒本部の所掌事務】
部

所掌事務
・災害状況の把握及び分析
・退避及び避難に関する方針の決定

本部事務局

・県、隣接自治体、防災関係機関等との連絡調整に関すること。
・災害関係の広報活動
・報道機関への情報提供及び連絡調整に関すること。
・職員の動員及び参集職員の把握
・被災者の医療・救護対策に関すること。

応急

福祉・医療部

・医療施設との連絡調整に関すること。
・避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援に関すること。

生活基盤部

・避難に必要な交通の確保に関すること。

第３部 第１章 事故災害時の活動体制の確立

・県警察と連携した避難対象区域の交通規制に関すること。

上下水道部

・上水道施設の被災調査に関すること。

生活物資・
産業部

・生活必需品の確保及び供給に関すること。

避難支援・
教育部
市民窓口・
環境部

・被災者への食料の調達及び炊出しに関すること。
・退避及び避難の実施
・指定避難所の開設及び運営
・児童生徒の退避、避難誘導及び安全確保
・市民の退避及び避難誘導
・市民窓口及び電話対応
・市民に対する相談窓口の設置
・市民窓口及び電話対応
・地域住民の退避及び避難誘導

支部

・地域の情報収集、整理及び伝達
・自治会等への情報伝達
・管内指定避難所との連携
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第３節

災害応急対策計画
事故災害時の応急対策
事故災害時の活動体制の確立
職員の動員

職員の動員
［全部局］

１

職員の動員基準
事故災害発生時の職員の動員基準は、以下による。

動員する職員の詳細については、
「東近江市職員初動マニュアル」に定める。
【事故災害発生時の職員の動員基準】
体制
警戒１号体制

防災危機管理課及び事故発生地域支所の指定された職員

災害警戒本部体制

指定された職員

災害対策本部体制

指定された職員

職員の動員方法については、「東近江市職員初動マニュアル」による。
３

職員の参集場所
職員の参集場所は、配備体制に基づき、災害対策本部室又は支所を基本とする。
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職員の動員方法

応急

２

動員職員
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第２章
第１節

事故災害発生時の対策
事故災害時の応急対策
［全部局］

１

活動体制の確立
市内において事故災害が発生し、多数の人命に被害があった場合、災害対策本部を設置し、
県本部と緊密に連携して必要な応急対策を迅速に実施する。

応急

２

情報の収集・連絡
(1) 情報連絡系統
事故災害が発生した場合の情報連絡系統は次のとおりである。

第３部 第２章 事故災害発生時の対策

災害関係事業者

国の所管省庁
災害拠点病院
東近江土木事務所等

消防庁

県

事故原因者
消防本部･署

防災危機管理局

東近江市

応急対策室

関係部局

事故発見者
地元関係機関
(医師会等)
隣接府県
他消防本部

滋賀労働局
総務課

自衛隊
他市町

第三戦車大隊

関係防災機関
東近江警察署

県警察本部

警察庁
近畿管区警察局

(2) 情報収集活動の実施
市本部は、事故災害が発生した場合には、県、消防本部及び警察と連携し、職員等を事
故現場に速やかに派遣し、緊急救命と現場の維持保全等を行いつつ情報収集にあたる。
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応急対策活動の実施

第２節

応急対策活動の実施
［全部局］

１

捜索、救助・救急及び消火活動
(1) 捜索活動
市本部は、事故により遭難事故が発生した場合には、警察署、消防本部、消防団等と連
携して捜索活動を実施する。
(2) 救助・救急活動
市本部は、消防本部と連携し、消防本部の高規格救急車、救助工作車等の資機材を投入
なお、負傷者については医療機関（救護所を含む）へ搬送するとともに、自らの救急活

応急

し、警察等の関係防災機関と連携して、救助・救急活動を迅速に実施する。
動のみでは対処できないと認める場合には、県内の他の消防機関に応援を求めるほか、県
を要請する。また、負傷者の搬送に当たっては、トリアージ（傷病者の重症度による分類）
を行い、緊急治療が必要な重篤・重症患者を最寄りの災害拠点病院、入院を要する中等症
患者を最寄りの救急告示病院に搬送する。
(3) 消火活動
消防本部は、市本部と連携し、事故災害により火災が発生した場合、速やかに火災の状
況及び被害状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。また、自らの消火活動のみ
では対処できないと認める場合には、県内の他の消防機関に応援を求めるほか、県に対し、
防災ヘリコプター、緊急消防援助隊の派遣、広域航空消防応援等を要請する。
２

市民等の避難
(1) 避難指示
市本部は、事故災害発生時には人命の安全を最優先とし、必要に応じて地域住民等に対
し避難指示を行う。
(2) 地域住民等の避難誘導
市本部は、警察と連携し、指定避難所、避難経路、災害現場の所在その他避難に関する
情報提供を行い、住民等の避難誘導を行う。要配慮者に対しては、民生委員・児童委員や
自主防災組織等の協力を得て、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう努める。

３

災害広報の実施
市本部は、県本部及び関係機関と連携し、事故災害の発生場所、被害状況等について市民
への広報活動を迅速に実施する。
市民への広報は、おおむね次のような項目について行う。
(1) 事故の発生日時及び場所
(2) 被害の状況
(3) 被害者の安否情報
(4) 応急対策の実施状況
(5) 交通規制の状況
(6) 治安の状況
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に対し、救護班の派遣、防災ヘリコプター、緊急消防援助隊の派遣、広域航空消防応援等
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(7) 市民に対する協力及び注意事項
(8) その他必要と認められる事項

応急
第３部 第２章 事故災害発生時の対策
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第４部

原子力災害時の応急対策

第４部は原子力災害時に限定した応急対策について記述しており、この部に記述していない
事項については、第１部「風水害、震災、事故災害共通の応急対策」による。

第１章

原子力災害時の活動体制の確立

原子力災害が発生した場合、応急対策活動を迅速かつ的確に実施することが重要であること

第１節

応急

から、市は、原子力災害の事象に応じ、活動体制を速やかに確立する。

原子力災害時の配備体制

１

緊急時の情報収集
市は、原子力災害発生時（緊急時）において、県が、国、福井県、原子力事業者等の防災関

係機関から以下により収集した情報又は県が独自に収集した情報について連絡を受け、緊急事
態に関する状況の把握に努める。
【情報収集・連絡系統図】
原子力事業者（原子力防災管理者）

関係周辺市
（高島市、長浜市）
その他の市町
（東近江市等）

国
原子力規制委員会
（原子力規制庁）

福井県

関係消防本部
その他防災関係機関

自衛隊

県警察

２

滋賀県（防災危機管理局）

原子力災害時における配備基準、配備体制
市における原子力災害時の配備体制は以下の３種類とする。
(1) 警戒体制
(2) 災害警戒本部体制
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［全部局］
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(3) 災害対策本部体制
ア

配備の基準
市の配備基準は、表「配備体制基準」による。

イ

配備体制の決定
市長は、原子力規制委員会又は原子力防災管理者からの事故（緊急時）の通報が県を

通じてあり、
「配備体制基準」の配備レベルに該当するときは、配備基準に応じた配備体
制を決定する。

応急

【表

配備体制基準】

配備レベル

配備体制

第４部 第１章 原子力災害時の活動体制の確立

情報収集事態【フェーズ１】
(1)福井県の原子力事業所所在市町において震度５弱又
は震度５強の地震が発生したとき
(2)原子力規制委員会から情報収集事態が発生したこと
の連絡が県にあったとき
(3)その他市長が警戒体制を決定したとき
警戒事態【フェーズ２】
(1)福井県の原子力事業所所在市町において震度６弱以
上の地震が発生したとき又は福井県津波予報区にお
いて大津波警報が発表されたとき
(2)原子力規制委員会から警戒事態が発生したことの連
絡が県にあったとき
(3)原子力防災管理者から警戒体制を発令したことの連
絡が県にあったとき
(4)その他市長が警戒本部の設置を必要と認めたとき
施設敷地緊急事態【フェーズ３】(原災法 10 条)特定事
象
(1)原子力防災管理者から原災法第 10 条第１項に定める
通報が県にあったとき
(2)原子力規制委員会から施設敷地緊急事態が発生した
ことの連絡が県にあったとき
(3)福井県及び滋賀県が設置する空間放射線量率を測定
する固定観測局で、５μSv/h 以上の放射線量が検出
されたことが判明したとき
(5)その他市長が災害対策本部の設置を必要と認めたと
き
全面緊急事態【フェーズ４】(原災法 15 条)緊急事態宣
言
(1)原子力規制委員会から全面緊急事態が発生したこと
の連絡が県にあったとき
(2)内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出した
とき

３

警戒体制
(1) 警戒体制の決定及び廃止基準
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動員体制
・防災危機管理課
及び各支所の指
定された職員

災害警戒本
部体制

指定された職員

災害対策本
部体制

指定された職員
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市長は、次の場合に警戒体制を決定し、又は廃止する。
ア

警戒体制の決定基準
(ｱ) 福井県の原子力事業所所在市町（敦賀市、美浜町、おおい町及び高浜町）において
震度５弱又は震度５強の地震が発生したとき
(ｲ) 原子力規制委員会から情報収集事態が発生したことの連絡を県が受け、市が県から
連絡を受けたとき
(ｳ) その他市長が警戒体制を決定したとき

イ

警戒体制の廃止基準
(ｲ) 事故の進展により災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき。

応急

(ｱ) 原子力事業所の事故が終結したとき。
(2) 業務内容
(3) 警戒体制を決定した場合の防災関係機関への連絡
市長が警戒体制を決定した場合、防災危機管理課長は、県にその旨を連絡する。
４

災害警戒本部体制
(1) 災害警戒本部の設置及び廃止基準
市長は、次の場合に災害警戒本部を設置し、又は廃止する。
ア

災害警戒本部の設置基準
(ｱ) 福井県の原子力事業所所在市町において震度６弱以上の地震が発生したとき又は
福井県津波予報区において大津波警報が発表されたとき。
(ｲ)原子力規制委員会から警戒事態が発生したことの連絡を県が受け、市が県から連絡
を受けたとき。
(ｳ)原子力防災管理者から警戒体制を発令したことの連絡を県が受け、市が県から連絡
を受けたとき。
(ｴ) その他市長が災害警戒本部の設置を必要と認めたとき。

イ

災害警戒本部の廃止基準
(ｱ) 原子力事業所の事故が終結し、災害応急対策及び災害復旧対策が完了したとき又
は対策の必要がなくなったとき。
(ｲ) 災害対策本部が設置されたとき。

(2) 災害警戒本部の設置場所
災害警戒本部の設置場所は、配備体制に基づき、災害対策本部室又は各支所とする。
(3) 災害警戒本部の組織及び運営
災害警戒本部の組織及び運営については、東近江市地域防災計画（第 3 編第 1 部第 1 章
第 1 節）による。
(4) 災害警戒本部の所掌事務等
災害警戒本部の所掌事務は次表により、災害警戒本部事務局及び各班が分担して業務に
当たる。
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職員は、情報収集事態に関する情報収集を行う。
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【原子力災害時における災害警戒本部の所掌事務】
部

所掌事務
・災害対策本部の設置準備
・県及び防災関係機関との連絡調整
・原発事故に関する情報収集

本部事務局

・応急対策の実施状況の把握
・情報通信機器の運用及び管理
・市民への情報伝達・広報

応急

・報道機関との連絡調整
・警戒本部の庶務
福祉・医療部

・避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援

第４部 第１章 原子力災害時の活動体制の確立

・安定ヨウ素剤の配布及び服用準備

生活基盤部

・避難に必要な交通の確保

生活物資・産業部

・避難に際して必要な水、食料及び物資の確保

上下水道部

・水源のモニタリング調査
・市民の退避及び避難誘導

避難支援・教育部

・指定避難所の開設準備
・児童及び生徒の退避及び避難誘導
・広域避難の受入準備
・市民の退避及び避難誘導

市民窓口・環境部

・市民窓口及び電話対応
・市民への情報伝達
・緊急時モニタリング
・市民窓口及び電話対応

各支部

・市民への情報伝達
・市民の退避及び避難誘導

(5) 災害警戒本部会議における協議事項
災害警戒本部会議における協議事項は、次のとおりとする。
ア

県その他防災関係機関の初期活動実施状況の確認

イ

市の初期活動の実施に関する基本的事項及び重要事項

ウ

各部班の調整に関する事項

エ

防災関係機関との連絡網確保及び連携強化に関する事項

オ

国、県及び防災関係機関に対する要請に関する事項

カ

原子力事業所における事故情報等の広報に関する事項

キ

その他重要な初期活動に関する事項

(6) 災害警戒本部を設置した場合の防災関係機関への通知
災害警戒本部を設置した場合、市（災害警戒本部長）は、県にその旨を通知又は報告す
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る。
(7) 設置の公表
災害警戒本部を設置した場合、市（災害警戒本部長）は、市ホームページ、防災情報告
知放送システム、ラジオ、テレビ、新聞等を通じて公表するとともに、災害警戒本部の標
識を指定場所に掲示する。
５

災害対策本部体制
(1) 災害対策本部の設置及び廃止基準
ア

災害対策本部の設置基準

応急

市は、次の場合に災害対策本部を設置し、又は廃止する。
(ｱ) 原子力防災管理者から原災法第 10 条第１項に定める通報を県が受け、市が県から
(ｲ) 原子力規制委員会から施設敷地緊急事態が発生したことの連絡を県が受け、市が
県から連絡を受けたとき。
(ｳ) 福井県及び滋賀県が設置する空間放射線量率を測定する固定観測局で、５μSv/h
以上の放射線量が検出されたことが判明したとき。
(ｴ) 原子力規制委員会から全面緊急事態が発生したことの連絡を県が受け、市が県か
ら連絡を受けたとき。
(ｵ) 内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出したとき。
(ｶ) その他市長が災害対策本部の設置を必要と認めたとき。
イ

災害対策本部の廃止基準
原子力事業所の事故が終結し、原災法第 15 条第４項の規定に基づく原子力緊急事態
の解除を行う旨の公示（以下「原子力緊急事態解除宣言」という。） がなされ、災害応
急対策及び災害復旧対策が完了したとき又は災害対策本部の必要がなくなったとき

(2) 災害対策本部の設置場所
災害対策本部の設置場所は、配備体制に基づき災害対策本部室又は各支所とする。
(3) 災害対策本部の組織及び運営
災害対策本部の組織及び運営については、東近江市地域防災計画（第３編第１部第１章
第１節）による。
(4) 災害対策本部の事務分掌
災害対策本部の事務分掌については、次表「原子力災害時における災害対策本部の所掌
事務」による。
(5) 災害対策本部会議における協議事項
災害対策本部会議における協議事項は、次のとおりとする。
ア

災害状況及び市の災害応急対策実施状況

イ

災害応急対策等の実施に関する基本的事項及び重要事項

ウ

災害対策本部各部各班の調整に関する事項

エ

防災関係機関との連絡調整に関する事項
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連絡を受けたとき。
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原子力災害時の活動体制の確立
原子力災害時の配備体制

オ

国、県その他防災関係機関に対する応援要請に関する事項

カ

その他必要な災害対策に関する事項

(6) 災害対策本部を設置した場合の防災関係機関への通知
災害対策本部を設置した場合、市（災害対策本部長）は、県にその旨を通知又は報告す
る。
(7) 設置の公表
災害対策本部を設置した場合、市（災害対策本部長）は、市ホームページ、防災情報告
知放送システム、ラジオ、テレビ、新聞等を通じて公表するとともに、災害対策本部の標

応急

識を指定場所に掲示する。
(8) 県との協力体制
市（災害対策本部長）は、県の災害対策本部との協力体制を整える。
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【原子力災害時における災害対策本部の所掌事務】
部
本部事務局

福祉・医療部

生活基盤部
上下水道部
生活物資・
産業部

所掌事務
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

災害対策本部の設置及び運営
原発事故に関する情報収集
県及び防災関係機関との連絡調整
退避及び避難に関する方針の決定
各部班への災害対策業務に関する指示
被災自治体への災害応援の決定
県及び他市町への応援要請の決定
情報通信機器の運用及び管理
市民への情報伝達・広報
退避及び避難状況の集約
報道機関に提供する情報の資料作成及び連絡調整
災害救助法の適用に関する事務
市議会との連絡調整
職員参集状況の整理
災害予算の調整
市民への安定ヨウ素剤の配布及び服用
被災者の医療・救護対策
医療施設との連絡調整
避難行動要支援者及び要配慮者への避難支援
避難に必要な交通の確保
県警察と連携した避難対象区域の交通規制
上水道施設等の被害調査（汚染状況のモニタリング）
災害時の応急給水
生活必需品の確保及び供給
被災者への食料の調達、炊出し及び配分
農林、畜産及び漁業の被害状況の調査
農林、畜産及び漁業関係の応急対策
中小企業関係の災害対策及び連絡調整
商工業関係の被害調査
観光資源、観光施設等の災害対策
被災商工業者等に対する金融調査
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原子力災害時の応急対策
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原子力災害時の配備体制

部
避難対策・
教育部

市民窓口・
環境部

市民の退避及び避難
指定避難所の開設及び運営
児童生徒の退避、避難誘導及び安全確保
所管施設の被害調査
広域避難受入準備及び受入
市民窓口及び電話対応
市民の退避及び避難
市民相談窓口の設置
緊急時モニタリングの実施
市民窓口及び電話対応
市民の退避及び避難誘導
地域の情報収集、整理及び伝達
自主防災組織等との連携
管内指定避難所との連携
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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第２節

職員の動員
［全部局］

１

職員の動員基準
原子力災害時の職員の動員基準は、以下による。
動員する職員の詳細については、「東近江市職員初動マニュアル」に定める。
なお、配備体制は、地震災害時に準ずるものとする。
【表

原子力災害時の職員の動員基準】

体制

応急
第４部 第１章 原子力災害時の活動体制の確立

２

動員職員

警戒体制

防災危機管理課及び各支所の指定された職員

災害警戒本部体制

指定された職員

災害対策本部体制

指定された職員

職員の動員方法
(1) 勤務時間中における伝達及び系統
口頭、電話、職員緊急連絡用メール等迅速かつ的確な方法により伝達する。
(2) 勤務時間外又は休日等における伝達等
ア

伝達方法
動員指示については、電話、職員緊急連絡用メール等迅速かつ的確な方法により伝達
する。

イ

上記以外の参集
(ｱ) 警戒体制において参集すべき職員は、事故が発生したことを知ったときは、直ちに
参集する。
(ｲ) 災害警戒体制及び災害対策本部体制に指定された職員は、緊急時であることを知っ
たときは直ちに参集する。

ウ

参集状況の報告
緊急時の参集において、本部事務局庶務・会計班は、出先機関も含めた職員の参集状
況を速やかに把握し、本部長に報告する。

３

職員の参集場所
職員の参集場所は、配備体制に基づき、災害対策本部室又は支所を基本とする。
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災害応急対策計画
原子力災害時の応急対策
原子力災害発生時の対策
緊急時モニタリング

第２章

原子力災害発生時の対策

市は、福井県内の原子力発電所において事故が発生又は発生のおそれがあるときは、県から
の情報に基づき、県と連携して原子力災害の緊急事態に対処する。

第１節

緊急時モニタリング
［市民窓口・環境部］

１

計画の方針
物質の積算線量及び放射線量率を把握するため実施する緊急時モニタリングに協力する。ま

応急

市は、県災害対策本部（以下「県本部」という。）が特定事象発生後に周辺環境の放射性
た、市は、本庁及び能登川支所に設置しているモニタリング機器によって、環境放射線量の
退避及び避難並びに飲料水、飲食物の摂取制限等の判断に必要な大気中の放射性物質及び放
射線量の把握に努める。
２

緊急時モニタリング箇所
緊急時においても、県が配備している環境放射線モニタリングポストの測定結果が基本と
なる。それと合わせて、平常時から市が独自観測を行っている簡易測定結果との比較を行う
ものとする。
【表

本市におけるモニタリング箇所】

環境放射線モニタリングポスト設置箇所（県） 県東近江保健所
市の独自計測箇所（※簡易測定）

第２節

本庁及び能登川支所

住民への広報
［本部事務局］

１

計画の方針
原子力災害は、放射性物質又は放射線による影響が五感に感じられないことなどの特殊性
を有しており、緊急時において市民の心理的動揺又は混乱が予想される。よって、異常事態
による影響をできる限り低くするため、市民に対する情報提供、広報、市民相談活動等を迅
速かつ的確に実施する。

２

市の広報体制
(1) 市は、緊急時に該当する場合、直ちに必要な事項について記者発表及び広報を行い、
報道機関に情報提供する。
なお、報道機関への発表は、広報課（市本部が設置された場合は本部事務局広報班）
が対応する。
(2) 市は、広報紙、広報車による巡回周知、市ホームページ等のインターネット、テレ
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測定を独自に行い、県が実施する緊急時モニタリング結果及び市の測定結果を参考にして、
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災害応急対策計画
原子力災害時の応急対策
原子力災害発生時の対策
住民への広報

ビ、ラジオ、ＣＡＴＶ等の放送、防災情報告知放送システム、携帯端末の緊急速報メー
ルその他の方法等を通じ、市民に対して防護対策に係る必要な情報、注意事項、市の対
策等を周知徹底する。
(3) 本部事務局広報班は、報道機関への広報について、時間を設定して実施するが、災害
状況の変化等があった場合はその都度対応する。
３

相談窓口の開設
市は、災害警戒本部を設置したときは、市民や企業等からの相談、問合せ等に対応するた

応急

めの相談窓口を開設する。また、問合せの対応に当たり、相談者のニーズを見極め情報収集
及び整理を行う。
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第３節

屋内退避、避難等の防護措置
［本部事務局、避難支援・教育部、上下水道部、生活物資・産業部］

１

計画の方針
市は、県からの指示を受けたとき又は市独自の判断により、原子力災害から市民の生命及
び身体の安全を確保するため、明確な基準に基づき避難措置等を実施する。

２

本市における避難及び一時移転に関する基準
市は、福井県の原子力事業所で事故が発生し、緊急時モニタリングによる市内の空間放射
線量が、原子力規制委員会の定める以下のＯＩＬ基準に達した場合、避難及び一時移転措置
を実施する。
【表

基準の種類

本市における避難及び一時移転に関する基準】

基準の概要

空間放射線量
（地表面１ｍ）

退避及び避難等の措置

地表面からの放射線、再浮揚
した放射性物質の吸入及び
ＯＩＬ１

不注意な経口摂取による被
ばく影響を防止するため、住

避難
500μＳv/ｈ

（移動が困難な場合の一時
屋内退避を含む）

民等を数時間内に避難や屋
内退避等させる際の基準
地表面からの放射線、再浮揚
した放射性物質の吸入及び
ＯＩＬ２

不注意な経口摂取による被
ばく影響を防止するため、住

20μＳv/ｈ

民等を１週間程度内に一時
移転させるための基準

３

避難の準備
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市は、原子力緊急事態宣言が発出され、かつ、本市において空間放射線量が異常に高くな
り（500μＳv/ｈに達するおそれがある場合）、放射能汚染による被害が発生するおそれがあ
る場合、原子力災害の危険性に配慮し、市民に対し避難の準備を指示する。
４

避難
市は、原子力緊急事態宣言が発出され、かつ、放射能汚染が拡大し市内の一部において空
間放射線量が 500μＳv/ｈに達した場合、放射能汚染危険地域の市民に対し市内の安全な避
難場所への避難を指示する。
(1) 指定避難所の開設及び避難路の決定

応急

なお、避難の実施に当たっては、次の点に留意する。
(2) 市から市民への避難指示及び伝達
(4) 指定避難所への避難方法の決定
(5) 指定避難所責任者の派遣
(6) 指定避難所の運営
(7) 避難措置の実施状況の把握
(8) 学校、社会福祉施設等の長がとるべき措置
(9) 救護所の設置協力
５

指定避難所の開設
市は、市民に対し避難指示を行う場合、市内の安全な場所にあらかじめ指定避難所を開設
する。指定避難所にはスクリーニング（身体表面に放射性物質が付着していないか調べるこ
と）等の場所を併設し、放射能汚染のおそれのある避難者に対してはスクリーニングの実施
と必要な除染措置を実施する。また、要配慮者等については、福祉避難所を開設する。

６

一時移転
市は、原子力緊急事態宣言が発出され、かつ、放射能汚染の拡大し市内全域において空間
放射線量が 20μＳv/ｈに達した場合、国からの一時移転指示を受けて、１週間程度内に市民
を一時移転させる。

７

飲料水、飲食物及び生活必需品の供給
市は、避難指示を行った場合、指定避難所で飲料水、飲食物及び生活必需品を市民に対し
迅速に供給する。
なお、飲料水、飲食物及び生活必需品については、市の備蓄、協定締結業界団体からの調
達によるものとし、物資が不足する場合は県に対し物資の調達を要請する。

８

放射線が高い水準になるおそれがある場合の対応
市は、市内において放射線の積算線量の高い地域が発生し、国が「計画的避難区域」等を
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(3) 防災関係機関との協力
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指定した場合（事故発生後１年間の積算線量が 20mSv を超える地点が存在）、県の指示によ
り長期の避難を実施する。
９

広域避難に伴う他市町避難者の受入れ
他市町において原子力災害による避難者が発生し、災害対策基本法第 72 条第１項の規定
に基づく、広域避難に伴う避難者の受入れ指示を県から受けた場合、市は、指定避難所の提
供、避難者の輸送等、必要な協力活動を、避難地区を包括する市町及び県と連携し実施する。

応急

第４節

安定ヨウ素剤の服用に関する計画
［本部事務局］

１

計画の方針

第４部 第２章 原子力災害発生時の対策

市は、放射性ヨウ素による健康被害の発生が想定される場合、原子力災害から市民の生命
を保護するため、県や医療機関と連携し、適切な被ばく医療措置を講じる。
現時点では、ＵＰＺ外では、屋内退避等の防護措置によってヨウ素を含む放射性物質の内
部被ばく及び外部被ばくの影響を低減できるため、安定ヨウ素剤の服用や備蓄については、
国や県の方針に基づき措置する。

第５節

飲料水及び飲食物の摂取制限等
［本部事務局、上下水道部、生活物資・産業部］

１

計画の方針
原子力災害が発生した場合、放射性物質又は放射線により飲料水や飲食物が汚染されるお
それが生ずるため、市は、県及び関係機関と連携し、飲料水及び飲食物の汚染度を的確に把
握するとともに、その汚染度により摂取制限など必要な措置を講じる。

２

飲食物に係るスクリーニングの措置
市は、緊急時モニタリングの結果、空間放射線量率（地上１ｍで測定）が次表「飲食物に
係るスクリーニング基準」に示す指標を超えた場合、数日内を目途に飲食物中の放射性核種
濃度を測定すべき区域を特定し、飲食物に係るスクリーニング措置を行う。
【飲食物スクリーニング基準】
基 準 の
名称

防
護
措
置

基準の概要

基準値

基準による防護措置の概要

制限を判断する準備として、

0.5μＳv/ｈ

数日内を目途に飲食物中の

飲食物中の放射性核種濃度測

（空間放射線量率）

放射性核種濃度を測定すべ

定を実施すべき地域を特定す

（地表面１m）

飲
食
物
摂
取

基

制

準

限

飲食物に
係るスク
リーニン
グ基準

ＯＩＬ６による飲食物の摂取

る際の基準
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飲料水及び飲食物の摂取制限等

摂取制限の措置
市は、国及び県の指示を受けた場合、又は、緊急時モニタリングの結果、飲料水、飲食物
及び農林畜水産物の汚染度が次表「ＯＩＬ６（経口摂取による被ばく影響を防止するため、
飲食物の摂取を制限する際の基準）
」に示す指標を超え、又はそのおそれがあると認められ

る場合は、国の専門家等の助言を受け、直ちに飲食物摂取制限措置を行う。
【飲食物摂取制限（ＯＩＬ６）】
（単位：Bq/kg）
野菜類、穀類、肉、
卵、

放射性ヨウ素

300

2,000

放射性セシウム

200

500

プルトニウム及び超ウラン
元素のアルファ核種

１

10

ウラン

20

100

（参考）厚生労働省が定めた食物摂取制限
【放射性セシウムの新基準値(※)】
（単位：Bq/kg）

※
４

食品群

基準値

飲料水

10

牛乳

50

一般食品

100

乳児用食品

50

放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定

飲料水及び飲食物の供給
市は、避難措置を指示した場合又は県から飲料水及び飲食物の摂取制限の指示を受けた場
合は、直ちに県及び関係機関と連携し、指定避難所への飲料水及び飲食物の供給を実施する。

231

第４部 第２章 原子力災害発生時の対策

飲料水
牛乳・乳製品

応急

核種

第3編
第4部
第2章
第6節

第６節

災害応急対策計画
原子力災害時の応急対策
原子力災害発生時の対策
広域応援

広域応援
［本部事務局］

１

被災市町村に対する支援の実施
市は、原子力災害により被災した市町村から支援要請があり、支援が必要と認めた場合は、
災害時相互応援協定等に基づき、速やかに支援を実施する。

２

支援に係る留意事項
(1) 市長は、協定に基づく支援要請があり、速やかに知事に報告する。

応急

(2) 支援隊は、支援要請した市町村の災害対策本部の下で活動する。
(3) 支援については、協定等で特別な定めのない場合、原則として、身体に放射性物質又
は放射線の影響のない地域の活動のみとし、支援要請に際しその内容について支援要請
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市町村と十分協議する。
３

広域避難に伴う市外からの避難者の受入れ
市は、県から災害対策基本法第 72 条第１項の規定に基づき、広域避難の受入先の要請を
受けた場合、指定避難所の提供、避難者の輸送等の必要な協力活動を、避難地区を包括する
市町村及び県との緊密な連携のもとに行う。
この場合、市は、県及び避難自治体と協議の上、避難地区を包括する市町村に対し、指定
避難所となる施設を示すものとする。
なお、広域避難の受入においては、県及び避難自治体と協議の上、あらかじめ受入計画を
作成するものとする。
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