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第１章 総則 

 

第１節 計画の目的及び運用等 

（１） 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42条の規定に基づき、山北町防災

会議が作成する計画であり、山北町に係る災害に関し、町及び防災関係機関がその全機能を有効

に発揮し、町民とともに、災害応急対策及び災害復旧等の対策を実施することにより、町民の生

命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

（２） 計画の構成と内容 

この計画においては、以下の事項を定める。 

項 目 内 容 

第１章 総則 

① 計画の目的及び運用等 

② 山北町の概況及び自然的条件 

③ 地震被害想定 

④ 計画の推進主体とその役割 

⑤ 町民等の責務 

⑥ 町及び防災関係機関等の業務大綱 

第２章 災害予防計画 
・災害の発生を未然に防止し、または被害を最小限に軽

減するための措置についての基本的な計画 

第３章 風水害対策計画 ・風水害に対応した応急対策計画 

第４章 災害復旧・復興計画 ・災害復旧の実施にあたっての基本的な方針 

第５章 地震災害対策計画 
・大規模地震等の災害発生時に町及び防災関係機関が実

施する応急対策についての基本的な計画 

第６章 特殊災害対策計画 ・突発的な災害等、特殊災害に対応した計画 

第７章 地震防災強化計画 ・東海地震に係る事前対策計画 

資料編、協定編、様式編 ・上記に関連する各種資料 

 

（３） 計画の運用 

１） 計画の周知 

この計画は、山北町の職員及び防災関係機関等に周知徹底させるとともに、特に必要と認め

る事項については、町民にも広く周知するものとする。 

２） 計画の習熟 

町及び防災関係機関は、この計画の遂行にあたって、それぞれの責務が十分に果たせるよう、

平素から、自らまたは他の機関と協力して調査研究を行い、実施または図上訓練その他の方法

により、この計画の習熟に努める。 

３） 他の計画との関係 

この計画は、町域に係る災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するもので、指定行

政機関の長または、指定公共機関が作成する防災業務計画や神奈川県地域防災計画等の他の計
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画との整合を図る。 

４） 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき毎年検討を加え、必要があると認める

ときは山北町防災会議においてこれを修正する。 

５） マニュアル等の一体的な運用 

この計画を効果的に運用し、防災対策の実効性を確保するため職員初動マニュアル及び事業

継続計画（ＢＣＰ）の見直しを行い、この計画と一体的な運用を行うものとする。 
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第２節 山北町の概況及び自然的条件 

（１） 位置・面積、人口等 

１） 位置・面積 

本町は、神奈川県の西部に位置し、南北 20.5km、東西 23.0kmで、224.61 ㎢と県内では横浜

市、相模原市に次ぐ広大な面積を有している。町域の約 90％は、丹沢大山国定公園や県立丹沢

大山自然公園などを含む丹沢山塊の森林原野で占められる山岳地帯で、平坦地は町南部を横断

する酒匂川流域にわずかに開けている。 

２） 人口 

本町の人口及び世帯数は、平成 28 年 12 月１日現在、人口が 10,861 人、世帯数は 4,229 世

帯で、ここ 10 年間で人口は減少傾向、世帯数はほぼ横ばいとなっている。また、高齢化や核

家族化も進んでいる。 

 

（２） 気象 

本町の平均気温（平成 23～27 年の５年間）は、市街地では約 16.9℃であるのに対して、丹沢

湖周辺は約 14.1℃であり、約３℃の差がある。また、年降水量（平成 23～27 年の５年間）は市

街地で 1,800～2,800mm、丹沢湖周辺で 1,800～3,300mmとなっている。 

降水は 10月に最も多く、７～８月がそれに次いで多い。また冬は晴天が続いて降水は少なく、

太平洋岸（表日本）型の気候にあたる。 

 

（３） 地質及び活断層 

本町を含む神奈川県西部地域は、南部フォッサマグナの一部に位置し、フィリピン海プレート

と北米プレートとの衝突境界部にあたる。そのため地球的に見ても、地殻の変動が最も活発な場

所である。 

本町の地質は丹沢層群（約 1,500～1,000 万年前に、海底火山の噴出物等が堆積してできた地

層で、礫岩、砂岩、泥岩などからなる）、足柄層群（約 200～70 万年前に丹沢起源の礫や砂、泥

が堆積してできた地層で、礫岩、砂岩、泥岩などからなる）石英閃緑岩体及び第四紀後期の末固

砂礫層からなっている。町の全域には、主に富士、箱根火山起源の火山灰や軽石等が堆積してい

る。 

さらに、町内にあると推定される断層は、町南部平山地区の酒匂川右岸から南西にのびる平山

断層、浅間山、丸山の南側に東西にのびる日向断層、神縄から玄倉川源流部に伸びる玄倉断層が

活断層であると推定されている。 
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（４） 過去の災害履歴 

本町は、町域の大部分が山岳地帯であるため起伏が大きく、河川は急峻であり、また降雨量も

多い。そのため過去にいくつかの地震災害、風水害が発生している。さらに、富士山の東側に位

置しているため、過去の噴火活動で火山灰等が大量に降り積もり、地震・豪雨時に土砂災害を引

き起こしやすい要因になっている。 

１） 地震災害 

本町周辺地域は、過去に多くの地震被害を受けており、江戸時代には、寛永小田原地震（1633

年・小田原で震度７程度）、元禄地震（1703年・震度６～７程度、宝永地震（1707 年・震度５

程度）、天明小田原地震（1782年・震度５～６程度）、嘉永小田原地震（1853 年・震度６程度）、

安政東海地震（1854 年震度６程度）などが知られている。 

大正 12 年（1923 年）の関東地震では震度６の揺れがあり、現在の町域で下表に示すような

人的被害及び住屋被害が生じている。また、丹沢、足柄山地のほぼ全域にわたって大規模な斜

面崩壊が起こり、土石流も発生して大きな被害をもたらした。農地や山林では崩壊、流失とい

った被害が生じ、道路被害は 23箇所（松田町、北足柄村を含めると 45箇所）に及んだ。 

 

関東地震による町村別（当時）被害状況 

町村名 川 村 共和村 清水村 三保村 松田町 北足柄村 

総戸数 1,215 124 352 264 729 315 

人的被害 

死者 21 11 8 7 13 12 

重症 2 1 2  5  

軽症 2  2  5 3 

住屋被害 

全焼     1  

全壊 137 15 45 7 302 53 

半壊 1,000 105 246 86 355 191 

破損 10 4 50 50 50 40 

※松田町は現在の向原地区高松を、北足柄村は、現在の平山地区を含む。 

（出典：神奈川縣震災誌） 

２） 風水害 

本町は、急峻な河川が多く、風水害を発生させる要因の多い地域である。 

特に大きな被害が生じたのは、国の激甚災害に指定された昭和 47 年（1972 年）７月の豪雨

で、本州上の梅雨前線に暖かく湿った気団が流入し、前線の活動が活発になり豪雨が発生した。

７月 12 日の早朝には、三保地区の狭い地域に１時間 80mm以上の降雨があり、河内川、玄倉川

などが増水して土石流が発生し、死者６名、行方不明者３名の大きな被害を受けた。 

また、平成 22年９月の台風９号では、三保の浅瀬地区に１時間に 80mmを超える降雨が５時

間も降り続き、数箇所で土砂崩れが発生し、３名の方が重軽傷を負う被害を受けた。 
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主な風水害の被害状況 

年月日 種 別 被害状況 

昭和 12年７月 13日 

～７月 18日 
豪 雨 

山崩れ、河川氾濫 

埋没家屋 271戸、倒壊家屋 48戸、流出家屋 15戸、浸水

家屋 859 戸、田畑の被害 129.7ha 

昭和 47年７月 11日 

～７月 12日 
豪 雨 

山崩れ、河川氾濫 

死者６名、行方不明者３名 

全壊家屋 65戸、非住家全壊家屋 147戸、半壊家屋 10戸、

浸水家屋 54戸、田畑の被害 34ha、 

道路橋梁の決壊 248箇所、その他公共施設等の被害 

昭和 54年 10月 19日 台風 20号 

河川氾濫 

床上浸水 12戸、床下浸水 43戸、非住家被害 11戸 

田畑の被害 6.4ha、道路の被害 27箇所、 

水道の被害 12箇所等 

平成 22年９月８日 台風９号 

土砂崩れ等 

けが人３名 

半壊２戸、一部損壊１戸、土砂流入１戸、床上浸水２戸、 

田畑の被害 1.9ha、道路の被害 56箇所、断水 92戸 

 

３） 火山災害 

有史前から噴火活動をしていた富士山は、歴史時代に入っても活動を続け、古文書に残され

た記録だけでも噴火数が 13 回以上に達している。延暦 21 年（801 年）の噴火では、足柄峠に

火山岩片が落下し、通行不能となり、箱根路が開かれたといわれている。その後も噴火に伴う

降砂によって、神奈川県下では作物が被害を受け、河川が氾濫した。宝永４年（1707 年）の噴

火の際には、本町川西地区で降り積もった火山灰の厚さが１ｍに達し、丹沢山地でも 20～60

㎝の厚さに積もった。 

宝永４年以降の噴火はないが、依然として富士山は活火山であり、噴火が起これば様々な種

類の災害を発生させる可能性がある。 

 

宝永４年の噴火による富士山の噴出物（厚さ：ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：日本の自然１火山と地震の国） 
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第３節 地震被害想定 

（１） 山北町周辺地域の地震 

現在、本町が大きな影響を受けると予想されている大地震は「東海地震」「南海トラフ巨大地

震」「都心南部直下地震」「神奈川県西部地震」「大正型関東地震」の５つがある。 

 

（２） 神奈川県地震被害想定調査 

県では、東日本大震災で明らかになった知見を反映させた地震被害想定調査を行うこととし、

平成 25年度から 26年度にかけて被害想定調査を実施した。 

本町の被害想定については、県が実施した被害想定調査を引用し、地震災害対策計画の策定に

あたる。 

１） 特徴 

① 東日本大震災の経験を反映し、最新の知見・技術を用いた定量的調査 

② 「神奈川県地震防災戦略」見直しの前提となる調査 

③ 新たに被害想定に加えた地震 

神奈川県に影響が大きい都心南部直下地震、大正型関東地震、元禄型関東地震、相模トラ

フ沿いの最大クラスの地震を想定地震に追加 

④ 最新のデータ（人口、建物等）・被害想定手法で被害等の計算を実施 

２） 想定条件 

① 季節：冬 

② 日：平日 

③ 発生時間：午後６時 

④ 風速・風向：近年の気象観測結果にもとづく地域ごとの平均 

本計画で示す被害の想定条件は上記のとおり。なお、今回実施した調査では、このほか冬

の５時、夏の 12 時についても想定しているが、ここでは、概ね全ての項目で被害が最大と

なる想定条件での結果を示す。 

３） 想定地震 

次の観点で地震を想定し、調査を実施している。 

① 地震発生の切迫性が高いとされている地震 

② 法律により対策を強化する地域の指定に用いられる地震 

③ 地震防災戦略、地域防災計画、中央防災会議等において対策の対象としている地震 

ア 東海地震 

駿河トラフを震源域とするモーメントマグニチュード 8.0の地震である。国の地震防災

戦略の対象とされている地震で、大規模地震対策特別措置法で地震発生の予知が可能とさ

れており、その切迫性が指摘されている。 

イ 南海トラフ巨大地震 

南海トラフを震源域とするモーメントマグニチュード 9.0 の地震である。国が想定する、

あらゆる可能性を考慮した南海トラフの最大クラスの地震であり、「南海トラフ地震に係

る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の南海トラフ地震防災対策推進地域に指定さ

れている。 

ウ 都心南部直下地震  
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首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都心南部の直下を震源とするモーメントマグ

ニチュード 7.3の地震である。東京湾北部地震にかわり、国が防災対策の主眼を置く地震

としており、「首都直下地震対策特別措置法」の首都直下地震緊急対策区域に指定されて

いる。 

エ 神奈川県西部地震 

神奈川県西部を震源域とするモーメントマグニチュード 6.7 の地震である。固有の地震

活動かどうか明確ではないが、歴史的に繰り返し発生していることが知られているため、

地震発生の切迫性が指摘されている。 

オ 大正型関東地震  

相模トラフを震源域とするモーメントマグニチュード 8.2の地震である。1923 年の大正

関東地震を再現した地震で、国が長期的な防災・減災対策の対象として考慮している地震

である。 
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（３） 山北町の被害想定結果 

 
想定地震 

項目 
東海地震 

南海トラフ 
巨大地震 

都心南部
直下地震 

神奈川県
西部地震 

大正型 
関東地震 

モーメントマグニチュード 8.0 9.0 7.3 6.7 8.2 

被
害
想
定
結
果 

建物被害 
全壊棟数 （棟） ＊ ＊ 0 ＊ 3,190 

半壊棟数 （棟） 40 90 20 80 1,500 

火災被害 
出火件数 （件） 0 0 0 0 ＊ 

焼失棟数 （棟） 0 0 0 0 340 

死傷者数 

死者数 （人） 0 0 0 0 150 

重症者数 （人） 0 0 0 0 60 

中等症者数 （人） ＊ ＊ ＊ ＊ 370 

軽症者数 （人） ＊ 10 ＊ ＊ 360 

避難者数 

１日目～３日目 （人） 40 80 20 70 7,530 

４日目～１週間後 （人） 40 80 20 70 6,940 

１か月後 （人） 40 80 20 70 6,300 

要配慮者 

避難者 
高齢者数 （人） ＊ 10 ＊ 10 1,110 

要介護者数 （人） ＊ ＊ ＊ ＊ 270 

断水人口 
高齢者数 （人） 0 0 0 0 1,360 

要介護者数 （人） 0 0 0 0 330 

家屋被害 
高齢者数 （人） 10 20 ＊ 20 1,090 

要介護者数 （人） ＊ ＊ ＊ ＊ 270 

帰宅 
困難者数 

直後 （人） 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 

１日後 （人） 0 0 0 0 1,150 

２日後 （人） 0 0 0 0 1,150 

自力脱出困難者（要救出者） （人） 0 0 0 0 290 

ライフラ
イン 

上水道 断水人口（直後） （人） 30 90 10 70 10,670 

下水道 機能支障人口 （人） 140 150 130 130 1,350 

都市ガス 供給停止件数 （戸） 0 0 0 0 0 

ＬＰガス 供給支障数 （戸） 0 0 0 0 80 

電力 停電件数 （軒） 0 ＊ 0 0 13,960 

通信 不通回線数 （回線） 0 ＊ 0 0 3,570 

エレベーター停止台数 （台） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

震災廃棄物 （万ﾄﾝ） ＊ ＊ ＊ ＊ 60 

※地震被害想定調査結果（平成 27年３月） 

＊：わずか（計算上 0.5以上 10 未満） 0：計算上 0.5 未満は 0とした。 
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（４） 想定される地震に対する期間別目標 

地震の発生の切迫性は、想定する地震によって現在から数百年以上と幅がある。したがって、

より切迫性が高いものから短期的に対応ができる対策を推進し、最終的には、数百年先に発生す

るかもしれない地震についても、構造物が壊れない、壊れても人を傷つけないまちづくりを目指

す。 

１） 短期的目標（５か年以内） 

大規模地震対策特別措置法制定の契機ともなり、その切迫性が指摘されている東海地震及び

南海トラフ巨大地震について、災害時応急活動事前対策の充実を中心に進める。 

２） 中期的目標（10か年以内） 

都心南部直下地震及び神奈川県西部地震について、いつ、どこでマグニチュード７クラスの

地震が発生しても対応できるよう災害時応急活動事前対策の充実を図るとともに、都市の安全

性の向上に向け、特に防災上重要な構造物の耐震化等を進める。 

３） 長期的目標（10か年超） 

地震発生の切迫性はないが、将来、多大な被害が想定される大正型関東地震について、都市

そのものの耐震力、防災力を強化し、都市の安全性の向上を進める。 

 

期間別目標 

目 標 対象とする想定地震 対策の主眼 

短期目標 

（５か年以内） 

東海地震 

南海トラフ巨大地震 
災害時応急活動事前対策の充実 

中期的目標 

（10か年以内） 

都心南部直下地震 

神奈川県西部地震 

災害時応急活動事前対策の充実 

都市の安全性の向上 

（防災上重要な施設を中心） 

長期的目標 

（10か年超） 
大正型関東地震 都市の安全性の向上 
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第４節 計画の推進主体とその役割 

（１） 計画の進め方 

平常時においては、山北町防災会議において、各種対策の実施状況を把握するとともに、県の

関係機関等と協議・調整を行い計画のより一層の充実を図る。 

災害発生時には、山北町災害対策本部において応急活動対策の調整を行い、被害状況に即した

対策を実施する。 

 

（２） 防災関係機関の実施責任 

災害応急活動を推進するにあたって、町、県、その他関係機関の果すべき責任は、次のとおり

とする。 

１） 町 

町は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、町域並びに町民の生命、身体及

び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共

的団体及び他の自治体の協力を得て防災活動を実施する。 

２） 県 

県は、市町村を包含する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災

害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び

他の自治体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理す

る防災に関する事務または業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う。 

３） 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定

行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市

町村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をする。 

４） 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性または公益性に鑑み、自ら防災活

動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

５） 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には災害応急措置を実施する。また、町、その他の防災関係機関の防災活動に協力

する。 
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第５節 町民等の責務 

（１） 町民 

１） 「自らの身は、自ら守る」という自主防災の観点から、最低３日分、推奨１週間分の食

料・飲料水等の備蓄や家具転倒防止対策の実施等の予防対策、災害時の家族の連絡体制、行

動についてのルールづくりなど、町民自らが防災対策を行う。 

２） 「自分たちのまちは、自分たちで守る」ため、自主防災組織の活動への積極的な参画に

努める。 

３） 防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した防災に関する知識、技能等

を災害発生時に発揮できるよう努める。 

４） 災害発生時には、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期消火、救

出救助、応急手当等に努めるとともに、避難するにあたっては冷静かつ積極的に行動するよ

う努める。 

５） 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじ

め決めておく。 

 

（２）企業 

１） 日頃から、その管理する施設及び設備の耐震性の確保や食糧、飲料水等の備蓄、消火、

救出救助等のための資機材整備、更に従業員の防災訓練や防災に関する研修等の実施に努め

る。 

２） 災害対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、地

域住民及び自主防災組織と連携して、地域における防災活動に参加するための体制を整備す

るよう努める。 

３） 災害発生時、地域住民及び自主防災組織と連携して、情報の収集及び伝達、消火、救出

救助、応急手当、避難誘導等を積極的に行うよう努める。 

 

（３） 災害ボランティア 

１） 災害ボランティアは、日頃から、地域・行政・関係機関が開催する防災に関する研修会

や訓練等に協力・参加し、関係者との連携を深めるよう努める。 

２） 災害ボランティアは、災害時の活動の際には、食料、飲料水の携行など、自己完結型の

活動に努めるとともに、被災地の状況を把握し、被災者の心情を勘案して活動する。また、

ボランティア団体相互の連絡を取り合い、効果的な活動に努める。 

３） 町及び関係機関は、災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、研修会や養成講

座の開催、活動拠点の確保等、環境整備に努める。 

４） 防犯指導隊及び交通指導隊は、災害時には、災害対策本部等関係機関と連携し、治安対

策、交通対策に努める。 
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第６節 町及び防災関係機関等の業務大綱 

（１） 町 

１） 基本事項 

町は、町民の生命身体及び財産を災害から保護するため、県及び防災関係機関等の協力を得

て防災活動を実施する。 

２） 災害予防・災害応急対策・災害復旧・復興 

① 防災組織の整備及び育成指導 

② 防災知識の普及及び教育 

③ 災害教訓の伝承に関する啓発 

④ 防災訓練の実施 

⑤ 防災施設の整備 

⑥ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

⑦ 消防活動その他の応急措置 

⑧ 避難対策 

⑨ 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

⑩ 被災者に対する救助及び救護の実施 

⑪ 保健衛生 

⑫ 文教対策 

⑬ 被災施設の復旧 

⑭ その他の災害応急対策 

⑮ その他の災害の発生の防御及び拡大阻止のための措置 

 

（２） 消防 

１） 小田原市消防本部 

① 災害の警戒及び防ぎょ 

② 救出、救助及び救急 

③ 災害情報の収集 

④ 県下消防機関への応援要請 

⑤ その他、災害応急対策 

２） 山北町消防団 

① 火災及び水防等の防ぎょ 

② 人命の救出及び救急協力 

③ 防災訓練の実施及び町民に対する初期消火訓練等の指導 

 

（３） 県の機関等 

１） 県西地域県政総合センター 

① 所管区域内の市町、県機関及び関係機関等の総合調整に関すること 

② 広域防災活動拠点の運営に関すること 

③ 県西現地災害対策本部構成機関の所管に係る災害応急対策の実施に関すること 

④ 所管区域内の被害状況及び災害応急対策実施状況等の収集、取りまとめ及び報告並びに
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その他の災害情報の収集に関すること 

⑤ 所管区域内の県機関及び関係機関等に対する県災害対策本部の指令等の伝達に関する

こと 

⑥ その他必要な災害応急対策に関すること 

２） 小田原保健福祉事務所足柄上センター 

① 災害時における管内区域の保健衛生対策 

② 地域災害医療対策会議の開催 

３） 県西土木事務所 

① 県が管理する河川、道路及び橋りょう等の災害状況の調査及び応急措置 

② 洪水予報及び水防警報の発令受理及び通報 

③ 異常気象時における道路交通情報連絡活動 

４） 県西教育事務所 

① 災害時における管内区域の教育対策 

５） 県企業庁酒匂川水系ダム管理事務所（三保ダム管理事務所） 

① ダムの放流に伴う警報 

② ダム関係施設の被害調査及び被害復旧 

６） 松田警察署 

① 災害時における治安及び交通等の対策 

 

（４） 指定地方行政機関 

１） 関東財務局横浜財務事務所 

① 災害発生時における地方公共団体等に対する国有財産の無償貸付等 

② 災害時における金融機関等に対する金融上の措置の要請 

③ 主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

④ 地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

２） 農林水産省関東農政局神奈川支局 

① 農業・農地・農業用施設の被害状況の情報収集及び報告連絡に関すること  

② 応急用食料・物資の支援に関すること  

③ 食料の需給・価格動向や食品の表示等に関すること  

④ 輸出証明に関すること  

⑤ 関係職員の派遣に関すること 

３） 東京管区気象台横浜地方気象台 

① 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表 

② 気象業務に必要な観測体制の充実 

③ 予報、通信等の施設及び設備の整備 

④ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象の予報及

び警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風に関する情報等の適時・的確な防災機関

への伝達及び報道機関を通じた住民への周知 

⑤ 気象庁が発表する緊急地震速報について、利用の心得などの周知・広報 

⑥ ハザードマップ等作成に関する技術的な支援・協力 
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⑦ 災害の発生が予想されるときや災害発生時における気象状況の推移やその予想の解説 

⑧ 防災関係機関と連携した防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動 

４） 国土交通省横浜国道事務所 

① 災害時における国道の保全と通行確保 

② 国道の被害調査及び災害復旧 

５） 総務省関東総合通信局 

① 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営  

② 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し  

③ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変

更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置(臨機の措置)

の実施  

④ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

 

（５） 指定公共機関及び指定地方公共機関 

１） 日本郵便㈱ 山北郵便局、山北岸郵便局、清水郵便局、三保郵便局、松田郵便局 

① 非常災害時における郵便事業の運用確保 

② 救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用または見舞い用の現金書留郵便物の料金

免除 

③ 災害時における郵便はがき等の無償交付及び被災者が差し出す郵便物の料金免除 

④ 郵便振替による被災者救助のための寄付金送金の無料扱い 

⑤ 為替貯金及び簡易保険の非常取り扱い 

⑥ 被災地域の地方公共団体に対する簡易保険積立金の短期融資 

２） 東海旅客鉄道㈱ 静岡支社 

① 鉄道、軌道施設の整備、保全 

② 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

③ 災害時の応急輸送対策 

④ 鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

３） 東日本電信電話 ㈱神奈川支店 

① 電気通信施設の整備及び点検 

② 電気通信の特別取扱 

③ 被災電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

４） 日本赤十字社 神奈川県支部 

① 医療救護 

② 救援物資の備蓄及び配分 

③ 災害時の血液製剤の供給 

④ 義援金の受付及び配分 

⑤ その他災害救護に必要な業務 

５） 日本放送協会 横浜放送局 

① 気象予報、警報等の放送周知 

② 災害状況及び災害対策に関する放送 
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③ 放送施設の保安 

６） 東京電力パワーグリッド㈱ 小田原支社 

① 電力供給施設の整備及び点検 

② 災害時における電力供給の確保 

③ 被災施設の調査及び復旧 

７） 中日本高速道路㈱ 東京支社 

① 高速道路の安全 

② 高速道路の災害復旧 

③ 災害時における緊急交通路の確保 

８） 日本通運㈱ 小田原支店 

① 災害対策用物資の輸送確保 

② 災害時の応急輸送対策 

９） 富士急湘南バス㈱ 松田営業所 

① 被災地の人員輸送の確保 

② 災害時の応急輸送対策 

10） 一般社団法人足柄上医師会、一般社団法人足柄歯科医師会、公益社団法人小田原薬剤師

会足柄上支部 

① 医療助産等救護活動の実施 

② 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

11） 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立足柄上病院 

① 災害時における傷病人の看護及び収容 

12） 一般社団法人神奈川県トラック協会 小田原地区支部 

① 災害対策用物資の輸送確保 

② 災害時の応急輸送対策 

 

（６） 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

１） かながわ西湘農業協同組合 

① 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

② 農作物災害応急対策の指導 

③ 被災農家に対する融資あっ旋 

④ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっ旋 

２） 山北町森林組合 

① 町が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

② 被災組合員に対する融資のあっ旋 

３） 山北町商工会及び商工業関係団体 

① 町が行う商工業関係被害調査及び応急対策への協力 

② 救助物資、復旧資材の確保についての協力 

４） 金融機関 

① 被災事業等に対する資金の融資 

５） 医療施設の管理者 
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① 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

② 災害時における収容者の保護及び誘導 

③ 災害時における病人等の収容及び保護 

④ 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

６） 社会福祉施設の管理者 

① 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

② 災害時における入所者の保護及び誘導 

７） 危険物施設及び高圧ガス施設の管理者 

① 完全管理の徹底 

② 防護施設の整備 

 

（７） 自衛隊 

１） 防災関係資料の基礎調査 

２） 自衛隊災害派遣計画の作成 

３） 神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

４） 人命または財産の保護のために緊急に必要のある応急救護または応急復旧 

５） 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

６） 町に合わせた防災に関する訓練の実施 
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第２章 災害予防計画 

 

第１節 災害に強いまちづくり 

（１） 計画的な土地利用と市街地整備の増進 

町民が安全で住み良く、暮らしやすい生活環境の確保を図るため、防災に配慮した土地利用や

市街地整備に取り組み、災害に強いまちづくりを計画的に推進する。 

 

【対 策】 

１ 計画的な土地利用の推進 …… 企画政策課・都市整備課 

２ 自然災害回避（アボイド）行政の推進 …… 総務防災課・都市整備課 

３ 市街地の整備 …… 都市整備課 

 

１） 計画的な土地利用の推進［企画政策課・都市整備課］ 

① 保水機能の向上 

河川整備と連携して、緑地の保全を図り、保水機能の向上を図る。 

② 防災空間の確保 

災害時において、避難者の安全確保を図るため、市街地の中に公園等のオープンスペース

（防災空間）を確保することは、「災害に強いまちづくり」の基本的な課題である。オープ

ンスペースは、救護活動、物資集積等の拠点、ガレキ集積場所、ヘリコプターの臨時発着場、

応急仮設住宅の建設場所などに利用することができ、極めて重要かつ多様な役割を果たす。 

③ 応急活動用空地の選定 

大規模災害時には、避難場所、救援物資輸送車両集結場所、給食給水拠点、応援部隊集結

拠点、災害用仮設トイレ設置場所等の活動に多くの空地を必要とするため、選定基準、選定

方法について定め、これらの応急活動用空地の確保に努める。 

２） 自然災害回避（アボイド）行政の推進［総務防災課・都市整備課］ 

風水害や地震、土砂災害などの自然災害から町民の生命・財産を守るために、町民に情報を

提供するとともに、県と一体となって自然災害回避（アボイド）行政を進める。 

① 情報の提供 

自然災害が発生しやすい土地については、県で作成したアボイドマップや地震被害想定調

査、山地災害危険地区箇所図などに示されている区域、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域など、これら情報

を町民に提供する。 

② 自然災害回避（アボイド）行政 

自然災害の発生する危険性が高い箇所へ適切な災害予防対策を実施する。また、現行法に

基づく規制制度等を活用して安全な土地利用を誘導する。 

３） 市街地の整備［都市整備課］ 

都市基盤の整備を推進し、公園、緑地等の防災空間の確保に努める。 

  



山北町地域防災計画 

18 

（２） 治水対策 

近年は１時間あたり 100㎜を越す集中豪雨が増加し、大きな被害が生じていることから、河川

の整備を推進するとともに、流域の適正な土地利用への誘導を含めた総合的な治水対策を推進す

る。 

 

【対 策】 

１ 安全性に配慮した行政指導の実施 …… 都市整備課 

２ 浸水想定区域における避難の確保 …… 総務防災課 

３ 要配慮者利用施設における避難、浸水対

策等 

…… 保険健康課 

 

１） 安全性に配慮した行政指導の実施［都市整備課］ 

大規模な開発行為等については、地域の特性や必要に応じた対策を実施するよう事業者を指

導する。 

２） 浸水想定区域における避難の確保［総務防災課］ 

洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）の指定があっ

たときは、地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、以下の事項について

定めるとともに、町民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）

の配布その他の必要な措置を講じる。 

① 洪水予報の伝達方法 

② 避難場所及び避難経路に関する事項 

③ 洪水、雨水出水に係る避難訓練に関する事項 

④ その他洪水時、雨水出水時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保

を図るために必要な事項 

⑤ 浸水想定区域内の主として高齢者等の要配慮者利用施設で洪水時に利用者の円滑かつ

迅速な避難の確保が必要なものの名称及び所在地、当該施設の所有者又は管理者及び自衛

水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法 

３） 要配慮者利用施設における避難、浸水対策等［保険健康課］ 

地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災

体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、

防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等の計画の作成、当該計画に

基づく自衛水防組織を設置するものとし、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について

町長に報告する。また、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施する。 

 

（３） 下水道整備 

下水道は、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的とした汚水排除施設の整備と浸水

の防除を目的とした雨水排除施設等の整備を実施している。今後は、集中豪雨等の災害に対応で

きるよう雨水排除施設等の整備を推進する。 

また、排水施設等の拡充や河川改修事業との連携を図りながら、さらに安全度を向上させる。 

下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は
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修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、可搬式排水ポン

プその他の必要な資機材の整備等に努める。  

浸水被害対策区域を指定した下水道管理者は、民間の雨水貯留施設等の整備と連携して浸水被

害の軽減の推進に努める。 

 

【対 策】 

１ 下水道整備 …… 上下水道課 

 

１） 下水道整備［上下水道課］ 

マンホール等の蓋の浮上等の対策を推進する。 

 

（４） 水害予防施設の維持補修 

農地・農業施設及び周辺地域に被害を与えるおそれのある箇所の改修や補強などの、地域の安

全性を確保する。 

 

【対 策】 

１ 農業用施設等の整備・改修 …… 農林課・都市整備課 

２ 農地保全施設等の整備・維持補修 …… 農林課 

 

１） 農業用施設等の整備・改修［農林課・都市整備課］ 

脆弱化した水路等の農業用施設の改修工事を計画的に推進する。 

河川内の農業用工作物の構造が不十分な施設について整備補強工事を計画的に実施する。 

２） 農地保全施設等の整備・維持補修［農林課］ 

農道、林道の各施設について機能の保持又は向上のための維持補修を行う。 

 

（５） 崩壊危険地等の災害防止 

本町には多くの急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、山地災

害危険地区等（資料編『資料－17』（p.298～302）による）があり、地震や大雨による崖崩れ、

地すべり、土石流等土砂災害の危険が町内全域に存在する。 

豪雨等によるがけ崩れ、地すべり、土石流等の土砂災害に備えるため、町は、町民に対しこれ

ら危険箇所の周知と災害発生時における避難体制の確立などの防災体制を整備する必要がある。 

 

【対 策】 

１ 土砂災害の予防対策 …… 都市整備課・農林課 

２ 避難勧告等の発令基準及び対象区域の設定等 …… 総務防災課・都市整備課 

３ ハザードマップの作成 …… 総務防災課 

４ 避難措置の周知徹底 …… 総務防災課 

 

１） 土砂災害の予防対策［都市整備課・農林課］ 

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、山地災害危険地区の
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災害防止工事の実施を県と協力して促進する。また、土砂災害が発生するおそれがある箇所に

ついてその所有者等に対して十分なよう壁、排水施設、その他必要な防災工事等の改善措置を

とるようにする。 

２） 避難勧告等の発令基準及び対象区域の設定等［総務防災課・都市整備課］ 

土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令することを基本とした具体

的な避難勧告等の発令基準を設定する。 

発令基準の設定に際しては、土砂災害警戒区域等を避難勧告等の発令単位として事前に設定

し、土砂災害警戒情報及び土砂災害警戒情報を補足する情報等を用い、危険度の高まった区域

等に避難勧告等を発令できるよう、発令単位をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に

応じ見直すよう努める。 

避難所の指定や避難経路の設定を進めるため、土砂災害警戒区域に居住する地域住民や観光

旅館、要配慮者利用施設の関係者等に対して、土砂災害対策に関する計画内容の周知を徹底す

る。 

また、土砂災害のおそれがある箇所の把握に努め、県と連携し、必要に応じて点検・パトロ

ール等を実施する。 

３） ハザードマップの作成［総務防災課］ 

土砂災害警戒区域等が指定されたときは、地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の

伝達方法、避難所及び避難経路に関する事項その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難

を確保する上で必要な事項を住民等に周知するため、これらの事項を記載した印刷物（ハザー

ドマップ等）の配布その他の必要な措置を図る。 

４） 避難措置の周知徹底［総務防災課］ 

町民に対し土砂災害危険箇所、避難場所（資料編『資料－４』（p.281）による）、避難路、

心得など周知の徹底を図る。 

 

（６） 建築物の安全確保 

建築物をはじめ、落下物、ブロック塀等の安全対策を総合的に進める他、建築物の安全確保に

ついて必要な措置を行う。 

 

【対 策】 

１ 普及・啓発 …… 総務防災課・都市整備課 

２ 応急対策上重要な施設の安全確保 …… 各所属課 

 

１） 普及・啓発［総務防災課・都市整備課］ 

落下物防止や浸水防止の普及・啓発を行うとともに、建築物所有(管理）者に対して、指導

助言を行う。 

２） 応急対策上重要な施設の安全確保［各所属課］ 

不特定多数の者が使用する施設並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設につい

ては、風水害に対する安全性の確保に特に配慮する。 
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第２節 災害時応急活動事前対策の充実 

（１） 災害時情報収集・提供体制の拡充 

災害時に、その被害を最小限に止め、迅速・的確な災害応急対策活動を行うためには、被害状

況を素早くかつ正確に収集、伝達することが重要である。 

災害が発生した場合、電話の不通や集中等、通信施設の被災、商用電源の停止等による通信不

能が発生し、被害情報収集活動や内部相互間の情報受伝達また、避難者への正確な情報の提供が

できなくなるなど、災害対策本部の機能が極端に低下することが予想される。災害が発生した場

合にも機能する通信手段の整備が必要となる。 

特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまがな

いことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる。このよう

なことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害

時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関係」を構築し

信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよ

う努める。 

 

【対 策】 

１ 通信手段の整備 …… 総務防災課 

２ 通信体制の整備 …… 総務防災課 

３ 初動対応期の情報管理収集体制の整備 …… 総務防災課 

４ 安否情報確認のためのシステムの普及啓発 …… 総務防災課 

５ 災害広報体制の充実 …… 企画政策課・総務防災課 

 

１） 通信手段の整備［総務防災課］ 

災害時に、迅速かつ正確な情報受伝達を行うため、防災行政無線の整備、優先電話の災害時

対策、アマチュア無線の活用など通信手段の整備を推進するとともに、全国瞬時警報システム

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）及びＬアラート（災害情報共有システム）の着実な運用に努める。 

① 防災行政無線固定系の整備 

災害情報の迅速確実な伝達を期すため、防災行政無線難聴地域の解消に努める。 

また、情報伝達方法が多様となる子局のデジタル化を推進するほか、防災行政無線と接続

すること等により、災害情報等を瞬時に伝達するシステムを構築するよう努める。 

② 防災行政無線移動系の整備 

無線機整備済みの支所、小中学校、消防団、共和地区自治会等のほか、自主防災組織、防

災上重要な施設への整備について検討し、災害時優先電話不通時の情報の収集伝達手段を確

保する。 

③ 防災行政無線戸別受信機設置への支援 

町民が設置する防災行政無線戸別受信機の設置費の支援を行い設置の拡大に努める。 

④ 災害時優先電話の活用 

防災センター及び防災上重要な施設への災害時優先電話の指定について東日本電信電話

㈱神奈川支店と協議し、緊急連絡体制の整備を図る。 

⑤ 特設公衆電話・仮設電話の整備 
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避難所への特設公衆電話・仮設電話の優先的設置について東日本電信電話㈱神奈川支店と

協議する。 

⑥ 衛星電話の整備 

災害時優先電話の不通時や携帯電話が使用できない地域での情報受伝達を確保するため、

既に整備をしている衛星電話を引き続き維持管理していく。 

⑦ ＦＡＸの整備 

正確な情報受伝達を図るため、防災上重要な施設へのＦＡＸの整備を図る。 

⑧ パソコンネットワークの整備検討 

防災関係機関、避難所等の相互において情報を共有し、迅速な意思決定を行うため、パソ

コンネットワークの整備について検討する。 

⑨ アマチュア無線の活用 

災害時の通信手段を強化するため、既に整備をしているアマチュア無線機器の維持を図る

とともに、町内アマチュア無線団体と災害時における無線活用方法などについて協議を図る。 

⑩ 非常用電源設備の整備等 

災害時の通信の確保を図るため、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備及び非常

用電源設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底を図る。また、無線設備及び非常用電源設

備は、耐震性のある堅固な場所への設置を図る。 

⑪ 要配慮者に配慮した多様な情報伝達手段の整備等 

要配慮者に配慮するため、防災行政無線（戸別受信機を含む）、有線系や携帯電話も含め、

多様な情報伝達手段の整備に努める。 

２） 通信体制の整備［総務防災課］ 

① 連絡用電話等の指定 

町及び防災関係機関は、連絡用の電話、ＦＡＸ、e–mail、ホームページ等を指定しておき、

連絡体制を整備する。 

② 無線従事者の養成 

防災行政無線・アマチュア無線の運用にあたり、必要となる無線従事者を計画的に養成し、

無線局の運用体制の充実を図る。 

③ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災者の住

所や家屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システムの運用を図る体制の整備に努め

る。 

また、住民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等にあたり、インターネット等各種通

信手段の活用を図るとともに、日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供す

る伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。 

居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報を周知できるよう、被災者の所

在地等の情報を避難元と避難先の地方公共団体が共有する仕組みの運用を図るとともに、災

害や生活情報を伝達できるよう、体制の整備に努める。 

④ 報道機関との協力体制の確立 

報道機関（テレビ、ラジオ、新聞など）の協力のもと、Ｌアラート（災害情報共有システ

ム）を利用した発災時における災害報道の充実を図ることで、被災者に対して必要な情報を
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提供できるような体制の維持を図る。 

⑤ 災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保 

アマチュア無線団体などと連携して、災害時の情報受伝達に関する協力体制を維持する。 

また、住民と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を察知した場合には、その情報を

相互に伝達する体制の整備に努める。 

⑥ システムの適切な管理及び操作の習熟 

発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシステムや資機材を適切に

管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、

機器操作の習熟に努める。 

３） 初動対応期の情報管理収集体制の整備［総務防災課］ 

初動対応時には、人命の安全確保を目的として、主に、以下の情報を収集し、各種の意思決

定に反映させる必要がある。 

① 初動対応時に収集する情報 

ア 要救出現場数 

地盤振動、地盤の液状化、崖崩れ等に起因して発生する要救出現場数（生き埋め者のい

る可能性のある現場数）について、危機管理上極めて重要であるため、早期に把握する。 

イ 二次災害危険箇所（土砂災害発生箇所、道路陥没箇所等） 

土砂災害発生箇所、道路陥没箇所、構造物の崩壊、危険物質等による爆発、流出などに

よる二次災害を防止するため、関係機関等と連携し情報収集を実施する。 

② 情報収集体制 

初動職員で収集することになっている情報を効果的に収集するために、必要に応じて情報

収集体制を整備する。 

ア 情報収集担当区体制の整備 

職員の居住区を考慮した「情報収集担当区」を定め、「情報収集担当区表」を作成する。

この場合、20～30 分程度で自転車あるいはバイクで回りきれる程度の範囲とする。 

また、情報収集担当者用の情報収集要領を整備する。 

イ 情報管理体制の整備 

情報収集担当者、自主防災組織災害情報連絡員、町民等から通報される災害情報の集

約・分析・管理体制を明確にしておく。また、防災関係機関等との情報の共有化対策、町

民等からの通報等への対応について、防災訓練等を通じて実践していく。 

４） 安否情報確認のためのシステムの普及啓発［総務防災課］ 

災害時における安否情報の確認のためのシステムの効果的・効率的な活用が図られるよう、

東日本電信電話㈱神奈川支店等の通信事業者と協力し、町民に対する普及啓発に努める。 

５） 災害広報体制の充実［企画政策課・総務防災課］ 

災害時において、町民に対する迅速かつ正確な情報提供、また、町民、自主防災組織等に対

する防災活動喚起、行動の指示のため、町は、防災行政無線、広報車等により防災広報を行う

ことになる。 

平常時から、災害広報要領、時間推移の広報内容の整備を図るとともに、勤務時間外での災

害発生に対しても的確な災害広報活動ができるよう、防災行政無線の取扱い方法など職員に対

し必要な研修を行う。 
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（２） 災害対策本部等組織体制の拡充 

災害対策本部は、災害応急対策上重要な指示又は総合調整を行う統制機関であり、国、県及び

防災関係機関と相互に協力して災害応急対策を実施する。 

災害時における応急対策を迅速かつ的確に実施するため、災害対策本部機能の充実に取り組む

必要がある。 

 

【対 策】 

１ 組織体制の充実 …… 総務防災課 

２ 業務継続体制の確保 …… 総務防災課 

 

１） 組織体制の充実［総務防災課］ 

被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できるよう、災害対策本部等防災組

織体制の充実を図る。また、庁舎等が被災した場合の代替施設の確保に努める。 

２） 業務継続体制の確保［総務防災課］ 

防災中枢機能を果たす公共施設の設備の充実及び災害に対する安全性の確保に努めるとと

もに、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努

める。また、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備などの非常用通信手段の確保に努める。 

 

 

（３） 救助・救急、消火活動体制の拡充 

救助・救急、消火活動は、消防機関が中核となり、被災の状況によっては、消防、警察の広域

応援や自衛隊等の協力を得ながら実施することとなっている。町では、こうした活動の中核とし

て機能が発揮できるよう消防力を確保するため、防災対策の拠点となる防災センターを建築する

など、災害時の活動体制の強化を図ってきた。 

 

【対 策】 

１ 職員の役割の明確化 …… 総務防災課 

２ 災害対策本部設置前の緊急な対応 …… 総務防災課 

３ 動員配備体制の整備 …… 総務防災課 

４ 災害対策本部室等の機能の強化 …… 総務防災課 

５ 災害対策本部運用訓練の実施 …… 総務防災課 

６ 孤立化対策の推進 …… 総務防災課 

７ 広域応援拠点の整備 …… 総務防災課 

８ 資機材の確保 …… 総務防災課 

 

１） 職員の役割の明確化［総務防災課］ 

① 災害対策本部の設置基準及び動員配備基準 

② 初動対応期の活動及び災害対策本部職員としての役割の明確化と自覚（役割意識） 

③ 活動内容 
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２） 災害対策本部設置前の緊急な対応［総務防災課］ 

勤務時間外の大規模災害発生直後、町民の生命と財産を守るため緊急な対応が必要な場合、

本部長等の幹部職員の登庁を待つことなく、初期に登庁した職員で協議し、必要な応急対応が

できる体制を検討しておく必要がある。また、本庁職員については、町民への伝達方法となる

防災行政無線等の取扱い方法の熟知に努める。 

≪災害対策本部設置前の緊急な対応例≫ 

○避難勧告等の決定 

○消防署、消防団の出動要請 

○自主防災組織等に対する応急対策の要請 

○災害情報の収集、集約、分析 

３） 動員配備体制の整備［総務防災課］ 

災害時の職員動員配備基準を職員に周知徹底するとともに、職員研修、防災訓練、緊急参集

訓練等により、町職員としての自覚、参集の義務を認識させる。 

４） 災害対策本部室等の機能の強化［総務防災課］ 

① 災害対策本部の充実 

災害対策活動の中枢である災害対策本部室の機能強化を図る。 

② 通信、電力等の優先復旧体制の整備 

東日本電信電話㈱神奈川支店、東京電力パワーグリッド㈱小田原支社と防災センター等の

防災基幹施設における通信、電力の優先復旧方針（施設・場所、復旧方法等）について協議

し、調整しておく。 

③ 応急対策用地図の作成・整備 

避難所、危険地域、町役場・支所、消防出張所、消防団詰所、重要道路、給水拠点、物資

集積所、ヘリポート等を記載した、応急対策用の地図を作成・整備する。 

５） 災害対策本部運用訓練の実施［総務防災課］ 

県及び防災関係機関等と連携し、災害対策本部の設置、職員参集、応急対策などの災害対策

本部運用訓練を実施し、災害時における体制の整備に努める。 

６） 孤立化対策の推進［総務防災課］ 

県と連携して、孤立化する可能性のある地域の状況を検証し、対策を検討する。 

また、孤立化対策の検討結果等を踏まえ、対策の推進に努める。 

７） 広域応援拠点の整備［総務防災課］ 

消防・警察等の広域応援、自衛隊の災害派遣に備え、広域応援拠点の整備について、周辺市

町・県と協議し整備を図る。 

８） 資機材の確保［総務防災課］ 

資機材の確保、強化については、県の支援に基づき資機材の整備をして消防力の強化を図る。 

 

 

（４） 避難対策 

平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、災害から迅速に避難するための指定緊急避難

場所、避難者が一時的に滞在するための指定避難所を指定し、住民に周知することが義務付けら

れた。 
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土砂災害等からの人的被害の防止、また、建築物の倒壊等により、住居を失った被災者を一時

収容、保護するため、町は、事前に避難場所及び避難所を指定、確保するとともに、避難所にお

けるバリアフリー化など、その施設等の整備を図り、避難者の安全対策を推進する。 

 

町の避難場所・避難所の区分は以下のとおりである。 

№ 名 称 内 容 

① 

避難所（建物） 

（資料編『資料－５』

（p.282）による） 

大災害が発生し、家屋等が被害を受け、日常生活が困難となっ

た時、宿泊、給食等の生活機能を提供できる場所。 

② 
広域避難場所（広場） 

（資料編『資料－４』

（p.281）による） 

一時避難場所での避難が危険・困難になった場合に避難する場

所。避難所へ避難する前の中継点として、各地区にある公共施

設等を選定。 

③ 一時避難場所 
自主防災組織が選定した避難時の集合場所。災害の推移や避難

人員の確認、自主防災組織の災害対策活動の拠点ともなる。 

 

【対 策】 

１ 避難勧告等の発令基準の作成 …… 総務防災課 

２ 避難勧告等の伝達 …… 総務防災課 

３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の確保

及び整備 

…… 総務防災課 

４ 避難計画の策定 …… 総務防災課 

５ 避難所の運営 …… 教育委員会・総務防災課 

６ 避難場所等の町民への周知 …… 総務防災課 

７ 避難訓練 …… 総務防災課 

８ 応急仮設住宅等 …… 都市整備課・定住対策課 

９ 動物救護対策 …… 環境課 

10 緊急ヘリコプター離発着所の確保 …… 総務防災課 

 

１） 避難勧告等の発令基準の作成［総務防災課］ 

災害時に適切な避難勧告等を実施するため、関係機関からの情報や自ら収集する情報等をも

とに、避難勧告等の発令の判断基準等について、できる限り客観的な数値により整理した「避

難勧告等の判断・伝達マニュアル」を整備するよう努める。 

なお、判断基準については、想定外の事態にも対応できるよう総合的に判断する。 

土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに

避難勧告等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定する。また、土

砂災害警戒区域等を避難勧告等の発令単位として事前に設定し、土砂災害警戒情報及び土砂災

害警戒情報を補足する情報等を用い、事前に定めた発令単位と危険度の高まっている領域が重

複する区域等に避難勧告等を適切な範囲に絞り込んで発令できるよう、発令範囲をあらかじめ

具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努める。 

避難勧告の発令の際には、避難所を開設していることが望ましいが、避難のためのリードタ

イムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告を発令するものとする。ま

た、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知する。  
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避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求める行動 

№ 名 称 内 容 

① 
避難準備・高齢者等避難

開始 

・（災害時）要配慮者は、立ち退き避難する。  

・立ち退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象

情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始す

ることが望ましい（避難準備情報の段階から主要な指定

緊急避難場所が開設され始める）。  

・特に、他の水災害と比較して突発性が高く予測が困難な

土砂災害については、避難準備が整い次第、土砂災害に

対応した開設済みの指定緊急避難場所へ立ち退き避難す

ることが強く望まれる。 

② 避難勧告 

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ立ち退き

避難する（ただし、土砂災害や水位周知河川、小河川・

下水道等（避難勧告発令の対象とした場合）による浸水

については、突発性が高く精確な事前予測が困難である

ため、指定緊急避難場所の開設を終える前に、避難勧告

が発令される場合があることに留意が必要である）。  

・小河川・下水道等（避難勧告発令の対象とした場合）に

よる浸水については、危険な区域が地下空間や局所的に

低い土地に限定されるため、地下空間利用者等は安全な

区域に速やかに移動する。  

・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険

を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「緊急的な待

避場所」（近隣のより安全な場所、より安全な建物等）へ

の避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動と

して、「屋内での安全確保措置」（屋内のより安全な場所

への移動）をとる。 

③ 避難指示（緊急） 

・避難の準備や判断の遅れ等により、立ち退き避難を躊躇

していた場合は、直ちに立ち退き避難する。  

・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険

を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣のより

安全な建物等への避難や、少しでも命が助かる可能性の

高い避難行動として、屋内でもより安全な場所へ移動す

る安全確保措置をとる。 

 

２） 避難勧告等の伝達［総務防災課］ 

避難勧告等の伝達に際して、災害の状況及び地域の実情に応じて、防災行政無線や消防団、

自主防災組織をはじめとした効果的、かつ確実な手段を複合的に活用し、避難対象地域の町民

に迅速かつ的確に伝達できるよう努める。 

同一の水系を有する市町間において、相互に避難勧告等の情報を共有するよう努める。 
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３） 指定緊急避難場所及び指定避難所の確保及び整備［総務防災課］ 

災害種別に応じた指定緊急避難場所及び指定避難所（福祉避難所を含む）を指定し、日頃か

ら住民等への周知徹底に努める。県立施設や民間施設等を指定緊急避難場所及び指定避難所と

して指定する場合は、協定等の締結により、施設管理者との役割分担の明確化を図る。 

４） 避難計画の策定［総務防災課］ 

災害時に安全かつ迅速に避難誘導が行えるよう、避難勧告等の発令区域・タイミング、指定

緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画する。その際、

河川管理者等と十分協議のうえ、過去の洪水等による浸水実績、土砂災害記録等により、避難

対象地域を特定する。また、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による河川洪水との同

時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 

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

隣市町村に設ける。 

関係部局、自主防災組織等との連携のもと、要配慮者に対する具体的な避難支援計画の策定

に努める。 

浸水想定区域の指定があったときは、地域防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、以

下の事項について定めるとともに、町民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の

配布その他の必要な措置を講じる。 

① 洪水予報の伝達方法 

② 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

③ 浸水想定区域内の主として高齢者等の要配慮者が利用する施設で、施設利用者が洪水時

に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものの名称及び所在地、洪水予

報の伝達方法 

洪水等により浸水が想定される区域の避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な事項を定める。 

５） 避難所の運営［教育委員会・総務防災課］ 

男女のニーズの違いや要配慮者等の多様な視点などに十分配慮するほか、自主防災組織等地

域住民の代表、施設管理者及び町職員で構成する避難所運営委員会を設置し避難所運営マニュ

アルを作成するなど、避難所の円滑な運営を行う。 

① 避難所の耐震性を強化する。 

② 防災備蓄庫を設置し、食糧、毛布、簡易トイレ等を備蓄する。 

③ 情報伝達対策として、防災行政無線屋外子局の設置、戸別受信機の整備、特設公衆電話

設置等の対策を図る。 

④ 避難所運営マニュアルを策定する。 

⑤ その他、避難所運営に関し、必要な対策を図る。 

６） 避難場所等の町民への周知［総務防災課］ 

災害時に町民が安全かつ迅速に避難が行えるよう、指定した広域避難場所、避難所及び自主

防災組織が指定する一時避難場所を広報紙、防災ハンドブック等により、周知徹底する。また、

二次被害防止のため、避難する際のブレーカーの遮断、ガスの閉塞が確実に実施されるよう、

日頃から啓発と共に、電気復旧の通電の際には、地域において周知に努める。 

指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一



第２章 災害予防計画 

29 

般図記号を使用し、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるととも

に、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

また、浸水想定区域の指定があったとき及び洪水等により浸水が想定される区域の洪水予報

の伝達方法、避難場所等その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、必要な事項を住民に周

知するよう努める。 

山間地で避難場所等までの距離が遠く、徒歩による避難が著しく困難な場合には、避難行動

の実効性を確保するために車両を活用して避難することが可能であることも併せて周知する。

また、観光客や外国人等にもわかりやすい避難所案内板、表示板の設置に努める。 

また、一般の避難所では生活することが困難な障がい者等の要配慮者のため、介護保険施設、

障がい者支援施設等を福祉避難所として指定するよう努める。 

７） 避難訓練［総務防災課］ 

安全・的確に避難行動が取れるよう、指定緊急避難場所等への住民参加の避難訓練を実施し、

発災時における混乱防止を図る。 

８） 応急仮設住宅等［都市整備課・定住対策課］ 

災害による避難者の健全な住生活の早期確保に対応するため、災害に対する安全性に配慮し

つつ、応急仮設住宅の建設可能な用地を把握するなど、供給体制を整備する。また、災害時に

おける被災者用の住居として、利用可能な町営住宅や空き家等の把握に努め、災害時に迅速に

あっ旋できるよう体制を整備する。 

また、従来のプレハブ型の応急仮設住宅のほかに、地元の工務店等を活用した新たな工法や

供給体制についても検討する。 

災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査担当者の育成、他の地

方公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要

な業務の実施体制の整備に努める。 

９） 動物救護対策［環境課］ 

飼い主がわからない動物、若しくは、飼い主が飼育することが困難な動物を保護し県の動物

救護体制が整うまでの間の一時的な保管や飼い主とともに避難した動物の適切な飼育指導等、

環境衛生の維持に努める。 

また、事前にペット同行避難のルールを検討しておき、ルールを作成した場合は、地域住民

にそれを周知する。さらに、避難所におけるペットの扱いについては、鳴き声、臭い、毛の飛

散、アレルギー対策、衛生面に関する問題等が発生することから、飼育スペース、ケージの確

保や、飼い主の管理責任など、注意事項を可能な限り具体的に検討し、避難所運営マニュアル

に位置づける。 

10） 緊急ヘリコプター離発着所の確保［総務防災課］ 

町が指定するヘリコプター臨時離発着場のほか、地震等により孤立が予想される地域の避難

及び物資等の緊急輸送に対応するため、緊急ヘリコプター離発着場の適地を防災関係機関と協

議し、確保に努める。 
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（５） 帰宅困難者対策 

大規模災害により交通機関の運行が停止した場合、帰宅困難者（町内事業所勤務者、町内区間

鉄道・道路利用者等）が発生すると予想される。このような帰宅困難者が、外出先から人々が一

斉に徒歩で帰宅行動を開始した場合、大きな混乱の発生が懸念され、徒歩帰宅者や滞留者によっ

て、飲料水やトイレ、休憩場所等の不足も想定される。 

帰宅困難者対策については、平成 23 年３月の東日本大震災で大量の帰宅困難者が発生した教

訓を踏まえ、国、地方公共団体、民間企業等が、それぞれの取組に係る情報を共有するとともに、

横断的な課題について検討するため、国、近隣都県市、民間企業等で構成する首都直下地震帰宅

困難者等対策協議会が設置され、平成 24年９月 10日に最終報告、ガイドラインが示されている。 

本町においても、発災時における帰宅困難者（町内事業所勤務者、町内区間鉄道・道路利用者

等）対策について一層具体化していく必要性がある。 

 

【対 策】 

１ 一斉帰宅抑制の周知 …… 総務防災課 

２ 企業等の取組の促進 …… 総務防災課 

３ 避難対策 …… 総務防災課 

 

１） 一斉帰宅抑制の周知［総務防災課］ 

大規模災害発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に行

う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始しない」とい

う基本原則を町民、企業、学校、関係団体などへ周知を図り、一斉帰宅抑制の徹底を促す。 

２） 企業等の取組の促進［総務防災課］ 

企業等が従業員などを一定期間事業所等内に留めるために必要となる水、食糧、物資等の備

蓄促進を図る。 

３） 避難対策［総務防災課］ 

県と連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めるとともに、開設基準や運営マニュ

アルの作成及び一時滞在施設における飲料水等の計画的な備蓄を進める。 

また、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災時の施設への円滑な誘導等の対応を

図るため、平常時から鉄道事業者等との連携を強化する。また、鉄道事業者との情報伝達体制

を確保するとともに、帰宅困難者に対して携帯電話やインターネット等を活用し迅速に情報を

提供できるよう、対策の検討を行う。 
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（６） 要配慮者等に対する対策 

要配慮者は、災害発生時に迅速・的確な行動が取りにくく、避難誘導、救助等を優先して行う

必要がある。要配慮者の避難が最優先に行えるよう、民生委員児童委員、自主防災組織、ボラン

ティア団体等と誘導方法、移送体制等を協議しておくものとする。 

発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿を効果的

に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるように努めるもの

とする。 

さらに、災害時における生活支援体制を整備するとともに、地域住民が一帯となって協力し合

える防災思想の育成に努める。その他、外国人対象の防災パンフレットの配布、点字による案内

等を実施する。 

また、福祉避難所の指定を行い、要配慮者の避難時の生活を確保するものとする。 

 

【対 策】 

１ 所在情報の把握 …… 福祉課・保険健康課 

２ 避難誘導、搬送等 …… 福祉課・保険健康課 

３ 避難対策 …… 福祉課・保険健康課 

４ 要配慮者に対する全般的対策 …… 福祉課・保険健康課 

５ 社会福祉施設等における対策 …… 福祉課・保険健康課・各施設 

６ 在宅者対策 …… 福祉課・保険健康課 

７ 医療施設入院患者等対策 …… 保険健康課・各医療施設 

 

１） 所在情報の把握［福祉課・保険健康課］ 

町では、災害時に迅速に避難誘導、救助等ができるよう避難行動要支援者の把握に努め、「避

難行動要支援者名簿」を作成する。名簿には、氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番

号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、避難支援等の実施に関し町長が必要と認め

る事項を記載する。 

また、効果的に避難誘導を実施するため、地域防災計画で定める避難支援に携わる関係者で

ある消防機関、県警察、民生委員児童委員、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者の同意

を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿の情報共有を行う。 

さらに、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に、避難支援等関係

者と連携した、避難行動要支援者に対する具体的な避難方法等についての個別計画の策定に努

める。 

２） 避難誘導、搬送等［福祉課・保険健康課］ 

避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、近隣居住者等の協力を得て、

迅速かつ安全に行えるよう努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難支援計画の策定、避難

誘導体制の整備、避難訓練の実施を図る。 

３） 避難対策［福祉課・保険健康課］ 

避難所において高齢者、障がい者等が安心して生活できるよう支援体制の整備に努める。 

あらかじめ避難所の指定にあたっては、高齢者・障がい者等が必要な生活支援を受けられる

など安心した生活ができる体制を整備した指定避難所（福祉避難所）の指定に努める。 
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また、高齢者、障がい者等の二次避難所として、設備・体制が整った高齢者福祉施設等を活

用するため、あらかじめ施設管理者と災害時の対応について協定を結ぶことに努める。 

高齢者・障がい者等に配慮した構造、設備を整えた応急仮設住宅（福祉仮設住宅を含む）の

設置に努めるとともに、高齢者・障がい者等が早期に入居し、安心して生活が送れるよう配慮

する。 

４） 要配慮者に対する全般的対策［福祉課・保険健康課］ 

① 防災についての指導・啓発 

広報等を通じ、対象者、家族、地域住民に対する啓発活動を行う。 

ア 対象者及びその家族に対する指導 

ａ 要配慮者をとりまく災害時の危険に対する認識を深める。特に、阪神・淡路大震災

の教訓から、家屋の耐震化、家具の転倒落下防止措置等、要配慮者の生活圏に存在す

る危険性を除去・軽減し、安心・安全な住まい方を実践すること。 

ｂ 町では、各家庭に最低３日分、推奨１週間分程度の備蓄を求めているが、要配慮者

を抱える家庭においては、特に、要配慮者に配慮した備蓄を講じておくこと。 

ｃ 発生時には、近隣の協力が得られるように日常的に努力すること。 

ｄ 要配慮者及び女性の参画を含めた、多くの住民参加による定期的防災訓練に積極的

に参加すること。 

イ 地域住民に対する指導 

隣近所や自主防災組織等において、地域に居住する要配慮者の把握に努め、その支援体

制を平素から整備すること。 

発災時には、対象者の安否確認・安全確保に協力する。 

② 要配慮者の生活環境の安全化 

ア 住家等の安全化 

自力で住家等の安全化を図るのが困難な要配慮者に対し、家具転倒防止器具の設置を推

進する。 

また、必要な場合には、町営住宅への優先入居も含めた対策を検討する。 

イ 要配慮者に配慮したまちづくりの推進 

要配慮者の障害となる段差、階段等の解消や、要配慮者に分かりやすい大きな文字で書

かれた避難場所案内標識等の設置を推進する。 

③ 要配慮者支援体制の整備 

ア 町民、ボランティア等による支援体制の整備 

民生委員児童委員、近隣住民、介護職員、福祉ボランティア等による災害時の安否確認、

救出救護、給食・給水等の援護措置等の支援体制を整備する。 

イ 要配慮者に配慮した備蓄品の検討 

各家庭における備蓄促進を図るほか、要配慮者に配慮した生活必需品等の備蓄に努める。 

備蓄品例は以下のとおりである。 

№ 内 容 

① おかゆ、乳児用ミルク 

② 備蓄食糧を温めたり、暖かい食事を提供するための調理用火気器具 

③ ウエットティッシュ、オムツ、車イス、簡易ベッド、ストマ用具等 
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ウ 要配慮者の状況に配慮した福祉避難所、二次避難所としての社会福祉施設等の活用や

応急仮設住宅の設置及び運営方法等の検討 

エ 診察機会等の確保対策 

地震災害による診察機会の損失等により、生命に危険が及ぶおそれのある人工透析患者、

難病患者等の安全を確保するため、医療機関へ災害発生時の機能確保対策の促進を図る。 

 

５） 社会福祉施設等における対策［福祉課・保険健康課・各施設］ 

町内の社会福祉施設等（特別養護老人ホーム、グループホーム・障がい者施設、保育園）に

は、災害発生時は自力で避難できない人々が多く入所通園する。これらの人々の安全を図るた

め、全般的対策に準じて以下の対策を講じる。 

また、土砂災害危険箇所等（資料編『資料－17』（p.298～302）による）に隣接する社会福

祉施設の管理者に対し、危険区域、避難場所、避難基準等の情報を提供し、警戒・避難体制の

確立などの防災体制の整備に努めるよう指導する。 

① 施設の整備 

社会福祉施設等は、施設の安全性を高めることが重要である。施設の耐震化や窓ガラスの

飛散防災対策、生活必需品や医薬品類等の備蓄、非常用自家発電機等の防災資機材の整備を

行う。 

② 組織体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、災害発生時に入所入園者に対し、迅速かつ的確な対応を行う

ため、防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確にしておく。

また、施設職員や利用者に対し、防災教育や防災訓練を実施する。 

地域住民及びボランティア組織等との日常の連携が密になるよう努め、入所者の実態等に

応じた協力が得られるよう体制づくりを行う。 

③ 二次避難所としての機能確保 

災害時に、設備・体制の整った社会福祉施設等を活用するため、あらかじめ施設管理者と

災害時の協定を結ぶことに努める。 

６） 在宅者対策［福祉課・保険健康課］ 

３）に準ずるが、あわせて次の対策を実施する。 

町は、一人暮らし老人及び単身の障がい者等の安全を確保するため、緊急通報システム等の

整備に努めるとともに、在宅者の安全性を高める。 

７） 医療施設入院患者等対策［保険健康課・各医療施設］ 

３）に準ずるが、あわせて次の対策を実施する。 

医療施設管理者は、入院中の寝たきり老人及び新生児、乳幼児、重症患者等自力で避難する

ことができない患者等について、看護師詰所に隣接した病室やできる限り低層階等の避難救出

が容易な病室に収容する等、特別な配慮をするよう努める。  
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（７） 飲料水、食糧及び生活必需物資等の供給対策 

災害時には水道施設が大きな被害を受けることが考えられる。計画的に飲料水を確保するとと

もに、避難所として指定した施設等にあらかじめ避難所設置用資機材や飲料水、食糧、生活必需

物資の備蓄を進める。 

【対 策】 

１ 飲料水の確保と給水体制の整備 …… 上下水道課・総務防災課 

２ 食糧等の備蓄 …… 総務防災課 

３ 防災資機材等の整備 …… 総務防災課・保険健康課 

 

１） 飲料水の確保と給水体制の整備［上下水道課・総務防災課］ 

① 応急給水拠点による給水 

被災直後の給水は、避難場所である小・中学校等を給水拠点として選定し、非常用飲料水

貯留槽や配水池から給水タンクにより１人１日３リットルを基準とし、被災者に給水する。 

補完的飲料水として、利用可能な井戸、地区水道の所在地及び水質について、事前に調査

しておく。 

② 公的施設の受水槽、高架水槽の利用 

拠点給水による給水のほか、町内の小・中学校等の受水槽、高架水槽も利用する。 

③ 給水用資機材の整備 

応急給水に必要な資機材の整備を進め、濾水機等の機材は毎年定期点検を行う。 

④ 水道施設の耐震化 

水道施設の耐震化を進める。 

⑤ 水道施設の応急復旧体制 

水道施設を速やかに復旧して飲料水の確保を図るため、水道業者等との間において災害時

における協定に基づき、応急復旧体制の整備に万全を期す。 

⑥ 災害時の相互応援体制 

災害時に自治体相互間で行う応援活動については、日本水道協会神奈川県支部に所属する

市町と災害相互応援に関する覚書（協定編『協定－３』（p.330～333）による）を締結して

いるほか、水道施設破損時に上水道の安定供給を図るため、県西地域広域市町村圏において、

「水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定」（協定編『協定－６』（p.341～

342）による）を締結している。 

２） 食糧等の備蓄［総務防災課］ 

① 食糧等の備蓄 

ア 応急食糧としてサバイバルフーズ、アルファ米等の備蓄を計画的に行う。 

イ 要配慮者に配慮した食糧品目の検討を行い、備蓄に努める。 

ウ 応急給食を行うため、食糧関係機関及び業者等と食糧調達に関する協定を締結してお

くものとする。 

② 生活必需物資の備蓄 

ア 毛布等緊急に配布することが予想される物資を計画的に備蓄する。 

イ 車椅子、オムツ等要配慮者に配慮した生活関連物資の検討を行い、備蓄に努める。 

ウ 生活必需物資に関し、業者等と物資調達に関する協定を締結しておくものとする。 
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③ 高齢者、障がい者等への配慮 

食糧、生活必需物資等の備蓄に際して、高齢者、障がい者、女性、乳幼児等や季節性に配

慮した備蓄品目の検討を行い、整備を進める。 

３） 防災資機材等の整備［総務防災課・保険健康課］ 

① 防災倉庫の整備 

災害発生時の応急対策活動を迅速に実施するため、防災センター地下防災倉庫に防災資機

材等を重点的に備蓄、整備する。また、避難所に設置した防災備蓄倉庫（資料編『資料－６』

（p.282）による）の防災資機材等（資料編『資料－７』（p.283～285）による）の定期点検

を実施する。 

② 防災資機材等の整備 

災害発生時の救助、救出及び被災地における応急対策活動用資機材の整備充実を図る。 

③ 医療器具、医薬品等の備蓄調達 

災害時の医療救護活動を迅速確実に行うため、医療器具、医薬品等の備蓄を計画的に推進

する。 

 

 

（８） 医療・救護・防疫対策 

大規模な災害が発生した場合に、重傷者やその他多数の医療救護活動を必要とする傷病者の発

生が予想される。医療救護活動においては、災害発生直後の初動対応が重要であり、いかに迅速

に医療救護本部の初動体制を確立するか、情報機能をどのように充実・強化していくかが重要で

ある。本町では、負傷者等に対する迅速で適切な医療救護、防疫活動が実施できるよう、足柄上

医師会と協議し、町及び医師会救護班が、直ちに、対応できる体制を整備する。 

また、災害の被災地域においては、感染症が発生しないよう、予防のための消毒などを実施す

る体制づくりを確立するとともに、被災者の心身にわたる健康確保体制の整備に努める。 

なお、大規模な災害時には病院の機能低下が懸念されることから、町民が医療の途を失った場

合に、応急的に医療または助産を実施する体制を整備する。 

 

【対 策】 

１ 医療機関との協力関係の構築 …… 保険健康課 

２ 要配慮者の医療環境の把握 …… 保険健康課 

３ 町民等の自主的救護体制の整備 …… 保険健康課 

４ 広域応援医療体制の整備 …… 保険健康課 

５ 通信手段の確保 …… 総務防災課・保険健康課 

６ 防疫用薬剤及び器具の備蓄 …… 総務防災課・保険健康課・環境課 

７ 被災者の健康確保 …… 保険健康課 

８ 広域火葬体制の強化 …… 環境課 

 

１） 医療機関との協力関係の構築［保険健康課］ 

① 災害時の電話回線の不通、あるいは、殺到・集中により、電話がかかり難くなること（ふ

くそう）等に備え、医療機関との情報伝達手段の整備を検討する。 
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② 搬送が必要な傷病者のために、ヘリコプター等を利用した搬送が円滑に行えるよう、防

災関係機関と具体的な対応方策を検討する。 

③ 災害で多くの負傷者が出て医療能力を上回りそうな場合は、トリアージ（災害時に負傷

者を、緊急治療群、待機治療群、治療保留群、搬送適応外群に振り分けること）が必要に

なる。防災訓練時には、負傷者の殺到を想定した実践的なトリアージ訓練を行う。 

④ 医療施設の耐震化を促すとともに、水、電気等のライフラインの確保対策を推進する。 

⑤ 医療機器の固定、薬品棚の転倒防止など、設備の耐震性を促進する。 

⑥ 救護班が使用する医薬品及び医療資機材の備蓄を推進するとともに、医師会等と連携し、

医薬品等の供給体制の整備を行う。 

⑦ 災害の規模または被害状況に応じて、県、日本赤十字社神奈川県支部等の医療関係機関

に対する応援要請体制を整備する。 

２） 要配慮者の医療環境の把握［保険健康課］ 

地震による医療機会の喪失が生命に危険を及ぼすおそれのある要配慮者は、医療面での援助

を、特に、必要とするため、平常時において要配慮者の医療環境を把握しておくものとする。 

３） 町民等の自主的救護体制の整備［保険健康課］ 

大規模地震時には、救急車等搬送手段の不足、通信の途絶、交通混乱等により、医療活動、

救急搬送活動が困難となることが予想される。 

そのため、自主防災組織、町民等に対し、救護所や医療機関への負傷者搬送活動等について、

自主的に対応する必要があることを、広報、研修等により、周知徹底する。 

４） 広域応援医療体制の整備［保険健康課］ 

町内の医療機関で対応困難な重傷者等については、後方医療施設へ搬送し治療を行うことに

なる。後方医療施設について、所在、搬送経路、診療科目等について把握しておくとともに、

防災関係機関と医療情報のあり方や負傷者搬送体制について、検討しておく。 

また、町は、医療救護活動の実施が困難な場合、県を通じ、応援を要請することになるが、

そのための受入れ体制を整備する。 

５） 通信手段の確保［総務防災課・保険健康課］ 

災害時には町内の医療機関及び後方医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するため、広

域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の整備に努める。 

６） 防疫用薬剤及び器具の備蓄［総務防災課・保険健康課・環境課］ 

消毒剤、消毒散布用器具等について、災害時の緊急の調達に困難が予想されるものについて

は、平常時から確保に努める。 

また、防疫・保健衛生活動の要領・内容に習熟し、それに対応した体制を整備する。 

７） 被災者の健康確保［保険健康課］ 

避難所でのなれない集団生活や、救援活動等に伴う環境の変化は、被災者に多大な精神的ス

トレスを与える一因となる。負傷者治療を主とする従来の医療活動と並行して、精神医学的治

療によるストレスの解消や、保健師等によるメンタルケアの充実が必要なことから、災害時に

おける被災者の健康確保の体制を次のとおり整備する。 

ア 災害時における保健指導マニュアルの作成 

イ 保健師への専門研修の実施 

ウ 難病患者、慢性疾患患者、妊産婦に対する支援体制の整備 
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エ 避難所における健康相談、メンタルケアの実施体制の整備 

オ 災害時の精神科医療についての普及啓発 

８） 広域火葬体制の強化［環境課］ 

災害時における遺体対策を進めるため、火葬、埋葬等の手配をし、必要に応じて神奈川県広

域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的な火葬の実施に努める。 

 

 

（９） 文教対策 

地震時における児童・生徒等の生命、身体の安全を確保するため、町、教育委員会、学校が連

携して、各種対策を実施し、防災体制の整備を図る。 

 

【対 策】 

１ 学校等における防災体制の整備 …… 教育委員会・福祉課 

２ 町・教育委員会における防災体制の整備 …… 教育委員会 

３ 学校等における避難所の開設 …… 教育委員会・総務防災課 

４ 文化財の保護 …… 教育委員会 

 

１） 学校等における防災体制の整備［教育委員会・福祉課］ 

① 家庭・地域と連携した防災訓練及び避難訓練を実施する。 

② 児童・生徒等の通学路の安全点検を行う。 

③ 災害時における児童・生徒等の安全確保を図るため、各学校において作成している防災

計画等の見直しを行い、実行性のある避難・誘導・保護計画を定める。 

④ 防災教育指導資料を活用し、児童・生徒等に対し、災害の原因、危険性、安全な行動の

仕方等の防災教育を進める。 

２） 町・教育委員会における防災体制の整備［教育委員会］ 

① 学校等施設の安全点検を実施し、耐震補強工事を推進する。 

② 学校等施設の安全性の向上を図るため、窓ガラス飛散防止フィルムの貼付けを実施する。 

③ 特別支援学級等の障がいがある児童・生徒等の避難については、障がいの状態をよく把

握し、迅速に対応できる体制を整える。 

④ 教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行う。 

⑤ 災害時における応急教育の実施に万全を期すため、教育施設、教職員、学用品等の確保

対策を講じる。 

３） 学校等における避難所の開設［教育委員会・総務防災課］ 

町は、小中学校を災害時の避難所に指定しているため、避難所の開設、運営時の学校及び教

職員の対応について、教育委員会及び当該学校長と協議を行う。 

４） 文化財の保護［教育委員会］ 

文化財を保護するため、地域における文化財の所在情報の充実、整理を行い、防災関係機関

等と情報を共有化するとともに、県と連携して文化財の震災対策を進めるために設置した文化

財大規模災害対策検討分科会での協議に基づき、被災時における文化財のレスキュー活動を含

めた対応や文化財防災マニュアルの作成等、具体的な災害時の文化財防災対策の検討を進める。 
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（10） 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

道路等の都市施設は、災害の拡大を防止する上での重要な役割を果たすとともに、災害発生後

においても救援物資輸送等の救援活動の根幹をなすものとなる。 

大規模災害が発生した場合、道路の不通箇所が多数発生することが予想されることから、緊急

通行車両の通行や緊急輸送の確保に向けた幹線道路の事前の防災対策が必要である。 

さらに、災害発生後の応急対策活動を円滑に行うため、県指定の緊急輸送道路（資料編『資料

－８』（p.286）による）と整合性を図り、町の緊急輸送道路（資料編『資料－９』（p.287）によ

る）を指定する。 

 

【対 策】 

１ 道路の整備 …… 都市整備課 

２ 橋梁の整備 …… 都市整備課 

３ 緊急輸送道路の確保 …… 都市整備課 

４ 緊急輸送道路等の安全点検及び復旧体制の整備 …… 都市整備課 

５ ヘリポート等の整備 …… 総務防災課・各施設 

 

１） 道路の整備［都市整備課］ 

① 地区幹線道路、避難所（資料編『資料－５』（p.282）による）アクセス道路等防災上重

要な道路の整備を推進する。 

② 道路の整備にあたっては、占用物の適切な指導など防災上の配慮を行う。 

２） 橋梁の整備［都市整備課］ 

地震時における橋梁の確保のため、定期的に安全点検を実施し、耐震基準に基づいた耐震補

強工事や補修に努める。 

３） 緊急輸送道路の確保［都市整備課］ 

災害応急活動及び警戒宣言発令時の事前対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の緊

急輸送のため、緊急輸送道路を事前に確保する。 

４） 緊急輸送道路等の安全点検及び復旧体制の整備［都市整備課］ 

一般道と高速道や鉄道の立体交差地点、トンネル等の重要構造物の安全点検を進めるととも

に、被災した場合を想定し、応急復旧のための資機材について備蓄を行う。 

災害時における道路等の応急復旧については、「山北町建設業協同組合との地震･風水害・そ

の他の災害応急工事に関する業務協定」（協定編『協定－12』（p.354～356）による）により実

施する。 

災害時の応急復旧体制の強化を図るため、被害想定に基づく応急復旧訓練を関係機関、関係

業者と実施する。 

また、災害時における建設業者等との協力体制の充実・強化を図り、道路管理者相互の連携

強化に努める。 

５） ヘリポート等の整備［総務防災課・各施設］ 

大型ヘリコプターの離着陸が可能なオープンスペースの確保を積極的に進める。また、緊急

医療を要する被災者の受入病院とアクセスできるよう、へリコプター臨時離着陸場の確保にも

努める。 
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また、災害時に実際に利用できるよう、誘導案内施設の整備を行うとともに、これらの地図

情報を、自衛隊を含め応援協定を結んでいる自治体に事前に配布する。 

 

 

（11） ライフラインの応急復旧対策 

大規模災害時には、広範囲にわたって電気、ガス、水道などのライフライン施設に被害が発生

し、復旧に時間を要することから、復旧用資機材の備蓄強化など応急復旧が迅速に行えるよう、

さらなる体制の充実が必要である。 

 

【対 策】 

１ 下水道対策 …… 上下水道課 

 

１） 下水道対策［上下水道課］ 

下水道は、都市基盤的施設であり、地震により機能が停止した場合、町民の生活に多大な影

響を与え、また、復旧に長時間を要することになる。災害時にはまず、汚水を排水する機能を

確保し、被害の程度に応じて汚水の処理水質を段階的に向上させ、下水道の機能を早期に復旧

するよう対策をさらに進める。 

 

 

（12） 災害廃棄物等の処理対策 

災害廃棄物等の処理・処分の手順や方法等を定めた災害廃棄物等処理計画を策定することなど

により、災害時における応急体制の確保に努める。 

ごみ処理施設及びし尿処理施設の浸水対策及び補修等に必要な資機材の備蓄に努めるととも

に、収集車両や機器等を常時整備し、緊急出動できる体制の整備に努める。 

 

【対 策】 

１ 一般廃棄物処理施設の整備 …… 環境課・上下水道課・総務防災課 

２ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 …… 環境課 

３ 災害時の相互協力体制の整備 …… 環境課・総務防災課 

 

１） 一般廃棄物処理施設の整備［環境課・上下水道課・総務防災課］ 

ごみ処理施設の浸水対策及び補修等に必要な資機材の備蓄に努めるとともに、収集車両や機

器等を常時整備し、緊急出動できる体制の整備に努める。 

① ごみ処理体制の整備 

地震災害時には、通常の生活ごみに加えて、地震により壊れた食器、家具類、ガラス、瓦、

倒壊ブロック等の災害廃棄物が発生する。災害廃棄物は、通常の処理体制では対応できない

ことが予想される。ごみの種類に応じた処理計画を策定しておくものとする。 

② し尿処理体制の整備 

ア し尿処理体制の整備 

災害時のし尿処理に関し、足柄上衛生組合と連携し処理体制の確立を図る。 
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イ 災害用仮設トイレ等の整備 

災害時の水道施設等の被害を想定し、仮設トイレ等を備蓄整備する。また、下水道マン

ホールを仮設トイレとして活用できるよう、資材の整備を図る。 

２） 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等［環境課］ 

生活ごみや災害によって生じた災害廃棄物の一時保管場所である仮置場の配置計画、災害廃

棄物等の処理・処分計画をあらかじめ策定することなどにより、災害時における応急体制の確

保に努める。 

① 災害廃棄物処理計画の策定 

災害廃棄物の処理に関し、地震発生後の発生量の予測、運搬体制、一時集積場所の確保等

を円滑に進めるため、被害想定等に基づく事前計画の策定を行う。 

② 災害廃棄物の一時集積場所の選定 

災害廃棄物の焼却処分、最終処分が困難な場合を想定し、災害廃棄物の一時集積場所の候

補地を選定しておく。 

ア 他の応急対策活動に支障のないこと。 

イ 環境衛生に支障がないこと。 

ウ 搬入が容易なこと。 

エ 分別、焼却、最終処分を考慮した場合に便利なこと。 

３） 災害時の相互協力体制の整備［環境課・総務防災課］ 

周辺の市町村や廃棄物関係団体と調整し、災害時の相互協力体制の整備に努める。 

 

 

（13） 広域応援対策等の拡充 

災害時における広域的な応援は、救援・救護、応急・復興対策に多大に貢献するものと期待さ

れている。しかし、広域応援が効率的に機能するためには、応援に来る機関職員の受入れ体制（的

確な現地情報の提供や寝食を賄う施設の整備等）が重要な要素となる。 

特に、大規模災害時には、各関係機関による「救助・救急・消火」、「医療・救護」、「支援物資」

等の多岐にわたる支援が実施される。関係機関の応援は、発災直後から実施され、被災自治体は

混乱の中で、応援機関・部隊との調整等が必要となるため、県と町が連携した被災地域への応援

体制の充実を図るとともに、迅速かつ円滑に多機関からの応援を受入れる、受援体制を整備する

必要がある。 

また、平時から、防災関係機関との「顔のみえる関係」の構築を図る必要がある。 

 

【対 策】 

１ 広域応援の受入体制等の強化 …… 総務防災課 

２ 応援機関との連携の強化 …… 総務防災課 

３ 県との応援体制の強化 …… 総務防災課 

 

１） 広域応援の受入体制等の強化［総務防災課］ 

広域応援活動拠点への広域応援部隊の円滑な受入れのための設備の整備を進める。 
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２） 応援機関との連携の強化［総務防災課］ 

他の自治体との相互応援協定の締結を拡大するとともに、応援活動を確保するため、器具の

整備を進める。 

３） 県との応援体制の強化［総務防災課］ 

大規模な災害が発生し、町単独では十分な応急対策や復旧対策が実施できない場合に、地域

県政総合センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック間で相互に連携し、迅速

かつ的確な応援ができるよう、一層の連携強化を図るとともに、訓練等の実施を通じ、体制の

検証を行う。 

また、他の市町村を迅速に応援できるよう応援体制を整備する。 

 

 

（14） 町民の自主防災活動の拡充強化 

災害発生時の被害の軽減を図るためには、迅速、的確な対応が必要である。そのためには、町

民、事業者等の自発的な防災活動が極めて重要である。 

平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、自主防災組織等が、地区における防災力の向

上を図るため、訓練や物資の備蓄などの自発的な防災活動に関する計画を、地区防災計画の素案

として、町防災会議に提案することができることとなった。町は、平素から「自分たちのまちは、

自分たちで守る」という精神に基づき、自主防災組織の育成・強化を推進する。 

また、企業等についても、防災組織等の育成を促進し、町及び防災関係機関との協力体制を定

めておくことが必要である。 

 

【対 策】 

１ 町民への周知等 …… 総務防災課 

２ 自主防災組織の育成 …… 総務防災課 

３ 消防団の機能強化 …… 総務防災課 

４ 企業防災の促進 …… 総務防災課・企業 

５ 防災組織相互の連携 …… 総務防災課・防災組織 

 

１） 町民への周知等［総務防災課］ 

大規模災害を想定した広域防災訓練、町域、コミュニティレベルで多様な場面を想定した防

災訓練を実施し、平常時から地域での防災意識や連帯意識の向上を図る。また、災害発生時に

町民の役割が明確になるよう努めるとともに、防災資機材の利用方法などの習熟に努める。 

２） 自主防災組織の育成［総務防災課］ 

町では、自治会を中心とした自主防災組織の育成を行うとともに、防災力の強化を図る。 

① 組織の育成 

町は、防災ハンドブック、広報紙、防災訓練等のあらゆる機会をとらえ、防災意識や連帯

意識の高揚を図るとともに、防災資機材等の整備、活動拠点の整備等について支援する。 

② 組織の活動 

町は、県及び防災関係機関の協力のもと、防災研修会等を開催し、防災リーダーの養成に

努め、自主防災組織活動の充実・強化を図る。なお、その際には、女性の参画の促進に努め
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るとともに、女性リーダーの育成に努める。 

自主防災組織は、その組織機能を十分発揮するため、情報連絡、消火、救出・救援等の活

動内容毎に、平常時・災害時の任務を明確にするとともに、班別の任務を明確にしておく必

要がある。 

③ 防災資機材等の整備 

自主防災組織の防災資機材等の整備に努める。 

 

自主防災組織の活動内容（例） 

 平常時の活動 発災時の活動 

情報連絡班 ・防災意識の普及及び高揚 ・情報の収集、伝達及び広報 

消火班 
・出火防止及び初期消火の徹底 

・初期消火訓練 

・出火防止 

・初期消火 

救出･救援班 
・資機材の備蓄、保守管理 

・救出及び救護訓練 

・救出救援 

・救助物資の配分 

避難誘導班 ・避難訓練 ・避難誘導 

給食･給水班 ・給食・給水訓練 ・給食・給水 

 

３） 消防団の機能強化［総務防災課］ 

消防団員の確保及び車両・資機材等の整備を進め、消防団の充実強化に努める。 

また、消防団と協力し、自主防災組織が実施する避難誘導、初期消火、情報収集、応急救護、

炊き出し訓練などの活動内容に対して指導を行っていく。 

４） 企業防災の促進［総務防災課・企業］ 

企業は、地域社会の一員として、災害時における役割（客や従業員の安全の確保と被害の軽

減、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分認識し、各企業において、

災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するよう努めるとともに、

防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・

見直し等を実施するなどの防災活動の推進に努める。このためには、企業の防災に係わる取り

組みの積極的評価等により、企業の防災力向上の促進を図る。 

また、地震に対する事前対策と発災時の応急対策が効果的に行い得るよう、小田原市消防本

部による防火管理者講習会等を通じて、事業所の防災組織の育成を図るなど防災体制の強化に

努める。 

５） 防災組織相互の連携［総務防災課・防災組織］ 

町は、自主防災組織、事業所、ボランティアなどの防災関係団体が連携して取り組むべき平

常時、災害時の防災対策活動を協議調整する防災連絡会（仮称）を設置する。 
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平常時及び発災時の個人・家庭・隣近所・自主防災組織の活動概要 

 平常時 発 災 

個
人
・
家
庭 

・各個人の日常生活圏の危険性の点検 

・家屋や塀の耐震強化措置 

・家具の転倒落下防止措置 

・出火防止体制の整備 

・耐震消火装置付器具の使用と作動状況 

の点検 

・安全な火気使用環境の確保 

・初期消火体制の整備 

・初期消火器具の確保と使用訓練 

・避難場所・ルートの確認と安全性の 

チェック 

・救出用資機材の保管･避難用品の整理 

・必要な物資の備蓄（最低３日分、推奨１

週間分の食料、飲料水等） 

・出火防止 

・初期消火 

・家族の安否確認及び保護 

・情報の的確な受信・伝達 

・家屋の安全確認･危険箇所の点検 

隣
近
所 

・要配慮者の安全対策の話し合い 

・近所の災害環境の共同監視 

・救出用資機材の共同管理 

・隣近所の生き埋め者（倒壊家屋の下敷き

になった者等含む）の救出活動、負傷者

搬送 

・隣近所の出火防止措置 

・隣近所の家庭にガス元栓閉栓呼びかけ 

・高齢者世帯等の出火防止措置 

・初期消火活動への従事 

・近所の要配慮者の安否確認 

・要配慮者の救出・避難誘導 

自
主
防
災
組
織 

・家庭、隣近所への防災対策の呼びかけと

推進（特に、出火防止措置と家具等の転

倒落下防止措置の推進） 

・危険箇所の点検・除去 

・避難場所・ルートの確認と安全性の 

チェック 

・救出用資機材の管理 

・救出活動の喚起（救出協力者を募る） 

・出火防止措置の喚起 

・初期消火活動の応援 

・近所の要配慮者の安否の確認の喚起 

・要配慮者の救出･避難誘導・搬送 

・指定避難所の開設・管理運営 

・給食・給水 

 

 

（15） 災害救援ボランティア活動の充実強化 

大規模災害時には、全国から多くのボランティアやＮＰＯ、ＮＧＯが被災地支援に駆けつける

が、迅速な受入体制の整備、被災地の細かなニーズの把握、一般ボランティアと専門ボランティ

ア・ＮＰＯ・企業等との連携強化、育成したボランティアの活用、ボランティア団体の活動に必

要な資機材･活動資金の確保等が課題となる。 

災害時において、救援、復興に大きな力となるボランティアの活動を円滑に行うための体制整

備を図る。 
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【対 策】 

１ 災害救援ボランティア受入体制の整備 …… 福祉課・社会福祉協議会 

２ ネットワークづくりの推進 …… 福祉課・社会福祉協議会 

３ 人材の育成と活用 …… 福祉課・社会福祉協議会 

４ マニュアルの作成等 …… 福祉課・社会福祉協議会 

 

１） 災害救援ボランティア受入体制の整備［福祉課・社会福祉協議会］ 

関係機関・団体等の協力のもと、災害ボランティアセンターを開設する。また、災害救援ボ

ランティアの受入体制及び活動環境の整備、ボランティアニーズの把握及び各ボランティア団

体への情報提供等について定めるよう努める。 

① ボランティア活動拠点の充実 

ボランティア活動の拠点の充実を図る。 

② ボランティア受入れ窓口 

ア 専門ボランティア 

ａ 活動内容が明確な場合は、担当部が窓口となる。 

ｂ 活動内容が広範囲におよぶ場合は、福祉課及び社会福祉協議会が担当する。 

イ 生活支援ボランティア 

ａ 福祉課と社会福祉協議会が共同で受け付ける体制（ボランティアによるボランティ

アの受付窓口）を整備する。 

ｂ ボランティアコーディネーターの養成 

ボランティア活動を調整するボランティアコーディネーターの養成を関係機関に依頼

する。 

③ 防災ボランティア（特殊技能者）の登録 

防災活動上、有用な特殊の技能を有した者（例：建物の応急危険度判定士、看護婦経験者、

アマチュア無線技術者、大型運転免許所持者、通訳、コンピューター技術者等）で災害時の

協力を得られる者については、防災ボランティア登録制度を社会福祉協議会と共同で実施す

る。なお、登録者のデータは、各課等より速やかに総務防災課へ連絡する。 

④ 各種関係団体との協力体制の整備 

各種関係団体等と関係課との間で、平常時から連携を密にしておくとともに、協力体制等

を整備しておく。 
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⑤ 各種関係団体との協力体制の整備ボランティア受入れ活動の整備 

№ 項 目 概 要 

ア 

依頼する活動内容の

整理 

※ボランティアへ依

頼する活動内容に

ついて、右を参考

にあらかじめ検討

しておく。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
種
類 

・専門ボランティア 

医師、看護婦、建築士（応急危険度判定士）、アマチュ

ア無線技術者、大型運転免許所持者、建設重機操作技術

者、通訳、コンピューター技術者等 

・生活支援ボランティア 

特別の職能を有さないボランティア 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
内
容
例 

・救出、捜索活動 

・緊急医療活動 

・建物の応急危険度判定活動 

・応援の防災関係者等に対する道案内（ナビゲーター） 

・被災者、避難者への炊き出し 

・被災者のための生活支援情報の提供 

・被災者に対するメンタルケア等の健康管理支援活動 

・被災者に対する各種生活相談 

・指定避難所の運営支援 

・要配慮者に対する飲料水、食事の運搬等の生活支援活動 

・外国人に対する通訳支援、母国語での情報提供 

・物資集積拠点等における物資の管理、仕分け、配送 

・子供の遊び相手、一人暮らし老人の話し相手 

・家の片付け 

・ごみ処理 

・交通整理 

・引越しの手伝い 

・その他 

イ 事故に対する補償 
ボランティア保険へ加入を検討する等、ボランティアの事故に対

する補償について検討しておく。 

ウ 材料費の負担 
活動に伴う材料費等の負担について検討しておく。（平常時から

関係機関との協議を行う） 

 

２） ネットワークづくりの推進［福祉課・社会福祉協議会］ 

平常時から、災害救援ボランティア団体や地域住民等との協働による災害救援ボランティア

センターの設置・運営の訓練の実施等を通じて、発災時を想定した連携協力体制づくりに努め

る。 

３） 人材の育成と活用［福祉課・社会福祉協議会］ 

災害時にボランティアが円滑に活動できるよう、平常時における登録、研修、災害時におけ

る活動の受入窓口、その活動の調整方法等の体制整備を図る。 

４） マニュアルの作成等［福祉課・社会福祉協議会］ 

大規模な災害が発生した際に、県内外から駆けつける多くのボランティアを円滑に受入れ、

効果的な支援活動が展開できるよう、それぞれ社会福祉協議会等と協働して、災害時における

ボランティアセンターの運営等に関するマニュアル（手順書）等を作成する。 

また、ボランティア団体や社会福祉協議会等と連携した防災訓練を実施し、作成した災害救

援ボランティア支援マニュアルの検証・見直しを行う。 
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（16） 防災知識の普及 

災害発生時の被害の防止や軽減を図るためには、町及び防災関係機関が災害対策を推進するこ

とはもとより、町民一人ひとりが自発的かつ適切な行動が重要である。 

災害の種類は、地震や風水害といった従来からの災害に加え、ゲリラ豪雨や竜巻、突風など近

年身近になってきた災害についても横浜地方気象台と連携して普及、啓発に努める。 

町民に対し、防災センター防災展示ホールにおいて、各種防災情報等の周知を図るとともに、

広報紙、講演会、研修会、防災訓練等あらゆる機会を通じて防災知識の普及に努める。また、町

職員をはじめ、児童・生徒及び防災上重要な施設の管理者に対して防災教育を行う。 

なお、防災知識の普及の際には、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体

制の整備に努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう

努める。 

 

【対 策】 

１ 町民等への防災知識の普及 …… 総務防災課・企画政策課 

２ 学校、社会福祉施設等における防災教育の推進 …… 教育委員会・福祉課・保険健康課 

３ 職員に対する研修 …… 総務防災課 

 

１） 町民等への防災知識の普及［総務防災課・企画政策課］ 

① 町民への防災知識の普及 

町の広報紙や防災ハンドブック等により、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図る。 

また、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、

広く一般に閲覧できるよう公開に努める。 

防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、水害時のシミュレーション結果等を示し

ながら、「早期の立退き避難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるととも

に、浸水深、浸水継続時間等に応じて、水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対

策等について、普及啓発を図る。 

また、地域住民に対し、風水害のおそれのない適切な避難所、避難路等について周知徹底

するとともに、必要に応じて避難所の開錠・開設を自主防災組織で担う等、円滑な避難のた

め、自主防災組織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

 

広報の重点項目 

№ 項 目 内 容 

① 平常時の心得 

・家庭の防災会議の実施 

・地震・風水害の知識 

・建物の点検と補強、家具の固定方法 

・屋外の転倒落下危険物への対策 

・火災予防・消火用器具の準備 

・避難方法、経路、場所、連絡方法の確認 

・非常持ち出し品等の準備 

・防災訓練への参加 

・最低３日分、推奨１週間分の水・食糧等の備蓄 

・緊急地震速報の仕組みや利用の心得 
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№ 項 目 内 容 

② 災害発生時の心得 

・身の安全を守る対策 

・火の始末、消火方法 

・救出・救護の方法 

・避難方法 

・指定避難所の生活 

・自主防災組織の役割 

③ 地域防災計画の概要 ・町の災害特性、災害別・地域別の危険度、避難場所等 

 

② 家庭における身近な防災対策等の普及 

地域の防災的見地からの防災アセスメント（災害誘因(地震、台風、豪雨等)、災害素因(急

傾斜地、軟弱地盤、危険物施設の集中地域等)、災害履歴、土地利用の変遷などを考慮して

総合的かつ科学的に地域の災害危険性を把握する作業のこと）を行う。 

町民の適切な避難や防災活動に資する防災マップ、地区別防災カルテ、災害発生時の行動

マニュアル等をわかりやすく作成し、町民等に配布するとともに研修を実施するなど、防災

知識の普及啓発に努める。 

なお、浸水想定区域、避難所、避難路等水害に関する総合的な資料として、図面表示等を

含む形で取りまとめたハザードマップ等の作成にあたっては、河川近傍や浸水深の大きい区

域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努める。 

③ 帰宅困難者に関する普及啓発 

大規模災害発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に

行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始しない」

という基本原則を町民、企業、学校、関係団体などへ周知を図り、対応の徹底を促す。 

２） 学校、社会福祉施設等における防災教育の推進［教育委員会・福祉課・保険健康課］ 

① 公立学校における防災教育の推進 

防災教育指導資料等を活用し、防災教育を進める。 

② 社会福祉施設等における防災教育の推進 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や利用者に対して、風水害等災害に関する基礎的

知識や災害時対応について、理解や関心を深めるため防災教育を推進する。 

③ 防災上重要な施設の管理者等に対する教育 

町及び関係機関は、危険物を有する施設、社会福祉・医療施設等防災上重要な施設の管理

者に対して、防災教育を実施する。また、施設管理者が、施設職員や利用者に対して、災害

等に関する基礎知識や災害時対応についての防災教育を行うよう指導する。 

３） 職員に対する研修［総務防災課］ 

災害の発生時には、職員個々の正確な状況判断が要求される。職員の災害時における適切な

判断力を養成し、自発的に責任をもって行動しうるよう防災教育を実施する。 

また、職場内における防災体制を確立するため、あらゆる機会を利用して防災教育の徹底を

図るよう努める。 

① 役割等の周知 

災害時における参集、配備及び応急活動における役割を明確にした職員行動マニュアルを

配布し、災害時における参集、配備及び応急活動における役割等を周知する。 
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② 講習会、研修会等への参加促進 

職員への防災研修、防災講演会等により防災教育を行う。 

災害時に感染症等が発生した場合の対応について、職員に対して様々な被災場面を想定し

た研修等を実施する。 

ア 救急、救命講習会への参加 

イ 町、防災関係機関が行う講習会、研修会への参加 

ウ 防災行政無線の取扱い 

 

 

（17） 防災訓練の実施 

地域防災計画の習熟、防災関係機関の連携の強化、防災意識の高揚、技術習得を図るため、大

規模地震発生時及び警戒宣言発令時を想定した防災訓練を実施する。 

 

【対 策】 

１ 多様な訓練の実施 …… 総務防災課・消防団・各課 

２ 実践的な訓練の実施 …… 総務防災課・消防団・各課 

３ 地域特性に応じた訓練の実施 …… 総務防災課・消防団・防災組織 

 

１） 多様な訓練の実施［総務防災課・消防団・各課］ 

地域の実情を踏まえ、大規模災害を想定した広域防災訓練や市町村域・コミュニティレベル

で多様な場面を想定した防災訓練を実施する。 

また、被災時の男女のニーズの違いや要配慮者等の多様な視点などに十分配慮した防災訓練

や避難訓練を実施する。 

様々な場面を想定した災害対策本部等の運営訓練、情報受伝達訓練、職員の緊急参集訓練、

図上訓練等を重ね、非常時に臨機応変に対応できるよう努める。 

① 総合防災訓練 

大規模災害発生時には、情報の収集・伝達、町民の避難、救出救護など広範な対策の的確・

迅速な実施が同時に要求される。 

町及び防災関係機関は、情報受伝達訓練、避難訓練、救出救護訓練、火災防御訓練、ライ

フライン復旧訓練などの個別訓練を有機的に連携させた総合防災訓練を実施する。 

また、ボランティア団体及び要配慮者を含めた地域住民等と連携した訓練、学校等と連携

し、児童等の安全を確保する訓練等も取り入れる。 

② 防災関係機関等の個別訓練 

町・県及び防災関係機関は、災害時に実施すべき事務または業務を的確・迅速に処理する

ことが要求されるため、あらゆる場面を想定した情報受伝達訓練、参集訓練、図上訓練を定

期的に実施する。 

③ 自主防災組織、事業所等の訓練 

行政の対応能力を超えた災害も想定されるため、自主防災組織、事業所等独自の初期消火、

救出救護、避難誘導等の活動が被害の軽減に大きく寄与することが予想される。 

町は、自主防災組織、事業所等が、「自らの身は、自ら守る。自分たちのまちは、自分た
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ちで守る。」という防災の基本に立って適切な活動が行えるよう、初期消火、避難救出救護

訓練等、実践的な訓練を実施するよう指導助言する。 

④ 防災訓練実施計画 

総合防災訓練及び各機関の個別訓練について、次表のとおり定める。 

防災訓練等を通じて得られた教訓・課題等は訓練終了後整理し、その結果を地域防災計画

の修正や次回訓練の際に有効に活用する。 

 

 

総合防災訓練及び各機関の個別訓練は以下のとおりである。 

№ 区分 実施団体 実施時期 実施場所 実施方法 

① 総合防災訓練 町・各機関 防災週間中 町内全域 

各防災関係機関、自主防災

組織等が一体となって、総

合的効果的活動を実施す

る。 

② 

地震災害警戒

本部 

災害対策本部 

運営訓練 

町 防災週間中 防災センター 

大地震の発生及び警戒宣言

を想定し、予知対応型訓練

（非常招集･本部運営･情報

伝達訓練）と、発災対応型

訓練（応急救護･応急給水

等）を行う。 

③ 自主防災訓練 自主防災組織 適 宜 適 宜 
消火･避難･救出救護・炊出

し、その他防災活動を行う。 

④ 水防訓練 消防団 ５月 水害危険区域 

図上または実地訓練とし、

必要に応じて県と合同また

は他の関係機関と併合して

行う。 

⑤ 消防総合演習 消防団 10月 適 宜 
実地訓練とし、消防団の連

携の確認を行う。 

⑥ 遭難救助訓練 町遭難救助隊 ５月 西丹沢区域 
山岳遭難に対応した訓練を

行う。 

⑦ 参集訓練 町 適 宜 防災センター 
災害時における職員の動員

が円滑かつ迅速に行われる

ように実施する。 

⑧ 通信連絡訓練 町・各機関 適 宜 適 宜 

災害対策を有効、円滑に実

施するための把握及び指令

の伝達が迅速かつ適切に行

われるよう実施する。 

⑨ 避難訓練 学校等 適 宜 各施設 
学校、保育施設等の建物内

の人命保護を目的として実

施する。 

 

２） 実践的な訓練の実施［総務防災課・消防団・各課］ 

積極的かつ継続的に防災訓練を実施する。実施にあたって、訓練の目的を設定した上で、そ

の被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果が得られるように訓練参

加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身

の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的な訓練となるように努める。 
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また、訓練後には、訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善

を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 

３） 地域特性に応じた訓練の実施［総務防災課・消防団・防災組織］ 

民間の救護組織と連携して防災訓練を実施する。 

関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況の広報、運営

管理のための訓練を実施する。 

消防活動が円滑に行えるよう、消火、救出救助、避難誘導等の訓練を実施する。 

特に、災害発生時の初期対応の徹底を図るため、自主防災組織育成基本方針に定める情報収

集・伝達、避難、救出救護、消火訓練を重点的に実施する。 

 

 

（18） 観光客安全対策 

本町は、町域に丹沢大山国定公園、県立丹沢大山自然公園を有し、雄大な自然や温泉に恵まれ

た自然豊かな観光地で、都心からの交通の利便性と相まって、年間延べ 115 万人（平成 27年）（商

工観光課調べ）にものぼる観光客が訪れる。 

本町を訪れる多くの観光客の災害に対する安全性の確保に努めるものとする。 

 

【対 策】 

１ 観光施設に関する対策 …… 商工観光課・各施設 

２ 宿泊施設に関する対策 …… 商工観光課・各施設 

３ 滞留観光客に関する対策 …… 商工観光課 

４ 交通機関に関する対策 …… 総務防災課・都市整備課 

５ 外国人観光客に関する対策 …… 商工観光課 

 

１） 観光施設に関する対策［商工観光課・各施設］ 

① 施設面での安全性確保 

町内の観光施設について、既設の施設に関してはその防災性能の改善を図るとともに、新

設する際には十分な災害に対処できるよう安全性を確保する。 

② 従業員等に対する防災教育 

観光施設の従業員等は、観光客に対し臨機に適切な措置をとる必要があるため、日頃から

避難路の確保や安全確保措置に習熟していなければならない。観光施設の管理者等は、従業

員等に対し、防災情報の提供等、防災教育を積極的に行うものとする。 

③ 標識等の整備 

観光施設管理者等は、観光客が施設内において、災害時に適切な行動がとれるよう、案内

標識等を設置するものとする。 

２） 宿泊施設に関する対策［商工観光課・各施設］ 

町内の旅館等の宿泊施設は、観光客の災害に対する安全性の確保に努め、緊急時の避難収容

施設、救護施設としての活用体制を確立する。 

① 防災計画の作成 

個々の宿泊施設について、それぞれの事情に即した防災計画の作成を指導する。 
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② 防災研修会の開催 

町内の宿泊施設管理者を対象として、防災研修会を開催する。 

③ 防災訓練の実施 

宿泊施設が自ら作成した防災計画に基づき、発災時に従業員等が分担する任務を適切に遂

行できるよう、適宜防災訓練を実施するものとする。町は、宿泊施設管理者が行う防災訓練

に対し、指導・援助を行う。 

④ 標識等の整備 

宿泊施設管理者は、観光客が発災時に適切な行動がとれるよう、案内標識等を設置するも

のとする。 

３） 滞留観光客に関する対策［商工観光課］ 

災害の規模により、観光客は、滞留を余儀なくされる。町は、各地区に収容施設として避難

所を設けているが、発災の時期によってはその人数も多大なものと予測される。そのため、以

下の対策に取り組む。 

① 収容対策 

町は、滞留観光客の収容施設について、町観光協会、中川温泉旅館組合等、関係団体を中

心に協議し、緊急時の受入れ対策を進めるものとする。また、滞留する観光客の食糧、生活

必需品の確保にも努めるものとする。 

② 移送対策 

町内に滞留する観光客等の被災地外への移送方法・手段（車両等）について、バス事業者

等関係機関と協議し、協定を締結し対策を進めるものとする。 

４） 交通機関に関する対策［総務防災課・都市整備課］ 

① 道路交通の安全性の確保 

道路管理者は、発災時には、マイカー観光客が道路に孤立することが予測されるため、あ

らかじめ関係機関と十分協議し、マイカー観光客の災害安全性を高めるよう努めるものとす

る。 

② バス・鉄道等に関する対策 

各交通機関は、災害計画に基づき乗車中の観光客等の避難誘導等がスムーズに実施できる

ように、また、駅構内等に滞留する観光客等の安全対策について、適宜防災訓練を実施する

等災害に対する安全性の強化に努めるものとする。 

５） 外国人観光客に関する対策［商工観光課］ 

町は、外国人観光客の安全対策、情報提供方法等について、町観光協会、中川温泉旅館組合

等、関係団体と協議するとともに、避難所案内板の外国語表示等の対策を進めるものとする。 
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第３章 風水害対策計画 

風水害対策計画は、台風等の風雨に伴い、浸水、洪水、がけ崩れ、土砂災害等に関する総合的な

対策として定める。 

 

第１節 災害発生直前の対策 

（１） 警戒及び注意の喚起 

日頃から洪水等により浸水が想定される区域、大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある

土地の区域等について、関係町民等に対し周知徹底を図り、降雨時等に混乱なく避難できるよう

努める。 

また、風水害の発生のおそれがある場合には、河川管理者、水防団体等と連携を図りながら、

気象情報等に十分注意し、浸水想定区域や土砂災害危険箇所の警戒活動を行う。その結果、危険

と認められる場合には、住民に対する避難のための準備情報の提供や勧告・指示等を行うととも

に、適切な避難誘導を実施するよう努める。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な

場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かり

やすく適切に状況を伝達することに努める。 

 

（２） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

町長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときには、その地域の居住者

等に対し立ち退きの勧告又は指示を行う。この場合、指定緊急避難場所への避難を指示する。ま

た、災害の想定等により必要に応じ、近隣の市町村の協力を得た上で、指定緊急避難場所を近隣

市町内に設ける。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告する。  

なお、居住者等に対して避難準備を呼びかけるとともに、要配慮者に対して、その避難行動支

援対策を行うことを考慮し、早い段階で避難の開始を求める避難準備・高齢者等避難開始を発令

する。 

町長は、住民に対する避難のための避難準備・高齢者等避難開始の提供や避難勧告・指示等を

行うにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難勧告・指示等を夜間に発令す

る可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始の

提供に努めるとともに、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等

により、近隣のより安全な建物への「緊急的な待避」や、「屋内安全確保」といった適切な避難

行動を住民がとれるように努める。 

また、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、住民の積極的な避難

行動の喚起に努める。住民への避難勧告等の伝達に当たっては、防災行政無線を始め、インター

ネットホームページ、あんしんメール、ＴＶＫデータ放送、Ｌアラート（災害情報共有システム）

等のあらゆる伝達手段の複合的な活用を図り、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努める。 

 

（３） 指定避難所の開設 

町長は、災害の発生のおそれがある場合には、必要に応じ指定避難所を開設し、速やかに町民

に周知する。 
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第２節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合、町は、被害情報及び関係機関が実施する応急

対策の活動情報を迅速に収集・連絡し、職員の安全の確保に十分に配慮しつつ、災害対策本部の設

置等必要となる体制の整備を進める。 

町は、風水害の発生又は発生するおそれがあるときは、被害情報等の情報の収集・連絡を行い、

その情報に基づき事態の推移に合わせた災害応急活動を行う。 

 

（１） 警報の発表等に伴う配備体制 

次に定める配備計画等に基づき配備体制をとるとともに、被害情報等を収集し、その情報によ

り災害応急対策を検討し、必要な措置を決定する。 

１） 自主参集（勤務時間外） 

勤務時間外に災害が発生した場合、町職員にあっては、テレビ・ラジオで速報される災害情

報、自宅周囲の状況などから町内に大規模な被害の発生が予想される場合は、動員指令を待つ

ことなく自己の判断により、直ちに、あらゆる手段を持って所定の参集場所に参集し、災害応

急活動に従事する。 

２） 日直及び夜間警備員の業務 

日直及び夜間警備員は、緊急災害情報を受けた時、直ちに、関係職員に連絡し、その指示を

受けて適切な措置を講じなければならない。 

３） 動員配備の決定 

災害が発生した場合、総務防災課長は、配備の基準をもとに、町長と協議し、動員配備の区

分を決定する。なお、迅速を要する場合には、在庁（または連絡可能な）最上位意思決定者に

おいて専決する。 

４） 動員実施 

動員は災害対策本部長が発令する。各部長は参集状況を本部長に常に報告しなければならな

い。動員について各部に調整の必要がある時は、本部長が行うものとする。 

５） 配備基準 

勤務時間内の場合は、災害の状況により、そのまま災害応急活動体制へ移行する。 

勤務時間外の配備基準、参集場所等は、次のとおりである。 

① 配備の基準 

配備 配備基準 配備人員 

事
前
配
備 

（第１次警戒態勢） 

ア 注意報が警報に変わるこ

とが予想されるとき 

イ 警報が発表されたが時間

的に余裕があるとき 

総務防災課長 

防災消防班員 

（第２次警戒態勢） 

ア 警報が発表されて巡回が

必要なとき 

①建設部長の指示により建設部警戒体制要員配備 

②総務防災課長の指示により総務防災課員配備 

③総務部長の指示により４部長配備 

（４部長からなる災害応急対策室を設置） 

④建設部長の依頼により各部へ応援要請を各部長

から指示 

⑤必要により総務部長からの指示で課長及びこど

も園長以上の職員配備 
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配備 配備基準 配備人員 

１
号
配
備 

ア 災害が発生する可能性が

予想されるとき 

イ 局地的に災害が発生し、

災害対策が必要なとき 

幼保学校職員を除く副主幹以上職員（町長の指示） 

２
号
配
備 

ア 大規模な災害が発生また

は、局地的災害で、被害

が甚大なとき 

全職員 

 

② 配備指令が出された場合の参集場所 

配備 参集職員 参集場所 

１号配備 副主幹以上職員 

庁舎３階 多目的室 

※状況により清水（神縄を除く）・静岡県

在住職員は清水支所、三保・神縄在住職

員は三保支所に参集する場合あり。 

２号配備 全職員 

清水（神縄を除く）・静

岡県在住職員 

清水支所 

※状況により移動の指示あり 

三保・神縄在住職員 
三保支所 

※状況により移動の指示あり 

その他の地区（町外を

含む）在住職員 

本庁舎 所属現課 

原則、幼保学校職員は勤務場所。交通等の

状況により主管課に参集する場合あり。 

 

③ 参集手段 

徒歩または自転車、オートバイ、車を基本とする。町外在住者は、交通機関の利用が可能

であれば、有効に活用する。 

④ 参集が困難な場合の連絡 

職員または家族等が大きな被害を受けたとき、参集途上に緊急の救援活動が生じたときな

ど、やむを得ない理由で参集が困難な場合は、（連絡が取れる時点で）必ず上司等に報告す

るものとする。 

⑤ 参集途中の行動 

ア 参集は、速やかに指定された場所に参集することを原則とする。 

イ 参集のルートは、道路や周辺の被害の状況に応じて、安全なルートを選択する。 

ウ 参集途上において、周辺の災害状況に目を配り、重大な被災状況があれば、その状況

を把握しながら参集すること。 

エ 参集時に、人命に係わる救出活動を行っている場面に遭遇した場合は、自己の判断に

より対応するものとし、連絡が取れる時点で報告する。 

オ 参集時に把握した災害情報については、「災害情報報告書」（様式編『様式－２』（p.420）

による）に記入し報告する。 
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⑥ 自己判断による参集 

突発的な災害の発生時、テレビ、ラジオ等による情報や周囲の状況から、町内の被害が甚

大と判断される場合は、次のフローチャートにより速やかに参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本人・家族・家屋に 

被害があるか？ 

被害を受けたのは？ 

家 族 

程度は？ 

本 人 

状況を上司等へ報告 

指示を受ける 

応急手当 

参集可能か？ 上司等へ報告 

参  集 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

家屋 

重 傷 死 亡 軽 傷 

状況を上司等へ報告 

（家族等による） 

大規模災害発生 

程度は？ 

応急手当 

重 傷 死 亡 軽 傷 
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６） 動員指令の連絡 

各所属長は、勤務時間外においても遅滞なく職員の招集が行われるようあらかじめ定められ

た方法により動員指令を職員へ連絡する。 

この場合、職員の招集にあたってはチェックインシステム、電話、防災行政無線、その他適

切な方法による。 

① 緊急電話連絡網 

局地的または広域的に災害が発生しているときは、順次、配備の拡充を行う。配備拡充は

緊急電話連絡網により、自宅待機している職員に緊急参集の連絡を行う。 

連絡の際に連絡相手が不在ないし連絡できない場合は、次の相手に連絡する。 

各所属長は、毎年度、課内の緊急電話連絡網を定め、総務防災課に報告する。 

 

緊急電話連絡網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学校
課員・幼稚園・小学校

 課員・県派遣職員等

課員・認定こども園・保育園

都市整備課長

定住対策課長

教育特区推進室長 室員

農林課長  商工観光課長

 環境課長

町　　　長 副町長

総務防災課長

教育長

企画政策課長

課員

 議会事務局長

課員

課員

局員

 生涯学習課長

会計課長 課員

 町民税務課長

課員

 学校教育課長

室員

課員

 新東名対策室長

 上下水道課長 課員

課員

西部清掃組合

課員

課員

課員 保険健康課長 福祉課長

課員

財務課長
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② 防災行政無線による職員参集 

特に緊急を要するときは、防災行政無線による町内在住職員の参集放送を行う。 

 

（２） 災害発生直後の被害情報の収集・連絡 

災害発生直後において、庁舎及びその周辺に関する概括的被害情報、ライフライン被害の範囲

等、被害の規模を推定するための関連情報の収集にあたる。 

１） 災害情報の収集 

① 勤務時間外の災害発生 

ア 情報収集 

ａ 町内で大規模災害が発生した場合、情報収集に当たる職員は、情報収集担当区域を

定め、区域内の災害情報を収集する｡情報収集は、２名１組とし可搬無線機を携行し、

人命に係わる災害情報を最優先に収集する。 

ｂ 収集した情報は、無線等により本部に報告するが、連絡が不可能な場合は直接本部

に戻り「災害情報報告書」により報告する。 

ｃ 人命に係わる災害情報 

○要救出現場数（※） 

倒壊家屋戸数、崖崩れ箇所等、要救出現場（生き埋め者のいる可能性のある現場）

が何箇所あるかを把握する。 

○出火件数（※） 

○二次災害危険箇所（土砂災害危険箇所、道路陥没箇所等） 

※以上のうち、特に「要救出現場数」、「出火件数」の情報は速報性が重要であるため、

正確を期すより粗くとも速報する。 

ｄ 災害応急対策に必要な災害情報 

○重要道路、橋梁の被害状況 

○避難所（避難収容施設）の被害状況 

○主要水道施設の被害状況 

○医療施設の被害状況 

○その他重要と思われる災害情報 

ｅ 情報収集を行う場合、状況に応じて、徒歩、自転車、オートバイ、公用車で行う｡ 

イ 職員の参集途上における情報の収集 

職員は、参集途上に可能な限り、災害情報等を収集する。その結果は、参集後直ちに、

本部へ報告する。 

ウ 消防本部、消防団が行う情報収集 

消防本部、消防団は災害発生時、消火活動及び救出・救助活動を全機能をあげて行う。

それとともに可能な限り、火災及び人命危険関係情報の収集を行い、可搬無線機等により

災害対策本部へ報告する。 

エ 自主防災組織が行う情報収集 

災害発生時、自主防災組織で定めた災害情報連絡員は、自宅周辺の被害状況等の災害情

報を収集する。町への報告責任者は、災害情報連絡員の情報を集約し災害対策本部へ報告

する。 
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オ 初期に参集した職員が行う情報収集、情報の集約 

初期に参集した職員の中から責任者（役職の上位者、同じ場合は経験年数の多い者とす

る）を定め、災害情報収集・集約等を開始する。責任者は以下の作業を参集職員に順次指

示する。 

ａ 災害情報収集 

火災箇所、被害集中地区、家屋密集地区等、情報収集に当たる職員の補完を行う｡（２

名１組、可搬無線機携行） 

ｂ 災害情報集約作業 

参集途上時把握情報、情報収集職員からの情報、自主防災組織、町民等からの情報の

取りまとめを行う。 

ｃ 参集人員確認作業 

参集人員の確認、参集不可能職員の把握、理事者等に連絡する。 

責任者は、災害対策本部の設置等体制が整った後、現在までの状況を報告する。 

カ 清水・三保支所、学校等所属施設に参集した職員の対応 

参集職員は責任者を定め、把握している災害情報・参集人員を遂次本部に連絡する。人

命の救出など人命に係わる活動は、指示を待つことなく責任者の判断で行う。 

② 勤務時間内の災害発生 

ア 災害情報の収集 

勤務時間内に、町内で大規模災害が発生した場合は、町長（不在の場合は、最上位意思

決定者）は、各課長等に対し、災害情報の収集を指示する｡ 

ａ 情報収集は、２名１組とし可搬無線機を携行する｡ 

道路が通行可能な場合は、公用車を使用する｡不可能な場合は、徒歩、自転車、オート

バイで行動する｡ 

ｂ 各課長等は、情報収集区域の重複がないよう協議するものとする｡ 

ｃ 収集する災害情報は、勤務時間外に情報収集に当たる職員が収集する内容等に準じ

る。 
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イ 勤務時間内に災害が起きた場合の情報収集分担 

各課が収集する情報は、次のとおりとする。 

課 名 災害直後 時間経過後 

企画政策課 各災害情報の集約・分析・報告 

財務課 庁舎の被害 町所管施設被害 

総務防災課 人命に係わる災害情報 

・倒壊家屋戸数 

・出火件数、延焼等の状況 

・二次災害危険箇所 

・その他災害情報 

家屋被害 
議会事務局 

会計課 

町民税務課 

福祉課 要配慮者の安否確認 
医療機関、保育所施設被害 

保険健康課 医療機関の被害状況 

定住対策課 町営住宅入居者の安否確認 町営住宅被害 

農林課 主要施設の被害状況 農林水産関係被害 

環境課 主要施設の被害状況 ごみ処理施設被害 

商工観光課 人命に係わる災害情報 商工業関係被害 

都市整備課 
重要道路、橋梁の被害状況 道路、橋梁、河川等土木被害 

新東名対策室 

上下水道課 主要水道施設の被害状況 
上下水道施設、町設置型浄化

槽被害 

学校教育課 
避難所の被害状況 教育施設被害 

生涯学習課 

 

２） 災害情報の県等への迅速な報告 

① 県への報告 

人的被害の状況（行方不明者の数を含む）、建築物の被害状況及び火災、土砂災害等の情

報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、災害情報管理システム等によ

り県へ報告する。ただし、通信の途絶等により県に報告できない場合は、消防庁へ連絡する。

特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、町は、

住民登録や外国人登録の有無にかかわらず、当該町域内で行方不明となった者について、県

警察等関係機関として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対象外

の者は外務省）又は県に報告する。 

なお、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通信可能な地域まで伝令を

派遣する等、あらゆる手段をつくして報告するよう努める。 

ア 県災害情報管理システム 

県への報告は、県災害情報管理システムを活用して行うものとする。県災害情報管理シ

ステムの運用開始の通報を受理した後、被害速報、被害詳細報告、被害確定報告を遂次行

う。 

イ 災害報告書 

県への報告は、県災害情報管理システムによる報告を原則とするが、通信障害等により
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オンラインによる報告が不可能な時は、報告書を作成し、県防災行政通信網ＦＡＸ等を活

用して報告する。 

ａ 被害状況等報告 

ｂ 被害の程度 

ｃ 人的・建物被害等（災害発生・被害中間）報告 

ｄ 公共施設等被害（災害発生・被害中間）報告 

ｅ 避難状況・救護所開設状況（速報・中間）報告 

ｆ 確定報告 

ウ 応急対策活動の報告 

把握した被害の内容、応急対策の活動状況、災害対策本部設置状況等を県防災行政通信

網を利用して、県へ報告する。 

② 消防庁への報告 

「火災・災害等即報要領」の規定に基づき、交通機関の火災等特に迅速に消防庁に報告す

べき火災・災害等を覚知した場合は、直ちに消防庁に報告し、併せて県にも報告する。 

③ 内閣総理大臣（消防庁経由）への報告 

被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合には、直接、内閣総理

大臣（消防庁経由）に報告する。 

④ 自衛隊への被害状況の報告 

大規模な災害が発生した場合、本部長は、県へ自衛隊災害派遣要請を行うことになるが、

事前に山北町の災害派遣部隊である陸上自衛隊第 31 普通科連隊及び陸上自衛隊第１高射特

科大隊へ町内の被害状況を通報する。 

⑤ 防災関係機関等との情報交換 

町は、指定地方行政機関、指定地方公共機関等防災関係機関と、被害状況等について情報

の交換を行い、情報の共有化を図る。 

⑥ 報告系統 

被害状況等の報告系統は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  警察関係 

防災関係機関 

 

自主防災組織 

（消防団） 
各 課 
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等 

県
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※県現地災害対策本部が設置されない場合は、県災害対策本部または災害対策担当課へ報告す

る。なお、災害のおそれがある場合は、災害対策基本法第 54 条第４項に基づき、横浜地方

気象台へ報告する。 

 

災害対策基本法第 53 条に基づく被害状況等の連絡ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 災害対策本部及び現地災害対策本部の設置 

町長は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合、当該町域に係る災害応急対策を実

施するため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき町災害対策本部を設置す

る。 

１） 災害対策本部設置前の重要事項の決定 

① 勤務時間外の重要事項の決定 

勤務時間外に災害が発生した場合、初期に参集した職員は町長の登庁を待つことなく、以

下の項目について協議し、必要な意思決定を行うことができるものとする。 

この場合、役職最上位者が責任者となり、電話（携帯電話を含む）等により、連絡可能な

理事者、課長等との間で協議し、必要な指示を仰ぎ、迅速な判断を要求される事項について

は専決する。 

ア 避難勧告・指示の決定 

イ 自主防災組織、消防団、建設業協同組合等に対する応急対策の要請 

ウ 広域応援要請 

エ 自衛隊災害派遣要請 

オ その他の重要事項の決定 

ａ 動員配備の決定 

ｂ 災害情報、被害状況の収集とそれに伴う災害応急対策活動の基本方針 

ｃ その他災害応急対策の重要事項の決定 

② 勤務時間内の重要事項の決定 

勤務時間内に災害が発生した場合、理事者、課長等は以下の項目について協議し、必要な

意思決定を行う。 

市町村 県 消防庁 国土交通省 
（内閣総理大臣） 

県に報告できない場合（法第 53条第１項かっこ書） 

法第 53条第１項 法第 53条第２項 

 
（ＮＴＴ回線） 
電 話 03-5253-7527（平日 9：30～18：15） 

 03-5253-7777（上記以外） 
ＦＡＸ 03-5253-7537（平日 9：30～18：15） 

03-5253-7553（上記以外） 

（消防庁連絡先） 
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なお、町長不在の時は、最上位意思決定者において専決する。 

ア 災害対策本部の設置の決定 

イ 避難勧告・指示の決定 

ウ 自主防災組織、消防団、建設業協同組合等に対する応急対策の要請 

エ 広域応援要請 

オ 自衛隊災害派遣要請 

カ 災害救助法適用申請 

キ その他の重要事項の決定 

ａ 重要な災害情報、被害状況の分析とそれに伴う災害応急対策活動の基本方針 

ｂ 災害対策に要する経費 

ｃ その他災害応急対策の重要事項の決定 

２） 災害対策本部の設置に至らない災害時の組織体制 

町長は、町内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、その災害の程度

が災害対策本部を設置するに至らないと認める時は、平常時における町の組織をもって災害応

急対策を実施する。 

３） 災害対策本部の設置 

① 災害対策本部設置基準 

町長は、災害の発生または発生のおそれがある場合において、総力をあげて災害応急対策

を実施することが必要であると認める時は、次の基準に従って災害対策本部を設置する。 

ア 気象警報が発表され、本部を設置する必要のある災害が発生したとき 

イ その他町長が必要と認めたとき 

② 災害対策本部の設置準備 

次の手順により、災害対策本部の設置準備を行う。 

ア 災害対策本部は、防災対策室に設置する。 

イ 庁舎の被害状況（建物、室内、電気、通信機器）を把握する。 

火気・危険物の点検を行い、災害対策本部機能の維持に支障がないかどうかを確認する。 

ウ 電話回線を確保する。 

災害時優先電話、衛星電話の使用ルールを確認する。 

エ 県安全防災局（災害対策本部）及び地域調整本部（現地災対本部）に県防災行政通信

網を使用し、以下により被害の第一報を報告する。 

なお、第一報は迅速を旨とし、人命に係わる災害情報の集約に時間を要すると考えら

れる場合は、第一報は報告者等周囲の者が把握している範囲のものを報告する。 

ａ 勤務時間外 

○参集時に職員が収集した人命に係わる災害情報の概数 

○庁舎周辺の被害状況 

ｂ 勤務時間内 

○庁舎内及び庁舎周辺の被害状況 

オ 来庁者、職員等の安全を確認し、来庁者は、避難所等安全な場所へ誘導する。 

カ 災害情報収集用可搬無線機を準備する｡ 

キ テレビ、ラジオからの災害情報の視聴体制をとる。 
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ク 対策用地図（避難所、危険地域、消防団詰所、重要道路、給水拠点等、応急対策用に

作成した１／１万～１／2.5万縮尺程度の地図）を用意する。 

ケ 被害状況等を表示するための掲示板を用意する。 

コ 防災関係機関業者等の名簿・連絡先・連絡手段を用意する。 

サ 応急対策に従事する者の、食糧の調達及び場所の確保を行う。 

③ 災害対策本部の設置 

山北町災害対策本部組織図 
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ア 本部組織の確立 

災害対策本部は、「山北町災害対策本部組織」に基づき確立する。 

また、本部長は、局地的な災害等で必要があると認めた場合は、支所等に現地災害対策

本部を設置する｡ 

ａ 本部会議 

≪開催≫ 

○本部会議は、本部長が必要の都度招集し、開催する。 

○本部員は、会議の招集を必要と認める時は、本部事務局長に申し出るものとする。 

○部長である本部員は、それぞれの分掌事項について会議に必要な資料を提出する。 

○本部長は必要と認められる時は、防災関係機関・団体等を会議に出席させること

ができる。 

≪協議事項≫ 

○各種災害情報による状況把握 

○避難勧告、指示の決定 

○避難所（避難者収容施設）の開設指示 

○災害情報に基づいた各部応急対策活動の基本方針の決定 

○職員の配備体制及び各部間の応援体制の指示 

○自衛隊に対する災害派遣要請 

○消防、行政機関に対する応援要請 

○災害救助法適用申請 

○自主防災組織、防災関係民間団体に対する協力要請 

○職員の健康管理及びローテーションの検討 

○その他災害応急対策の重要事項の決定に関すること 

≪決定事項の周知≫ 

会議の決定事項のうち、関係職員に周知を要するものについては、部長を通じて、

速やかにその徹底を図るものとする。 

ｂ 本部事務局 

≪構成≫ 

本部事務局は､総務防災課員で構成し、事務局長は､総務防災課長とする。 

なお、本部事務局要員の不足が見込まれる場合は、本部事務局長は、各部長に対し

応援職員の要請を行うものとする。 

また、県や消防本部より災害対策本部へ連絡員が派遣される。 

≪分掌事務≫ 

○災害対策本部の事務運営 

○本部長からの命令伝達 

○本部会議と各部間の連絡等 

○災害活動に関する情報の総合把握及び各部・関連機関への連絡調整 

○災害に関連する情報、気象予警報の受理、伝達等 

○救出、消火活動の方針や消防団の活動指令の伝達等 

○町民等への避難勧告・指示・誘導等の伝達 
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○警察、消防、各機関との情報交換、連絡 

○自主防災組織等への活動要請 

○自衛隊災害派遣要求及び受入れ準備等 

○県災害対策本部、他市町村への広域応援要請の依頼 

○防災行政無線（移動系）の通信統制等 

≪設置場所≫ 

本部事務局は、防災対策室に設置する。 

イ 本部設置の通知及び公表 

災害対策本部を設置した時は、直ちにその旨を通知及び公表するとともに、本部の標示

板を庁舎正面玄関に掲示するものとする。 

通知及び公表先 通知及び公表方法 担当 

各課 庁内放送 総務防災課 

県災害対策本部 

県現地災害対策本部（地域

調整本部） 

県防災行政通信網または電話等 総務防災課 

町議会議員 防災行政無線または電話等 議会事務局 

町防災会議の委員 防災行政無線または電話等 総務防災課 

自主防災組織 防災行政無線または電話等 企画政策課 

報道機関 電話、口頭、文書 企画政策課 

一般町民 防災行政無線 総務防災課 

 

④ 災害初動活動の要請 

災害対策本部を設置した場合、本部長は町民の身体、生命確保のため消防団、自主防災組

織、町民等に対し救出・救助、避難対策等の災害活動を要請する｡ 

災害活動は、消防署・消防団を核に自主防災組織、町民等が加わった体制を基本とする。 

なお、災害活動の範囲は、通常は各自主防災組織の地区内とし、災害規模等の状況により

隣接自主防災組織または連合自治会の範囲で活動するものとする。 

初動期においては、以下の活動を中心に行う。 

ア 生き埋め者の救出救助等の人的被害の軽減・防止活動 

イ 火災等の二次災害の防止活動 

ウ その他の緊急を要する活動 

ａ 災害情報の災害対策本部への連絡に関すること。 

ｂ 災害に関する予警報または警告等の町民に対する周知伝達に関すること。 

ｃ 被災者・要配慮者の避難、収容等の誘導援助に関すること。 

４） 防災関係機関等に対する災害応急対策活動の要請 

災害対策本部の設置に伴い、本部長は、防災関係機関、広域応援部隊及び団体等に対し、以

下の災害応急対策活動を要請する。 

また、防災関係機関等が総力をあげた災害応急対策活動が実施できるよう、災害情報の共有

化や活動方針の統一及び資機材等の効率的運用を図る。 

① 要請事項 
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ア 倒壊家屋の生き埋め者等の把握と救出 

イ 出火防止・初期消火活動 

ウ 負傷者への応急救護及び搬送 

エ 要配慮者の安否確認・保護及び避難が必要な場合の移送 

オ 観光客の避難誘導・保護 

カ 避難所の開設・運営への協力 

キ 罹災者に対する給食・給水等の援護活動 

ク 要配慮者に対する生活支援 

ケ その他必要な災害応急対策活動 

５） 防災基幹施設に対する電力、通信等の優先復旧の要請 

災害時、防災対策上重要な施設（防災基幹施設）における電力、通信等のライフラインの機

能停止は、災害対策業務に著しく影響を与える。そのため、関係各機関とこれらの防災基幹施

設の優先復旧について連携を図り、速やかな応急復旧を要請する。 

① 復旧を優先する施設 

ア 災害対策本部、現地対策本部、防災関係機関 

イ 町内医療機関 

ウ 町内避難所 

６） 災害対策本部の解散 

本部長は、災害の危険がなくなった時、または災害発生後の措置が概ね完了した時は、本部

を解散するものとする。解散した場合の公表等については、設置の場合に準ずる。 

 

（４） 災害広報の実施 

災害時には、被災地住民をはじめとした町民等に対して、正確な情報を迅速に提供することに

より、混乱の防止を図り、適切な判断による行動ができるようにする必要がある。 

町は、速やかに広報部門を設置し、連携して適切かつ迅速な広報活動を行う。なお、被災者の

おかれている生活環境及び居住環境等は多様であることから、情報を提供する際には、様々な媒

体を活用するよう配慮する。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られていることか

ら、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供が

なされるよう努める。 

１） 町が実施する広報 

所管区域内の防災関係機関と調整を図り、防災行政無線、広報車、インターネットホームペ

ージ、あんしんメール、ＴＶＫデータ放送、自主防災組織との連携等により、町民等に対して

次の事項等について広報する。 

① 広報内容 

ア 災害の状況に関すること 

ａ 町内の被害状況 

ｂ 二次災害危険の予想される地域町民等への警戒呼びかけ 

イ 避難に関すること 

ａ 避難所開設 

ｂ 避難に際しての留意点 
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ｃ 混乱防止の呼びかけ（不確実な情報に惑わされない、テレビ・ラジオから情報入手

するように等） 

ウ 応急対策の活動状況に関すること 

ａ 救護所の開設 

ｂ 交通機関、道路の復旧 

ｃ 電気、水道等の復旧 

ｄ 電話の復旧 

エ その他町民生活に必要なこと 

ａ その他町民生活に必要なこと。 

○給水、給食の状況 

○避難所・救護所の状況 

○災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板サービスの運用開始情報 

○防疫情報 

○災害相談窓口の開設等 

ｂ 自主防災組織、町民等への活動喚起・行動指示 

○出火防止、初期消火の喚起・指示 

○倒壊家屋等に生き埋めになっている人命の救出活動の喚起・指示 

○隣近所等の要配慮者の安否確認の喚起・指示 

○転倒ＬＰガスの元栓閉栓の喚起・指示 

ｃ 観光客等への行動指示 

ｄ 上記のほか、町民等の情報ニーズを分析し、それに即応した広報を実施する。 

② 広報の方法 

ア 防災行政無線 

災害発生初期における、出火防止等の呼びかけ、避難勧告、生活関連情報の広報など情

報伝達媒体の柱とする。 

イ 広報車 

防災行政無線の補助的手段として、特にきめ細かい情報提供活動や避難誘導を行う必要

がある場所で、広報活動を実施する。 

ウ 広報紙 

発行体制を早期に整え、災害対策活動、生活情報等全般に渡る情報を提供する。 

配布は、避難所、町有施設での配布、ボランティアによる配布、新聞折込等で行う。 

エ インターネットホームページ 

町で開設したホームページより、情報を提供する。 

オ あんしんメール 

携帯電話やパソコンに登録された方に、町からメールで情報を提供する。 

カ ＴＶＫデータ放送 

ＴＶＫデータ放送へ、情報を配信する。 

２） 報道機関に対する広報要請並びに発表 

① 放送機関に対する広報要請 

町内の被害状況、町の応急対策活動等、放送機関による広報が適当なものについては、県
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地域防災計画による放送協定に基づき県知事に要請して行う。 

② 報道機関に対する発表 

取材への対応は、記者会見及び資料提供または、掲示板への掲出を持って行う。 

ア 記者会見場所 

記者会見場所は、応急対策活動の実施に影響しない場所を設定して行う。 

イ 発表は、企画政策課が行う。 

ウ 事前に、記者会見時間等を定めておく。また、情報入手状況や応急対策の進捗状況に

より、時間どおりの広報ができないこともあらかじめ断っておく。これにより、報道機

関との混乱を最小限のものとする。 

エ 要配慮者への報道手段、内容について配慮するよう要請する。 

オ 警察、自衛隊、消防、県との情報交換ルール（交換する情報の種類、情報交換間隔・

時期等）を定めて的確に行い、広報内容の一体性を保つ。 

③ 報道機関へ要請並びに発表する広報内容 

№ 内容 種類 

ア 災害による被害を最小限に止めるための行動指示等 要請 

イ 災害対策本部の設置の有無 発表 

ウ 火災状況（発生箇所、被害状況等） 発表 

エ 倒壊家屋戸数、浸水状況（発生箇所、被害状況等） 発表 

オ 二次災害危険の予想される地域住民等への警戒呼びかけ 要請 

カ 周辺受入れ可能医療機関及びその診療科目、ベッド数 要請 

キ 避難状況等 発表 

ク 

被災地外の住民へのお願い 

・被災地へは、単なる見舞い電話等の不要不急の電話をかけないで欲し

い。 

・個人からの義援は、できるだけ義捐金でお願いしたい。 

・まとまった義援物資を送ってくださる場合は、被災地での仕分け作業

が円滑に実施できるよう（梱包を解かなくて済むよう）、物資の種類、

量、サイズ等を梱包の表に明記して欲しい等。 

要請 

ケ 町民の心得、人心の安定及び社会秩序保持のため必要な項目 要請 

コ 
交通状況 

・交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、道路交通状況等 
発表・要請 

サ 
電気、電話、上下水道等公益事業施設状況 

・被害状況、復旧見通し等 
発表・要請 

シ 
河川、道路、橋梁等土木施設状況 

・被害、復旧状況 
発表・要請 

  



山北町地域防災計画 

70 

３） 防災関係機関等への広報活動要請 

災害後、町に寄せられる町民等からの通報の中には、ライフライン・交通機関に関係する問

合せ（復旧見通し等）も多いと予想される。そのため、常に町民等の通報内容を確認し、必要

があると認めた時は、ライフライン事業者、交通機関等防災関係機関に対し、広報活動を要請

する。 

なお、広報活動の実施にあたっては、災害対策本部と提供情報の共有化を図る。 

４） 町民等からの通報等への対応 

災害時においては、町民からの災害情報の通報のほか、町内外から安否の問合せや被害状況

問合せ電話が殺到することが予想され、応急対策活動の支障になることが考えられる。 

町民等からの通報等に対しては総務防災課で対応するが、以下の点に留意する。 

① 外部から受け付ける電話番号を指定し、公表する。 

② 広報担当において、マスコミ機関に協力を要請し、不要不急通報の自粛、災害用伝言ダ

イヤル「171」や携帯電話各社の災害用伝言板サービスの運用開始等を直接被災地内外の

人々に訴える。また、ライフラインに関する問合せが集中することも予想されるため、関

係機関においてこれらの問合せニーズに対応できる体制をとるよう要請する。 

５） 公聴活動 

町は、災害で被災した町民の生活上の不安・要望などの解消を図るため、関係機関と協力し、

防災センター及び避難所等に災害相談所を設け、相談活動を実施する。聴取した要望等につい

ては、速やかに各部、防災関係機関に連絡し早期解決に努めるとともに、復旧計画に反映させ

るものとする。 

６） 気象情報等の収集 

① 異常気象現象の通達 

ア 発見者の通報の義務 

災害が発生し、または発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちに町役場、

松田警察署または小田原市消防本部に通報する。 

イ 町長の処置 

異常現象の通知を受けた町長は、県及び関係機関に通報する。 

② 気象等の情報収集 

横浜地方気象台等の予警報を基礎にして、状況判断を行う。町内の雨量等については、本

庁舎設置の雨量計及び「神奈川県雨量水位情報」等から情報を得る。 
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警報・注意報の種類及び発表基準 

種 類 基準要素 注 意 報 警 報 

大 雨 

（※１） 

（浸水害）雨量基準 １時間雨量40mm １時間雨量60mm 

（土砂災害） 

土壌雨量指数基準 
93 134 

大 雪 12時間降雪の深さ 
平地：５㎝（※２） 

山地：10㎝ 

平地：10㎝（※２） 

山地：30㎝ 

洪 水 雨量基準 大雨注意報に同じ 大雨警報に同じ 

暴 風 平均風速 ― 25ｍ/s以上 

強 風 平均風速 12ｍ/s以上 ― 

暴風雪 平均風速 ― 25ｍ/s以上で雪を伴う 

風 雪 平均風速 12ｍ/s以上で雪を伴う ― 

雷  
落雷等により被害が予想さ

れる場合 
― 

乾 燥 湿  度 
最小湿度35％ 

実効湿度55％ 
― 

濃 霧 視  程 陸上100ｍ ― 

霜 最低気温 
４℃以下（発表期間は原則と

して４月１日～５月20日） 
― 

低 温 最低気温 
夏期：16℃以下が数日継続 

冬季：－５℃以下 
― 

着氷･着雪  
著しい着氷、着雪が予想され

る場合 
― 

※１ 「記録的短時間大雨情報」は、神奈川県の一次細分区域の西部では１時間雨量が 100 ㎜

を超えた場合に発表する。 

※２ 「山地」は、山の多いところ、「平地」は山地以外の地域を示す。 

 

警報・注意報の地域区分 

 一次細分区域 二次細分区域 細分区域に含まれる市町村 

神
奈
川
県 

東 部 

横浜・川崎 横浜市、川崎市 

湘 南 
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間

市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町 

三浦半島 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 

西 部 

相模原 相模原市 

県 央 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村 

足柄上 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 

西 湘 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 
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（５） 災害対策本部における災害応急活動の決定 

１） 被害情報の収集等（被害情報収集期） 

町は、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通信可能な地域まで伝令を派

遣する等、あらゆる手段を尽くして報告するよう努める。 

２） 災害情報の集約・分析に基づく意思決定及び情報の共有化 

① 本部事務局においては、収集した災害情報を迅速に集約分析し、本部長に報告するとと

もに、広域応援要請、自衛隊災害派遣要請、避難の勧告・指示、災害救助法の適用申請等

の必要性の有無を判断し、本部長（不在の場合は最上位意思決定者）の意思決定を求める。 

② これらの情報については、各部長より各課へ伝達し、共有化を図り、応急対策活動に統

一性を与える。 
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（６） 災害時の応急活動対策表 

 

【時間経過】 

各課 
 
【発生】 

◇初期段階 
 
【１～３時間】 

 
 
【３～４時間後】 

◇体制の確立・応急段階 
 
【～２日程度】 

 
 
【概ね３日以降】 

◇復旧・復興段階 
  

             

各部門 

共通事項 

 ・部内職員の緊急参集体制の確
立、迅速な参集 

・初動情報の収集と本部との連
絡確保、報告 

・部内の職員の動員、配備 
・緊急対応の開始 

 

・各部・部内、関係機関との連
絡調整 

・部に関する情報収集・調査 
・部内体制の確立 
・所管施設等の被害状況調査・

把握 
・町内災害情報の収集 

 

・情報の交換、分析、関連調整 
・体制の見直し、再配置 
・他部への応援 
・所管施設の応急措置 

 

・所管施設、設備の被害状況の
取りまとめ 

・平常業務に関連する事項の被
害状況取りまとめ 

・他部への応援 

 

・町民への復旧・復興関連の支
援体制 

・生活再建の相談等への総合的
な情報提供 

 ・平常業務の再開 

             

災害対策本部 

 
・災害対策本部の設置 
・職員の動員・配備決定 
・災害情報の収集 
・町民に対する消火・救出等活

動喚起・指示 
・避難勧告・指示の決定 
・その他庁内関連事項 
・応援要請準備 

 

・第１次応援要請 
（県、警察、消防、自衛隊等） 
・広域医療救護、広域搬送要請 
・災害の進行状況の継続的把握 
・町民の避難状況の把握 

 

・情報収集、整理の本格化（災
害情報の収集、分析／関係機
関との情報交換） 

・災害拡大予防の方針 
・物資確保の要請（県・関係機

関） 
・避難所開設指示 
・災害救助法の適用要請 
・各部応急対策の基本方針の決

定 

 

・第２次応援要請 
・応援部隊等の後方支援対策指
導 

・職員の健康管理、ローテーシ
ョンの検討 

・各部応急対策の実施状況確認 
・その他重要事項の決定 

 

・生活復旧・復興の方針決定 
・町民の生活支援対策方針の決
定 

・人的資源の確保（臨時職員の
雇用等） 

・その他重要事項の決定 

 ・災害本部の解散 

             

本 部 

事務局 

 ・災害対策本部の事務運営体制の確立 
・本部長等からの命令伝達 
・地震情報の受理、伝達（第５章「地震災害対策計画」のみ） 
・気象情報の収集、伝達（第３章「風水害対策計画」のみ） 
・本部会議と各部間の連絡調整 
・災害活動に関する総合的情報の把握、及び各部・関連機関への連
絡調整 

・防災行政無線等による災害広報 
・県へ被害状況の報告 
・その他庁舎内関連事項 

 

・災害情報の体系化 
・本部、関連部、各部間、関係機関との連絡調整の円滑化 
・応援部隊の受入れ準備 
・災害救助法の適用申請 

 
・復旧・復興関連への体制移行 
  ・本部事務局の解散 

             

企画政策課 

 

・町民の避難状況の把握 
・参集職員の把握 
・職員配備計画 

 

・町民への情報提供、指示伝達
（広報車） 

・関連機関との連絡調整（情報
収集・提供等） 

・被害状況の写真撮影等、災害
記録 

・情報システム庁舎ネットワー
クシステムの被害調査及び応
急復旧 

・報道機関対応 

 

・避難所開設状況・避難人数等取りまとめ 
・被害報告・記録の整理 
・二次災害への警戒、避難指示等の災害広報 
・災害関連情報の提供及び広報 
・避難状況の把握、避難人数の取りまとめ 
・自治会（自主防災組織）との連絡調整 

 

・被害調査・見舞い等来庁者の
対応 

・町民への生活関連の情報提供 
・生活再建の相談等への総合的
な情報提供 

・災害広報誌の発行・配布 
・被害報告の取りまとめ 
・情報システム・庁舎ネットワ
ーク等の業務継続 

 
・災害の経験を活かしたまちづ

くりの検討 

 

             

財務課 
 ・庁舎のライフライン等被害状況の把握と応急対策 

・通信手段（電話回線）の確保 
 ・町有財産の被害状況調査及び応急対策  

・災害対策予算編成及び経理 
・町有財産の復旧・復興 
・復旧・復興に関する予算対策 

             

総務防災課 

 
・緊急車両の確保、配車及び燃料確保 
・町民等からの通報・問い合わせ等に対する対応 
・その他庁舎内関連事項 

 

・職員対策（食料・宿泊、用具、備品等及び給付等） 
・罹災職員の把握 
・職員及び応援職員等の健康管理 
・緊急文書の取扱、印刷 
・一斉帰宅抑制（第３章「風水害対策計画」のみ） 

 
・継続的な職員対策（復旧復興期） 
・将来に向けた総合的な再建計画（各計画と財政検討） 

             

議会事務局  ・応急対策活動の応援  
・議会関連の連絡調整 
・視察・見舞い等来庁者の接遇 

             

会計課  ・応急対策活動の応援  ・災害対策費等の緊急支払  ・義援金、見舞金の受付・保管・配分 
             

町民税務課 

 

・来庁者の避難誘導 
・応急対策活動の応援 

 

・被災町民の調査・安否情報の収集、整理 
・安否等の問い合わせに対する対応 
・住宅物件の被害調査 
・ライフライン関係機関からの被害情報の収集 

 

・被災町民の調査継続 
・火葬、埋葬に関する対応 
・罹災証明書交付等に備えた本格的住宅被害状況調査 
・罹災証明書の交付 
・被災離職者の調査 
・町民税その他町税の減免 
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【時間経過】 

各課 
 
【発生】 

◇初期段階 
 
【１～３時間】 

 
 
【３～４時間後】 

◇体制の確立・応急段階 
 
【～２日程度】 

 
 
【概ね３日以降】 

◇復旧・復興段階 
  

             

福祉課 

 

・要配慮者の安否確認等 
・園児の情報把握（安否、状況等） 

 
・日赤活動との連絡調整 
・要配慮者の生活必需物資の確

保、配分 
 

・ボランティアセンターの開設 
・ボランティアの受入れ 
・援助物資、食糧の受入れ、保
管、在庫管理 

・生活関連物資等の調達 
・義援物資、援助食糧等の避難
所等への配送 

 
・要配慮者に対する生活支援 
・生活相談窓口の設置（生活保護制度の周知） 

※ボランティアの対応については、福祉課を通して社会福祉協議会が行う        

保険健康課 

 ・応急対策活動の応援 
・来庁者の応急救護 
・医療班の編成及び医療救護活動への協力 
・医療薬品、機材の確保 
・救護所設置・運営 
・介護福祉施設・包括支援センターへの協力要請 

 
・医療可能病院等の把握 
・救護所設置、運営 
・医療情報提供 

 

・遺体安置所の開設 
・遺体の安置及び引渡し 
・医療薬品衛生資材の確保と配
分 

 

・被災者の精神的支援等 
・被災地の感染予防 
・精神保健支援のための地域拠点の設置 
・避難生活者の健康管理、栄養指導 
・医療需要、医療機関の再開状況の把握 
・高齢者にかかわる社会福祉施設の被災・復旧状況の調査 
・食品衛生の指導 

             

定住対策課  ・町営住宅入居者の安否確認    ・応急仮設住宅・町営住宅・空屋等への住居のあっ旋 
             

環境課 
 

・応急対策活動の応援  
・ごみ等の収集処理 
・災害廃棄物仮置場確保 
・災害廃棄物撤去、運搬 

 

・病害虫、土壌の防疫 
・被災地の媒介動物防疫等の実施 
・災害廃棄物処理 
・し尿処理 

             

農林課  ・応急対策活動の応援  
・応急対策に必要な機械・器具、資材の調達 
・緊急を要する箇所の応急措置 

 
・農林道の復旧整備等 
・種苗、生産資材等のあっ旋、融資等 

             

商工観光課  ・観光客の状況把握及び観光客の保護、避難所等への誘導 
・観光客等への情報伝達 

 ・観光客への情報提供  
・被災商工業関係者の相談の受付 
・融資等商工業関係者への支援措置 

             

都市整備課 

新東名対策室 

 
・危険箇所等の確認、巡視、町民へ情報の提供 
・緊急輸送道路の確保 
・被災箇所の交通規制対策 

 

・応急対策に必要な機械・器具、資材の調達 
・関連建設業者との協力要請、調整 
・緊急を要する箇所の応急措置 
・道路、橋梁、河川の障害物除去 
・応急危険度判定事務局の設置 

 
・道路、橋梁、河川等復旧整備 
・倒壊建造物の解体撤去 
・応急仮設住宅建設準備 

             

上下水道課 
 

・飲料水の確保  

・避難所を中心とした飲料水の供給 
・汚水を排水する機能の確保 
・他団体等からの応援給水措置 
・水道指定業者等への協力要請 

 
・上下水道、町設置型浄化槽の復旧整備 
・飲料水の安全確保 
・飲料水の給水対策 

             

学校教育課 
 

・児童・生徒・園児の情報把握（安否、状況等）  
・避難所の開設、収容 
・仮設トイレ設置 

 

・学校給食施設による被災者へ
の炊き出し支援 

・応急教育の実施準備 
・教職員の確保 

 
・応急教育の実施 
・学用品等の給付 
・被災児童・生徒のメンタルケア 

             

生涯学習課 
 

・応急対策活動の応援  
・避難所の開設、運営 
・関係団体に対する協力依頼 
・備蓄食糧、物資の配分 

 ・文化財の被害調査、保全 

             

山北町消防団 

 ・緊急招集、出動態勢 
・災害対策本部との連携 
・小田原市消防本部との連携 
・災害情報の収集、状況把握 
・火災・水防等の災害防ぎょ 
・人命救助・救護活動 
・町民の避難誘導 
・病院等への負傷者搬送 

 
・行方不明者等の捜索 
・二次災害等への対応 

             
清水・三保支所 

清水ふれあいセンター 
 ・通信手段の確保 

・地区内災害情報の収集及び報告 
 

・現地災害対策本部の設置 
・地区内応急対策活動の支援、調整 

 ・地区内の復旧、復興への支援 

             

生涯学習センター  ・来館者の避難誘導・応急救護  
・避難所開設、運営への協力 
・救援物資等の保管 

             
認定こども園 

保育園 

幼稚園 

小中学校 

 
・園児・児童・生徒の安全確保、

避難措置 
 ・保護者への引渡し、帰宅措置  

・避難所開設、運営への協力 
・給食施設での応急給食準備 

 ・応急教育・保育の実施 
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（７） 部別活動概要 

 

名 称 活動概要 

各部共通事項 

・部内の職員の動員、配備及び連絡調整等に関すること 

・部内の災害情報収集、調査、資料の作成及び本部への報告に関すること 

・他部の応援に関すること 

各課共通事項 

・所管施設等の被害状況調査の把握及び取りまとめに関すること（広

域避難場所・ヘリコプター発着場等含） 

・所管施設等の応急措置に関すること 

・関係機関との連絡調整に関すること 

・町内災害情報の収集に関すること 

本 

部 

災害対策本部 

 

（構 成） 

本部長：町 長 

副本部長：副町長 

同：教育長 

本部長付：企画政策課長 

福祉課長 

都市整備課長 

学校教育課長 

事務局長：総務防災課長 

・災害情報による状況把握 

・避難勧告・指示の決定 

・避難所の開設指示 

・災害情報に基づいた各部応急対策活動の基本方針の決定 

・職員の配備体制及び各部間の応援体制の指示 

・災害拡大予防の方針 

・自衛隊に対する災害派遣要請 

・消防、行政機関等に対する応援要請 

・災害救助法の適用要請 

・防災関係民間団体に対する協力要請 

・職員の健康管理及びローテーションの検討 

・物資確保の要請 

・生活復旧・復興の方針 

・人的資源の確保 

・その他災害応急対策の重要事項の決定 

本部事務局 

（総務防災課） 

・災害対策本部の設置及び運営に関すること 

・本部長からの命令及び伝達に関すること 

・本部会議に関すること 

・各部の総合把握、連絡調整、災害情報の分析及び報告に関すること 

・地震情報の受理・伝達に関すること（第５章「地震災害対策計画」

のみ） 

・気象予警報の収集・伝達に関すること（第３章「風水害対策計画」

のみ） 

・救出、消火活動の方針決定、消防団の活動指令に関すること 

・避難勧告・指示に関すること 

・警察署、消防本部、各機関との情報交換、連絡に関すること 

・自主防災組織の活動事項の決定、依頼に関すること 

・自衛隊の災害派遣要請要求及び受入れ準備に関すること 

・県災害対策本部、他市町村への広域応援要請依頼に関すること 

  



山北町地域防災計画 

76 

名 称 活動概要 

本 

部 

本部事務局 

（総務防災課） 

・県への被害状況の報告に関すること 

・災害救助法の適用申請に関すること 

・防災行政無線等による各種災害広報に関すること 

・防災行政無線（移動系）の通信統制に関すること 

総
務
部 

企画政策課 

・町民の避難状況に関すること 

・避難所の開設状況、避難人数等の取りまとめに関すること 

・被害調査、見舞い等来庁者の対応に関すること 

・自主防災組織との連絡調整に関すること 

・町民及び報道機関への災害情報等の提供に関すること 

・避難広報に関すること 

・被災状況の写真撮影等記録に関すること 

・情報システム、庁舎内ネットワーク等の被害調査及び応急復旧に関すること 

・参集職員の把握及び職員配備計画に関すること 

財務課 

・災害関係予算及び経理に関すること 

・庁舎の安全確認及び管理に関すること 

・電話回線の確保、復旧に関すること 

総務防災課 

・町民等からの通報・問い合わせ等への対応に関すること 

・緊急車両の確保・配車に関すること 

・車両等の燃料確保に関すること 

・職員等の食料調達に関すること 

・緊急文書の取扱い、印刷等に関すること 

・罹災職員の把握に関すること 

・職員の公務災害等の報告に関すること 

・災害時の交通安全対策、防犯対策に関すること 

・他部の分担に属さないこと 

議会事務局 
・議会関係の連絡調整に関すること 

・視察、見舞等来庁者の接遇に関すること 

会計課 
・災害対策費等の緊急支払に関すること 

・義援金及び見舞い金の受付、保管・配分に関すること 

民
生
部 

町民税務課 

・来庁者の避難誘導等に関すること 

・安否情報の収集、整理及び照会対応に関すること 

・被災者の世帯構成等の把握に関すること 

・火葬、埋葬に関すること 

・人的被害、家屋被害の調査及び取りまとめに関すること 

・罹災証明書の交付に関すること 

・ライフライン関係機関からの被害情報の収集に関すること 

・被災離職者の調査に関すること 

・町民税、その他町税の減免に関すること 
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名 称 活動概要 

民
生
部 

福祉課 

・要配慮者の安否確認等に関すること 

・義援物資等の受入れ、配布、保管に関すること 

・日赤その他社会福祉団体への協力要請に関すること 

・衣料品及び生活必需品の調達に関すること 

・食糧、生活関連物資の避難所等への配送及び在庫管理に関すること 

・災害ボランティアに関すること 

・生活相談の窓口に関すること 

保険健康課 

・庁内の負傷者の応急救護に関すること 

・応急医療の需要、医療施設の被害状況及び医療可能病院等の把握に

関すること 

・救護班の要請及び医療救護所の設置、運営に関すること 

・医療情報提供に関すること 

・医療薬品及び器材の確保に関すること 

・遺体安置所の開設及び安置、引き渡しに関すること 

・被災地の防疫等保健衛生に関すること（感染症予防） 

・被災者の精神的支援等に関すること 

定住対策課 ・応急仮設住宅・町営住宅・空屋等への住居のあっ旋に関すること 

建
設
部 

環境課 

・災害廃棄物、ごみ等の収集、処理に関すること 

・被災地の防疫等保健衛生に関すること（媒介動物等対策） 

・し尿の処理に関すること 

農林課 
・応急対策に必要な資機材の調達に関すること 

・農林道や農地の復旧及び整備に関すること 

商工観光課 

・観光客等への情報伝達 

・観光客、滞留者等の状況把握及び保護及び避難所への誘導に関する

こと 

都市整備課 

新東名対策室 

・救出・救助に係わる建設重機及び資材等の調達に関すること 

・交通支障箇所の情報収集に関すること 

・町道の交通規制に係る警察等関係機関との調整に関すること 

・道路、橋梁等の交通規制等応急交通対策に関すること 

・道路・橋梁・河川の障害物除去に関すること 

・緊急輸送道路の確保に関すること 

・建築物の危険箇所の点検及び安全措置に関すること 

・建築物応急危険度判定に関すること 

・倒壊建造物の解体撤去等に関すること 

・応急仮設住宅用地の確保、調整及び建設に関すること 

上下水道課 

・飲料水の確保・給水に関すること 

・避難所等への応急給水活動に関すること 

・上下水道指定業者及び上下水道関係機関等への協力要請に関するこ

と 

・他団体等からの応援給水に関すること 

・上下水道に係わる町民への情報伝達に関すること 
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名 称 活動概要 

教
育
部 

学校教育課 

・児童・生徒・園児の安全の確保及び避難誘導に関すること 

・避難所（学校）の開設・収容に関すること 

・仮設トイレの設置等に関すること 

・教職員の動員に関すること 

・応急教育及び被災児童・生徒に対する教科書、学用品の給付に関

すること 

・災害による児童・生徒・園児のメンタルケア等に関すること 

生涯学習課 

・所管施設の応急利用に関すること 

・避難所の開設及び運営に関すること 

・町防災備蓄倉庫の備蓄食糧、備蓄物資の配分に関すること 

・関係団体に対する協力依頼に関すること 

・指定文化財の被害調査、保全に関すること 

消
防
部
等 

山北町消防団 

・火災及び水防等の災害防ぎょに関すること 

・避難勧告等による町民の避難誘導に関すること 

・遺体及び行方不明者の捜索に関すること 

・災害時広報に関すること 

小田原市消防本部 

・災害情報の収集と分析に関すること 

・災害対策本部との連絡調整に関すること 

・火災防ぎょ及び災害等の防除に関すること 

・人命の救出及び救急に関すること 

支
所
・
学
校
等 

清水支所・三保支所 

（清水ふれあいｾﾝﾀｰ） 

・施設利用者の安全確保措置に関すること 

・災害対策本部との連絡調整に関すること 

・現地災害対策本部の設置に関すること 

生涯学習センター 

・避難所としての利用に関すること 

・避難者の収容、保護に関すること 

・救援物資等の保管に関すること 

小学校 

中学校 

幼稚園 

・児童・生徒・幼稚園児の安全確保及び避難誘導に関すること 

・避難者の収容、保護に関すること 

・避難所の運営協力に関すること 

・応急教育の実施に関すること 

認定こども園 

保育園 

・園児の安全確保及び避難誘導に関すること 

・避難者の収容、保護に関すること 

・避難所への応援に関すること 

・応急保育の実施に関すること 
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（８） 通信手段の確保 

１） 災害時の通信手段の確保 

町は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するために、各種の情報通信手

段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置して、

速やかな通信の復旧を図る。 

町における通信手段は以下のとおりである。 

① 一般加入電話 

回線に不通や集中等のない状況下に使用。非常災害時、通話制限される電話。 

② 災害時優先電話 

非常災害時、通話制限を受けることなく通話ができる電話。 

③ 衛星電話 

④ 県防災行政通信網・ＦＡＸ 

⑤ 町防災行政無線同報系 

⑥ 町防災行政無線移動系 

なお、町は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能になったときは、あらかじめ定め

る計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施設を利

用する。 

２） 通信の統制 

広域災害発生時においては、加入電話、無線通信とも混乱することが予想されるため、本部

長は必要に応じ、適切な通信統制を実施する。 

３） アマチュア無線局に対する依頼 

災害の状況により、必要に応じてアマチュア無線団体等に協力を依頼する。 

４） 通信連絡窓口 

災害時の通信連絡体制は、次のとおりとする。 

① 災害対策本部設置前の通信連絡窓口 

本部が設置されるまでの間、町への通信連絡は、総務防災課が担当する。 

② 災害対策本部設置後の通信連絡窓口 

本部への通信連絡は、本部事務局において処理する。各部間の連絡、情報の伝達は、各部

長が行うこととする。 

本部室とその周辺には、町防災行政無線、県防災行政通信網、電話、ＦＡＸ、衛星電話を

配置する。 

 

  



山北町地域防災計画 

80 

第３節 水防対策 

（１） 水防管理団体（町）の責任 

水防管理団体は、その管轄区域内の水防が十分行われるよう、水防組織の確立、水防団・消防

団の整備、水防倉庫、資器材の整備、通信連絡系統の確立を行うとともに平常時における河川等

の巡視及び水防時における適正な水防活動を実施する責任がある。 

 

（２） 町の水防組織 

各水防機関は、気象状況等により、河川の氾濫洪水等のおそれがある時は、直ちに、水防活動

体制を確立し、迅速・的確な活動を行う。 

１） 町の体制及び活動 

県水防本部長から水防警報が発令された時、または、町長が必要と認めた時は、消防団を主

体として、水防組織を設置する。町長は、県水防支部（県西土木事務所）及び関係機関等との

連携のもとに、被害の拡大防止のための活動を実施する。なお、水防組織は、災害対策本部が

設置されるまでの間または災害対策本部を設置する必要がない程度の水害に対処するための

組織で、本部が設置された場合は、本部に統合される。 

 

水防本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 消防団の活動 

消防団が分担する水防活動は、概ね、次のとおりである。 

① 河川を随時巡視し、水防上危険であると認められる箇所がある時は、直ちに、その管理

者に連絡して、必要な措置を求めること。 

② 水防上緊急の必要がある場合においては、消防団長、団員は、既に指定されている浸水

想定区域などを基に警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち

入りを禁止し、若しくは、制限し、または、その区域からの退去を命じること。 

本部事務局（総務防災課） 

 
事務局長 

（総務防災課長） 

本部会議 

副本部長：副町長 

教育長 

本 部 員 

本 部 長：町 長 
水 防 団 

他 職 員 

第１水防団（第１分団） 

第２水防団（第２分団） 

第３水防団（第３分団） 

第４水防団（第４分団） 

第５水防団（第５分団） 

第６水防団（第６分団） 

第７水防団（第７分団） 

第８水防団（第８分団） 

第９水防団（第９分団） 

第10水防団（第10分団） 

第11水防団（第11分団） 

第12水防団（第12分団） 

第14水防団（第14分団） 

第15水防団（第15分団） 
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③ 町長または消防団長は、水防上止むを得ない必要がある時は、その区域に居住する者ま

たは現場にある者をして、水防に従事させること。 

④ 護岸その他の施設が決壊した時は、できる限り、氾濫により被害が拡大しないように努

めること。 

⑤ 消防団長は、町長から出動の要請を受けた時または自ら水防作業の必要を知った時は、

直ちに、出動し水防作業を行うこと。 

３） 水防警報 

① 水防警報の種類、内容及び発表基準 

水防警報の種類、内容及び発表基準は次のとおり。 

種類 内容 発表基準 

待 機 

１ 

出水あるいは水位の再上昇が予想され

る場合に状況に応じて直ちに水防機関

が出動できるように待機する必要があ

る旨を警告するもの。 
気象、予警報等及び河川、護岸等

の状況により、特に必要と認める

とき。 

２ 

水防機関の出動期間が長引くような場

合に、出動人員を減らしても差し支えな

いが、水防活動をやめることはできない

旨を警告するもの。 

準 備 

水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、

水こう門機能等の点検、通信及び輸送の確保

等に努めるとともに、水防機関の出動の準備

をさせる必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量その他の河川、

護岸等の状況により必要と認める

とき。 

出 動 
水防機関が出動する必要がある旨を警告する

もの。 

洪水注意報等により、氾濫注意水

位（警戒水位）を越えるおそれが

あるとき。または水位流量等、そ

の他河川、護岸等の状況により必

要と認めるとき。 

指 示 

水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況

を明示するとともに、越水、漏水、法崩、亀

裂その他河川、護岸等の状況により警戒を必

要とする事項を指摘して警告するもの。 

洪水警報等により、または既に氾

濫注意水位（警戒水位）を越え、

災害の起こるおそれがあるとき。 

解 除 
水防活動を必要とする出水状況が解消した旨

及び一連の水防警報を解除する旨を通知する

もの。 

氾濫注意水位（警戒水位）位下に

下降したとき。または、氾濫注意

水位（警戒水位）以上であっても

水防作業を必要とする河川、護岸

等の状況が解消したと認めると

き。 
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第４節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

河川、砂防、護岸、道路、下水道その他の施設が被災した場合や土砂災害が発生した場合にお

いて、町民の安心、交通の確保、施設の増破、被害の拡大防止等を図るため必要があるときは、

仮道、仮橋、締切工、閉塞土砂等の除去、仮処理施設等の応急工事の迅速かつ重点的な施工又は

その指導を行う等、施設の被災状況に応じた適切な応急工事を早期に計画的に施工するものとす

る。 

（１） 二次災害の防止活動 

降雨等による水害・土砂災害、建築物・構造物の倒壊等に備え、二次災害防止施策を講じる。 

また、二次災害による被害の拡大を防ぐための十分な応急対策を実施するために、災害発生時

における十分な施設の点検・現地調査を行い、被災状況等を十分に把握するものとする。 

 

（２） 水害・土砂災害対策 

町は、県及び関係機関と協力し、降雨等による二次的な災害に対する点検を行い、応急対策を

実施する。また、土砂災害等の危険箇所の点検については専門技術者等を活用して行う。その結

果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や町民に周知を図り、不安定土砂の除

去、仮設防護柵の設置等の応急工事を行う。 

さらに、災害発生のおそれのある場合は、速やかに、適切な避難対策を実施する。 

 

（３） 建築物及び敷地対策 

降雨による宅地の崩壊や建築物等の倒壊がもたらす人的二次災害を防止するため、応急危険度

判定士（県知事の認定を受けた者、以下「判定士」という）及び被災宅地危険度判定士を活用し

て、被災建築物等に対しては、応急危険度判定、被災宅地に対しては、宅地危険度判定を速やか

に行い、その判定結果を標識で表示し、町民に説明するなどの応急措置を行うとともに、災害発

生のおそれのある場合は、速やかに、適切な避難対策を実施する。 

１） 建築物の応急危険度判定 

大規模災害が発生した際、町民の安全な居住場所の確保も行政に課せられた大きな課題であ

り、被災建物の居住利用の可能性を判定する必要がある。 

町は、災害後の緊急対策として、判定士の協力を得て、被災建築物の応急危険度判定を行う。 

２） 応急危険度判定の方法 

① 判定士の要請 

町は、災害発生後建築物の被害程度の概略把握を行い、応急危険度判定の必要性について

検討し、必要があると認めた場合は、応急危険度判定実施の決定を行い、町内の判定士に参

集を要請するとともに、災害の規模に応じて、県へ判定士の派遣要請を行う。 

また、普段から町内の判定士との情報交換を行うとともに、町内の判定士の育成支援を行

う。 
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応急危険度判定活動体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 判定作業の準備 

町は、判定作業実施の当日までに、次の準備を行う。 

ア 判定マップと判定街区の割当て 

イ 判定士受入れ名簿と判定チーム編成 

ウ 判定実施マニュアル、判定調査票、判定標識、判定備品 

エ 判定建物の範囲（規模、用途） 

オ 判定士の移動手段の確保 

③ 判定作業の広報 

町は、防災行政無線や広報車等を活用して、被災者へ次の判定作業関連の広報を実施する。 

また、この応急危険度判定は、人命の安全を確保するために緊急的に実施する作業であり、

罹災証明のための被害調査ではないことを広報する。 

ア 危険度判定の重要性と目的 

イ 判定作業の内容 

ウ 対象建築物 

エ 実施区域と実施機関 

オ 判定作業への協力要請 

カ その他注意事項 

３） 応急危険度判定の実施 

① 判定の優先順位 

ア 防災対策上必要な防災センター、支所、公民館、消防出張所、小中学校（避難所）、

医療関係等の施設 

イ 共同住宅、アパート 

ウ 一般建築物（住宅） 

エ 上記以外の公共施設、事業所等 
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② 判定結果の表示 

判定士は応急危険度判定結果を、判定した建築物の入り口、若しくは、外壁等の見やすい

位置に表示する。 

③ 判定への対応 

当該建築物の所有者、占有者は、判定結果を尊重して建物の使用について対応するものと

する。 

④ 判定結果の集計・報告 

判定士は、判定作業終了後、当日の判定結果を町に報告する。 

町は、必要に応じ、県に応急危険度判定結果について中間報告を行い、さらに、判定調査

完了後に最終確定報告を行う。 

 

表 示（色） 判定の内容 

調査済（青） 被害がないか、または軽微な状況と判断される。 

要注意（黄） 被害が認められるので十分な注意が必要と判断される。 

危 険（赤） 被害程度が著しく危険な状況と判断される。 

 

（４） 爆発及び有害物質等による二次災害対策 

危険物施設及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は、爆発等の二次

災害防止のため、施設の点検、応急措置を行う。また、爆発等のおそれが生じた場合は、速やか

に、関係機関に連絡する。 

事業者が、有害物質の漏洩を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境

モニタリング等の対策を行うよう、町は指示をするとともに、関係機関等と協力して町内の工場

等の立ち入り調査等を実施し、安全確認に努める。 
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第５節 救助・救急及び医療救護活動 

（１） 救助・救急 

１） 小田原市消防本部は、事前に定めた災害時の警防計画等により消防活動に努める。 

２） 小田原市消防本部は、要救助者の救助と負傷者に対する応急処置を行い、医療機関等へ

の救急搬送に努める。 

３） 町は、災害発生時に傷病者の緊急度や重傷度に応じた適切な処置や搬送を行うため、傷

病者の治療優先順位を決定するトリアージの手法について、救急業務計画に定める。 

４） 消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織と連携し、被災者の救出・救護

を行うとともに、常備消防を補佐し、各種消防活動を行う。 

５） 町は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に救助・救急、消火活動の応援要請を

するとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消

防援助隊派遣要請などを行う。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽

減に努める。なお、職員等のストレス対策として必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専

門家の派遣を要請する。 

６） 町は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位を決

め、迅速に連絡する。 

 

（２） 医療救護活動 

災害発生時には、家屋倒壊、火災等による重症者やその他多数の被災傷病者が出ることが予想

される。これら被災傷病者の医療救護は、直接人命を左右するものであり、町は、県、医師会等

防災関係機関の協力を得て応急的に医療または助産を実施する。 

１） 基本方針 

① 医療救護の対象 

ア 医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の途を失った者 

イ 助産を受ける対象者 

ａ 災害のため助産の途を失った者 

ｂ 出産のみならず死産、流産を含み、現に助産を要する状態にある者 

② 医療救護需要の把握 

町は、収集した災害情報のうち人命に係る情報分析を最優先に行い、医療、救護需要の把

握を行う。 

また、町内診療所等の医療機関（資料編『資料－12』（p.290）による）の被害状況、診療

可能性について把握するとともに、地域災害医療対策会議より、近隣市町村の医療可能医療

機関の把握を行う。把握した情報は、町民に周知する。 

③ 県知事への要請 

災害の規模により、町救護班では医療救護が困難な場合は、地域災害医療対策会議を通じ

て県保健医療調整本部に対し保護医療活動チームの派遣を要請する。 

２） 医療救護活動 

① 医療救護活動の連帯 

医療救護本部は、健康福祉センター内に設置し、災害対策本部、足柄上医師会、自主防災

組織等各役割に基づき、連携して実施する。 
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ア 災害対策本部 

災害対策本部は、町救護班を編成するとともに、足柄上医師会の協力を得て、救護所を

開設する。また、各機関との連携を図り、医療救護活動が円滑に行える体制を確保する。 

イ 足柄上医師会・歯科医師会・薬剤師会 

足柄上医師会等は、町からの要請を受けたら救護所に医師会救護班を出動させ、医療救

護活動を実施する。 

ウ 町民・自主防災組織 

町民・自主防災組織は、軽症者の救護及び救護所への負傷者の搬送等救護活動への支援

を行う。 

② 医療機関による医療救護活動 

町は、水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行う。 

また、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班の確保及

び神奈川ＤＭＡＴの要請をする。 

③ 救護所の設置 

本部長は、町内の被害状況、被災傷病者数などから判断し、救護所を設置する。 

ア 救護所の設置 

救護所は、町が指定する避難所に設置する。ただし、局地的な災害や避難所運営に支障

があると認められる時は、他の町有施設に設置する。 

救護所を設置した場合は、関係機関に連絡するとともに、町民に周知する。 

イ 救護所の業務内容 

救護所における救護班等の業務内容は、次のとおりである。 

ａ 被災傷病者のトリアージ 

ｂ 被災傷病者に対する応急処置 

ｃ 後方医療機関等への搬送順位の決定 

ｄ 助産活動 

ｅ 死亡の確認 

ｆ 要配慮者への対応（人工透析や分娩を必要とする者への医療情報の提供） 

３） 被災傷病者の搬送体制 

被災傷病者の搬送は、原則として、被災現場から救護所までは、自主防災組織、消防団、警

察、ボランティア等の協力を得て実施する。また、救護所から後方医療機関等への搬送は、消

防本部救急隊、その他関係機関の協力を得て行う。 

道路等の損壊等により、後方医療機関への搬送または孤立地区からの重症者の搬送が困難な

場合は、県または自衛隊にヘリコプター等による搬送を依頼する。 

４） 医薬品等の確保 

救護班が使用する医薬品は、町備蓄医薬品及び町が医療機関等に備蓄を依頼した医薬品を使

用する。不足が生じる場合は、県に要請するとともに医薬品業者から調達する。 

５） メンタルヘルス対策 

避難所や被災した家屋での長期にわたる不自由な生活あるいは被災のショック等は、心身の

健康に様々な影響を及ぼすと考えられる。 

心身の健康障がいの発生防止や在宅療養者の病状悪化等を防ぐための対策として、医師（特
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に精神科医、心療内科医等）、保健師等による巡回健康相談やメンタルケア等の活動を行う。 

６） エコノミークラス症候群対策 

被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調をきた

すことが考えられる。必要に応じて健康相談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を

周知する。 

また、やむを得ず車中生活を送る避難者等に係る情報の早期把握に努め、必要な支援体制を

構築する。 
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第６節 避難対策 

（１） 基本事項 

町は災害発生後、人命の安全を第一に被災した町民等の避難誘導を行うとともに、指定緊急避

難場所及び避難路や災害危険箇所の所在、災害の概要、その他避難に関する情報を提供する。 

町民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、被災のおそれがあり避難

の必要がある場合は、安全に十分配慮しながら自主的に避難するものとする。 

 

（２） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

災害が発生し、または発生のおそれがあり、そのために人命の保護その他、災害の防止等､特

に必要があると認められる時は、関係機関は、危険区域の居住者に対し、次の方法により、避難

のため必要な避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告または避難指示の発令を行う。 

なお、「避難準備・高齢者等避難開始」等の発令判断の目安は基準となる水位観測所の基準水

位が“避難判断水位”とし、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」等の発令判断の目安は基準となる

水位観測所の基準水位が“氾濫危険水位”とする。 

１） 避難の勧告・指示の実施機関 

避難の勧告・指示については、次のとおりとする。 

実施者 災害の種類 根拠法 実施方法 

町長 
災害全般 

土砂災害 

・災害対策基本法第

60条、第 63条 

・土砂災害警戒区域

等における土砂

災害防止対策の

推進に関する法

律第７条 

危険が切迫し、必要があると認める時には、

町民に対し、立ち退きの指示または勧告を

行う。この場合、指定緊急避難場所を指示

することができる。また、災害の想定等に

より必要に応じ、近隣の市町村の協力を得

た上で、指定緊急避難場所を近隣市町村内

に設ける。これらの措置をとったときは、

その旨を知事に報告する。 

なお、居住者等に対して避難準備を呼びか

けるとともに、避難行動要支援者に対して、

その避難行動支援対策を行うことを考慮

し、早い段階で避難の開始を求める避難準

備・高齢者等避難開始を発令することがで

きる。また、人命の保護又は危険を防止す

るため、特に必要があると認めるときは、

警戒区域を設定し、応急対策に従事する者

以外に対して、当該地区への立ち入りを制

限し、若しくは禁止し、又は当該地域から

の退去を命ずることができる。災害対策本

部の置かれる本庁舎等において十分な状況

把握が行えない場合は、勧告等を行うため

の判断を風水害の被災地近傍の支所等にお

いて行うなど、適時適切な避難誘導に努め

る。 

避難勧告等の解除に当たっては、十分に安

全性の確認に努めるものとする。 
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実施者 災害の種類 根拠法 実施方法 

警察官 災害全般 

・災害対策基本法第

61条 

・警察官職務執行法

第４条 

町長が避難のための立ちのきを指示するこ

とができない時、または要求があった時は、

立ち退きを指示することができる。この場

合、その旨を町長に速やかに通知する。 

なお、警察官は、災害の危険がある場合、

警告を発し、急を要する場合、避難させま

たは通常必要な措置をとることができる。 

知事・知事

の命を受け

た県の職員 

洪水／地すべり 
・水防法第 29条 

・地すべり等防止 

法第 25条 

洪水または地すべりにより、著しい危険が

切迫していると認められる時は、必要と認

める区域の町民に対し、避難のための立ち

退きを指示することができる。この場合は、

当該区域を管轄する警察署等にその旨を通

知する。 

水防管理者 洪水 ・水防法第 29 条 

洪水により、著しい危険が切迫していると

認められる時は、必要と認める区域の町民

に対し、避難のための立ち退きを指示する

ことができる。この場合は、当該区域を管

轄する警察署等にその旨を通知する。 

自衛官 災害全般 ・自衛隊法第 94条 
警察官がその場にいないときは、警察官職

務執行法第４条を準用することができる。 

消防吏員・ 

消防団員・ 

警察官 

火災 ・消防法第 28 条 

火災の現場においては、消防警戒区域を設

定して、その区域からの退去を命じ、また

はその区域への出入りを禁止しもしくは制

限することができる。 

 

２） 勧告・指示（緊急）の判断 

町が行う避難勧告・指示（緊急）の判断は、災害対策本部会議（本部設置前は町長）が行い、

本部長が発令する。 

風水害時に避難の勧告・指示（緊急）を実施する基準は、次のとおりである。 

№ 風水害時に避難の勧告・指示（緊急）を実施する基準 

① 
気象台から大雨、暴風、洪水、暴風雪、大雪等災害に関する警報が発せられ避難を要

すると判断させるとき 

② 
関係官公署から豪雨、台風、山崩れ、土砂崩れ、浸水等の災害に関する通報があり、

避難を要すると判断されるとき 

③ 河川が警戒水位を突破し、洪水のおそれがあるとき 

④ 総雨量が多く、かつ強い雨が続くとき、または、時間雨量が特に多いとき 

⑤ 河川の上流の地域が水害を受け、下流の地域に危険があるとき 

⑥ 地すべり、山崩れ等により、著しい危険が切迫しているとき 

⑦ 
土砂災害警戒情報が発表され、連続雨量が 300mm を超えたとき、または、時間雨量が

50mm を超えたとき 

がけ崩れ、山崩れに関しては、「急傾斜地崩壊危険区域における災害防止に関し市町村地域防

災計画に定める事項について（昭和 44年８月 20日消防防第 328号 各都道府県防災主管部長あ

て、消防庁防災救急課長）」に示されている下表の基準（基準雨量例）を参考にする。 
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警戒態勢 
前日までの連続

雨量が 100㎜以上

あった場合 

前日までの連続

雨量が 40～100㎜

あった場合 

前日までの降雨

がない場合 

第１次 
危険区域の警報巡視、

住民等に対する広報

等を実施する。 

当日の日雨量が

50 ㎜を超えたと

き 

当日の日雨量が

80 ㎜を超えたと

き 

当日の日雨量が

100 ㎜を超えたと

き 

第２次 

住民等に対して避難

準備を行うよう広報

するほか、必要に応

じ、災害対策基本法第

56条に規定する警告、

同法第 59 条に規定す

る事前措置、同法第 60

条に規定する避難の

指示等の処置を実施

する。 

当日の日雨量が

50 ㎜を超え、時間

雨量 30 ㎜程度の

強雨が降り始め

たとき 

当日の日雨量が

80 ㎜を超え、時間

雨量 30 ㎜程度の

強雨が降り始め

たとき 

当日の日雨量が

100 ㎜を超え、時

間雨量 30 ㎜程度

の強雨が降り始

めたとき 

 

また、土石流等の土砂災害に関する避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示等は、

以下の基準とする。 

区分 基準 

避難準備・ 

高齢者等避難開始 

①大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ

情報で「実況または予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達」する

場合 

②数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想

定される場合 

③大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警

報（土砂災害）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合 

注１：上記①～③以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関す

る知見等に基づき設定が可能な場合は、町内の雨量観測地点や土砂災

害危険箇所等で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の

継続が予想される場合も、判断基準として設定してもよい。 

注２：土砂災害に関するメッシュ情報は最大２～３時間先までの予測で

ある。このため、上記の判断基準例①において、要配慮者の避難行動

完了までにより多くの猶予時間が必要な場合には、土砂災害に関する

メッシュ情報の格子判定が出現する前に、大雨警報（土砂災害）の発

表に基づき避難準備・高齢者等避難開始の発令を検討してもよい。 

避難勧告 

①土砂災害警戒情報が発表された場合 

②土砂災害に関するメッシュ情報で「予想で土砂災害警戒情報の基準に

到達」する場合 

③大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情

報が発表された場合 

④土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）

が発見された場合 

注：上記①～④以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する

知見等に基づき設定が可能な場合は、町内の雨量観測地点や土砂災害

危険箇所等で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継

続が予想される場合も、判断基準として設定してもよい。 
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区分 基準 

避難指示（緊急） 

①土砂災害警戒情報が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報

で「実況で土砂災害警戒情報の基準に到達」した場合 

②土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が

発表された場合 

③土砂災害が発生した場合 

④山鳴り、流木の流出の発生が確認された場合 

⑤避難勧告等による立退き避難が十分でなく、再度、立退き避難を居住

者等に促す必要がある場合 

 

３） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の対象者 

避難勧告・指示の対象者は、町民、観光滞在者、通過者等を含め避難を要すると認められる

区域内にいるすべての者を対象とする。 

 

（３） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の内容 

町長等は、避難勧告等を発令する場合は、原則として次の内容を明示して行う。その際、危険

の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、住民の積極的な避難行動の喚起に努め

る。 

なお、周知にあたっては、防災行政無線、広報車、消防車両、自主防災組織等により、広く住

民に周知を図ることとする。 

① 避難を要する理由 

② 避難勧告、指示等の対象地域 

③ 避難先とその場所 

④ 避難経路 

⑤ 注意事項 

 

（４） 避難措置の周知等 

１） 関係機関への報告 

避難の勧告・指示を行った者は、次により、必要な事項を報告または連絡する。 

① 町長の措置 

 

 

  

町 長 県知事（災害対策課） 

県西土木事務所 

県西地域県政総合センター 

流 域 市 町 
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② 警察官の措置 

ア 災害対策基本法に基づく措置 

 

 

 

イ 警察官職務執行法に基づく措置 

 

 

 

③ 自衛官の措置 

 

 

 

（５） 指定避難所の開設 

大規模災害が発生した場合、住宅の破損、倒壊、焼失またはライフラインの機能停止等により、

日常生活が困難になることが予想される。 

町は、小学校、中学校及び生涯学習センター等を指定避難所として開設し、被災者に対する可

能な支援を行う。 

また、指定避難所での生活が困難となる要配慮者のための福祉避難所を開設するものとする。 

なお、指定避難所における生活環境の違いに注意を払い、常に良好なものとするよう努める。

また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点

等にも配慮する。 

１） 指定避難所開設の判断 

本部長は、次のいずれかに当該すると判断した時は、指定避難所を開設する。 

① 指定避難所を開設する必要があると認めた場合 

② 二次災害の発生等が予測され指定避難所への収容が必要であると認めた場合 

２） 指定避難所の開設及び運営体制 

① 指定避難所の開設は、施設の被害状況を確認後、各課の協力を得て教育委員会が開設す

る。 

② 開設直後の運営体制は、避難所担当職員及び校長等が中心となり、指定避難所運営の初

期の対応を行う。 

③ 指定避難所開設後（上記①の場合を除く）の運営体制は、避難者及び自主防災組織等を

中心に運営する。 

④ 指定避難所に指定された小中学校の校長等は、指定避難所運営が円滑に行われるまでの

間、指定避難所の運営について協力、支援する。 

⑤ 避難者、自主防災組織、ボランティア等は、避難所担当職員及び校長等と協力し、指定

避難所運営を自主的に行う。 

３） 運営本部の設置 

① 指定避難所が開設された場合は、避難者を中心とした「指定避難所運営本部」を設置し、

自主的な管理運営を行う。 

町 長 県知事（災害対策課） 警察官 松田警察署長 

警察官 県警察本部長 県公安委員会 松田警察署長 

町 長 県知事（災害対策課） 自衛官 
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② 避難所担当職員及び校長等は、この指定避難所運営本部設置のための助言を行うととも

に、運営の支援を行う。 

③ 避難者、自主防災組織、避難所担当職員が一体となった指定避難所運営を行うため、指

定避難所運営本部の中に「運営協議会」を設置する。 

④ 運営協議会は、避難者、避難所担当職員、校長等、自主防災組織及びボランティア等の

代表者で構成し、指定避難所運営の総合調整を行う。 

≪運営協議会の主な役割≫ 

○指定避難所の設営及び避難者の受入れ 

○町災害対策本部及び防災関係機関等への情報伝達及び連絡調整 

○負傷者、病人、要配慮者の救護 

○指定避難所施設の安全点検及び施設管理 

○避難者名簿の作成 

○指定避難所関連物資、食糧等の調達、受入れ、分配 

○指定避難所内の衛生管理 

○被災者への情報提供 

○指定避難所における犯罪防止 

○その他必要な事項 

４） 指定避難所の開設場所 

事前に指定避難所として選定した小中学校体育館、生涯学習センター多目的ホール以外の町

有施設等についても、被害状況等の安全を確認した上で避難所として開設できるものとする。

また、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとする。 

さらに、観光客や要配慮者等に配慮し、必要があれば、旅館やホテル等を避難所として借り

上げる等、多様な避難所の確保を行う。 

５） 指定避難所開設の周知 

災害の態様に応じて安全適切な場所を選定して指定避難所を開設する。ただし、緊急の場合

は、自主防災組織等の判断により、あらかじめ指定された指定避難所を開設できるものとする。 

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全

性を確認のうえ、管理者の同意を得て指定避難所を開設する。 

本部長は、指定避難所を開設した場合、防災行政無線、広報車等により、指定避難所の開設

を町民に周知する。また、県、警察署、自衛隊、その他防災関係機関に連絡する。 

６） 避難者の範囲 

指定避難所に受入れる避難者の範囲は、次のとおりとする。 

① 住宅の被害を受け、居住の場所を失った者 

② ライフラインの機能停止等により、日常生活が困難になった者 

③ 観光客、町内通勤者等帰宅困難者 

④ 二次災害等により被害を受けるおそれがある者 

７） 指定避難所の運営管理 

① 男女のニーズの違い等の男女双方の視点などに十分配慮するほか、自主防災組織等の町

民代表、施設管理者及び町職員で構成する避難所運営協議会を設置し、指定避難所の円滑

な運営を行う。また、運営方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の
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多様な視点が反映できるよう、十分配慮する。指定避難所の運営にあたっては、被災者に

対する給水、給食措置などが円滑に実施できるよう努めるとともに、この際、指定避難所

における情報の伝達、食糧、水等の配布、清掃等については、避難者、町民、自主防災組

織、災害救援ボランティア等の協力が得られるよう努める。 

② 各指定避難所の避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食事のみ受け

取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、県等に報告を行う。また、避難者の生

活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。そのため、食事供与の状況、ト

イレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、指定避難所の生活環境につ

いては、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医

師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策やエコノミークラス症候群対策の必要性、

ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握を行い、必要な措

置を講じるよう努める。さらに、必要に応じ、指定避難所におけるペットのためのスペー

スの確保に努める。また、要配慮者や妊産婦、母子のためのスペースの確保に努めるとと

もに、巡回警備等により、指定避難所の安全性の確保措置に努める。さらに、ペット同行

避難のルールを定め、飼い主が責任をもって飼育するための居場所確保やケージ等を用意

するなどの具体的な対応がとれるよう努める。 

③ やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資

の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝

達等により、生活環境の確保に努める。 

④ 指定避難所内における混乱の防止、秩序保持等、被災者の収容及び救援対策が安全適切

に行われるよう措置する。 

⑤ 指定避難所のライフラインの復旧に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を

検討する。 

⑥ 各指定避難所との連絡体制の確立に努めるとともに、個人情報に配慮しつつ、避難者の

リスト作成等を実施し、必要に応じ被災者の援護の基礎となる被災者台帳を作成する。な

お、避難者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加害

者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所

等が知られることのないよう、個人情報の管理を徹底する。また、避難生活が長期にわた

る場合に備えて、国、県の協力のもと、公営住宅や民間賃貸住宅などの空室情報を把握す

るほか、応急仮設住宅の建設可能地をリストアップする。 

⑦ 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じて、旅

館やホテル等への移動を避難者に促す。 

⑧ 指定避難所における避難者の避難生活が長期間に及ぶ場合には、空きスペースの状況を

勘案し、子どもの遊戯・学習部屋や避難者の交流スペースの確保に努める。 

 

（６） 避難路の通行確保と避難の誘導 

町は、あらかじめ避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難できるよう、

消防職員、警察官、その他の避難措置の実施者と相互に連携し、避難先への誘導に努める。なお、

その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意する。 
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また、災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

１） 避難の実施 

① 避難勧告等を受けた町民等は、その避難勧告等に従い指定避難所へ避難する。 

② 避難に際して避難措置の実施者は、避難者が迅速かつ安全に避難できるよう避難先への

誘導に努める。 

２） 避難誘導 

① 町民等 

避難が必要と認められる地域から指定避難所、または、指定広域避難場所までの避難誘導

は、自主防災組織、町職員、小田原市消防本部職員、消防団及び現場の警察官が連携して行

う。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測さ

れてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達するこ

とに努める。 

また、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近

隣のより安全な建物への「緊急的な待避」や「屋内安全確保（垂直避難／屋内の２階以上の

安全を確保できる高さに移動すること）」といった適切な避難行動を住民がとれるように努

める。 

② 学校、事業者等の避難誘導 

学校、幼稚園、保育所・放課後児童クラブ、社会福祉施設、事業所、鉄道機関等多数の人

が集まる場所における避難の誘導は、原則として、その施設の管理責任者が、あらかじめ定

める避難計画に基づき実施する。 

③ 要配慮者の避難誘導・移送 

要配慮者に対しては、最優先で避難誘導・移送を行う。その場合、車両輸送やタンカ搬送

等個々の状況に応じた避難を自主防災組織、町民、関係事業所、職員等が中心となって実施

する。町は、自主防災会長及び民生委員児童委員等との情報交換により、要配慮者の避難・

移送が適切かつ確実に行われたかの確認、及び収容先避難所の把握を行う。 

３） 避難の方法 

① 携行品の制限 

携行品は、円滑な避難行動に支障をきたさない最小限のものとする。また、平常時から、

非常用袋等を用意しておくよう指導・周知する。 

② 避難の誘導方法 

避難に際しては、混乱なく迅速に避難誘導するため、次の事項に留意し実施する。 

ア 災害の拡大方向を見極め、適切な時期に適切な方向へ避難誘導する。 

イ 要配慮者を優先するとともに、できる限り早めに事前避難させるよう努める。 

ウ 避難経路は、災害対策本部からの指示が特にない場合は、避難の誘導にあたるものが

関係者と連携を取り、選定する。 

エ 避難経路の選定は、火災、落下物、危険物、パニック等の起こるおそれのない経路を

選定し、また、状況により、あらかじめ経路の現況を確認して行う。 

４） 関係機関の活動 

① 自主防災組織 

自主防災組織は、町職員、小田原市消防本部職員、消防団員、警察官等の避難誘導員との
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連携を図りながら避難誘導活動を行う。災害の状況によっては、自主防災会長が自主的に避

難誘導を実施する。 

② 消防本部 

ア 火災の進展予測により、住民を避難させる必要があると判断したときは、町の災害対

策本部に対し、火災の延焼予測及び避難を必要とする地域、避難の安全方向等の必要な

情報を通報する。 

イ 火災の進展が急速で、人命への危険が著しく大きいと認められ、かつ、アの措置をと

る時間的余裕がないときは、住民に避難の指示または勧告を行った後、所要の通報をす

る。 

③ 消防団 

避難勧告等が発令された場合に､町民への伝達及び関係機関との連携による避難誘導を実

施する。 

④ 警察 

ア 迅速かつ安全に避難ができるよう、必要に応じて交通規制を行い、避難道路の通行確

保に努める。 

イ 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握したうえ、安全な避難路を指定し、避難

誘導を実施する。 

ウ 避難者の混乱による事故や支障が生じないよう、広報活動を行う。 

⑤ 町職員 

ア 避難勧告等が発令された場合に、町民への伝達及び関係機関との連携による避難誘導

を実施する。 

イ 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握したうえ、安全な避難路を指定し、避難

誘導を実施する。 

ウ 指定広域避難場所及び指定避難所には、所要の職員を配備し、関係機関の職員と連携

を取り、避難者の保護及び指定避難所の秩序維持に努める。 

５） 観光客に対する避難措置 

① 観光客等の安全確保・保護 

旅館・民宿、観光施設（町管理施設を含む）等の所有者、管理者及び自主防災組織等に対

し、観光客の安全確保・保護に努めるよう要請する。 

② 観光客等への情報提供 

町管理の観光施設等を中心に以下の内容の情報を提供する。 

ア 観光客等に対する避難措置の内容 

イ 近くの指定避難所 

③ 観光客等への行動指示 

ア 落ち着いて行動すること。 

イ 自動車の使用は状況が判明するまで控えること。 

ウ 町職員等の避難誘導等の指示に従うこと。 

６） 学校等の避難措置 

避難の必要がある場合、小、中、高等学校及び幼稚園、保育所・放課後児童クラブ（以下「学

校等」という）の管理責任者は、次により児童・生徒等を迅速、適切に避難させる。 
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① 第一次避難 

災害が発生する可能性が予想されるとき、または災害発生直後は、教職員等の指示により、

児童・生徒等を安全な場所に誘導し、集合させ、人員の確認と同時に教員の手分けにより、

施設内を巡回し、残留している児童・生徒等の有無等を確認する。 

ア 人員の確認、点呼 

児童・生徒等の掌握は最も重要であり、緊急に行わなければならない。そのため、安全

な場所に集合させ、直ちに人員点呼を行う。 

イ 児童・生徒等の中には恐怖のため、教職員等の指示も耳に入らず、衝動的に施設外（自

宅等）に逃避する者もあることを頭におく。 

② 第二次避難 

施設管理責任者は第一次避難を完了した後、速やかに、被災の状況、児童・生徒等の安全

を確認し、教育委員会等へ報告するとともに、二次災害の発生のおそれ等施設外避難の必要

を認めた時は、災害対策本部と協議し、安全な場所に避難誘導する。 

ア 避難誘導方法 

避難行動にあたっては、でき得る限り小集団に区分し、各集団ごとに教職員等を配置し、

避難途中における脱落者のないよう配慮し、実施するものとし、特に次の事項について留

意する。 

ａ 特に児童及び園児等は校舎を出ると、恐怖心、家族の安否の心配から団体から離れ

やすいため、脱落者のないよう十分配慮する。 

ｂ 避難行動に際しては、運動靴を履き、帽子を被り、カバン等の荷物は持たないよう

に指示する。 

ｃ 児童・生徒等にとっては、教職員等は唯一の頼りであることを念頭に置き、的確な

判断により行動する。 

ｄ 児童・生徒等が引率者を見失うことのないよう色腕章、標示布（旗）等を用いる。 

③ 保護者への引渡し施設管理責任者は、被害の状況等から園児、児童を帰宅させる場合は、

保護者に連絡を行って引き渡すことを原則とする。この場合、災害対策本部に連絡をとり、

防災行政無線による保護者引渡し放送を依頼する。生徒については、帰宅地区ごとにグル

ープを編成し、教職員の引率のもと帰宅させる。施設管理責任者は、保護者への引渡しが

困難と思われる場合、または保護者への引渡しが困難な児童・生徒等については、引き続

き学校等で保護する。この場合も、防災行政無線での放送を依頼する。 

７） 医療施設における避難措置 

震災により避難の必要がある場合、医療施設管理者は、次により、迅速、適切に避難させる。 

① 災害直後の措置 

医療施設内に収容されている患者等は、起居動作の不可能または困難な傷病者、高齢者が

多く、施設管理者は、災害が発生した場合、敏速、適確に被災の状況を把握するとともに、

患者等に対しては、極度の恐怖感、不安感をなくすよう努め、また、緊急に避難が実施でき

るよう輸送車両並びに搬送用タンカ、その他必要資機材を確保し、医師、看護師、保護者等

を適切に配置する。 

② 避難行動の措置 

被災の状況、事態の推移から判断して、避難する必要を認めた場合は、患者等の病状及び
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身体の状況に応じ区分し、輸送または搬送のほか歩行可能なものは徒歩により、医療管理に

必要な職員を誘導員として随伴させ、所定の指定避難所または他の安全な医療施設等に移送

する。 

③ 応援協力の要請 

患者等の避難に要する車両及び人員が不足する時、その他独自では避難させることが困難

である時は、本部長に応援協力を要請する。 

８） 避難勧告等の解除 

当該町民の身辺から災害による直接の危険が去ったと認められた時とする。解除の伝達方法

は避難勧告等を伝達する際の方法を準用する。 

 

（７） 帰宅困難者への対応 

町は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑止を図る

とともに、滞在場所の確保等の支援に努める。滞在場所の運営にあたっては、男女のニーズの違

いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努める。 

また、事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速に開設し、円滑な管理運営を行うと

ともに、帰宅困難者への開設状況の広報、県・鉄道事業者への情報伝達を行う。 

さらに、帰宅困難者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意する。 

 

（８） 応急仮設住宅等 

１） 応急住宅対策 

大規模災害発生時、家屋の倒壊、火災等により、住宅を失った町民に対し、応急仮設住宅の

建設、町営住宅等への一時入居、民間アパートの活用などにより、一時的に住宅を確保する。 

また、必要に応じて、町建設業協同組合等と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居

住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。 

２） 応急仮設住宅 

避難生活が長期にわたる場合に備えて、国、県の協力のもと、公営住宅や民間賃貸住宅など

の空室情報を把握するほか、応急仮設住宅の建設可能地をリストアップする。 

また、災害の規模等に鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急

仮設住宅の迅速な建設と、公営住宅、民間賃貸住宅などの活用により、指定避難所の早期解消

に努めることを基本とする。 

① 応急仮設住宅必要戸数の把握 

町は、災害発生後、速やかに、被害調査を行い、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅

及び民間賃貸住宅などの戸数を調査する。 

また、応急仮設住宅の建設にあたり、高齢者や障がい者がいる要配慮者世帯については、

配慮が必要なため、被害を受けた要配慮者世帯数も合わせて把握する。 

② 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

入居対象者は、災害により、住宅に被害を受け、居住することが困難な状態となり、自ら

の資力では、住宅を確保できない町民とする。 

入居者募集を行う際は、要配慮者優先の観点から、入居者の優先順位を設定して選考する。 

応急仮設住宅の運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死
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や引きこもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運

営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できる

よう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮する。 

③ 設置場所 

設置場所は、水道・電気等の敷設が可能で、かつ、保健衛生上好適な地、交通の便、地域

のコミュニティ等にも考慮し、町有地から選定する。 

④ 規模等 

一戸建てまたは長屋建てとし、標準となる規格、仕様、間取り等は別に定め、迅速に建設

でき、プライバシーが確保できるよう配慮する。 

要配慮者のいる世帯へは、手すり等の付帯施設の設置や段差の解消などに努める。 

１戸あたりの基準面積や建設費用等は、災害救助法の定めるところによる。 

⑤ 着工期間 

着工は、災害発生の日から原則として 20 日以内とし、県や町建設業協同組合に応援を求

め、迅速に建設する。 

⑥ 入居者の募集 

入居者の募集は、避難所内への掲示や、町広報紙等により行う。希望者が建設戸数を超え

た場合は、抽選とするが、要配慮者がいる世帯を優先する。 

⑦ 運営管理 

応急仮設住宅の運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死

や引きこもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運

営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できる

よう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮する。 

また、管理は、県と連携を図り行う。 

⑧ 供与期間 

供与期間は、完成の日から原則として２年以内とする。 

３） 公営住宅等への一時入居 

町は、被災者の一時入居のため、管理する公営住宅等の空家住宅を積極的に活用する。 

また、県、県住宅供給公社、他の市町村の協力を得て、広域的に住宅を確保、あっ旋する。 

４） 民間賃貸住宅等の活用 

民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のため、

その所有者に建物の提供について協力を要請する。 

一時入居対象者に対しては、民間アパートや企業の社宅等の情報を提供するなど、民間アパ

ート等の活用促進を図る。 

５） 住宅の応急修理 

① 応急修理の対象者 

応急修理の対象者は、災害により、住宅が半壊等の状態にあり、当面の日常生活ができな

い、または、自らの資力では修理できない町民とする。 

② 規模等 

居室、台所、トイレ等日常生活に欠くことのできない部分とし、費用は、原則として、災

害救助法に基づく実費弁償の限度額以内とする。 
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③ 応急修理期間 

災害発生の日から原則として１箇月以内とし、町が行う応急修理は、町建設業協同組合等

に協力を求め実施する。 

 

（９） 要配慮者への配慮 

１） 避難誘導、指定避難所での生活環境の確保、応急仮設住宅への入居にあたっては要配慮

者に十分配慮する。特に、要配慮者の指定避難所での健康状態の把握、福祉避難所の指定、

高齢者、障がい者等の指定避難所での健康状態の把握、応急仮設住宅への優先入居、福祉仮

設住宅の設置等に努める。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮する。 

２） 高齢者、障がい者等に対して、必要に応じて社会福祉施設等の利用、ホームヘルパーの

派遣、車いす等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力のもとに実施する。また、

在宅の避難行動要支援者の所在情報を把握し、迅速に避難ができるよう努める。 

３） 指定避難所の運営にあたって、高齢者、障がい者等健康に不安のある避難者に対する身

体的ケアを実施するとともに、精神的、心理的な訴えにも的確に対応できるようメンタルケ

アの実施に努める。 

４） 避難誘導、情報提供、相談、指定避難所の運営等にあたって、留学生など外国人に十分

配慮する。 

５） 在宅又は施設利用の高齢者及び障がい者の安否確認及び避難対策について、地域の自主

防災組織と協力して実施する。 

 

（10） 男女双方の視点に配慮した生活環境の確保 

１） 被災時の男女のニーズの違いを踏まえた男女双方の視点や参画に十分配慮し、指定避難

所における生活環境を常に良好なものとするよう努める。 

２） 県の「避難所マニュアル策定指針」を参考に、女性用のトイレや専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置及び設置場所の工夫、生理用品、女性用下着の女性による配布など、女性

の生活環境を良好に保つとともに、女性や子供に対する暴力等を予防するための照明の設置

などにより安全性を確保し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努め

る。 

 

（11） 生活関連物資の確保体制 

１） 食糧の確保 

災害発生直後に必要となる生活必需物資は、防災センター地下防災倉庫及び防災備蓄倉庫に

備蓄する物資により対応する。 

２） 炊き出しによる供給体制 

学校等の給食施設を利用して炊き出しを行う。炊き出し用の米の確保については、農林水産

省と連携を図るほか、町内の米穀届出販売事業者等から確保する。 

なお、炊き出しに伴う人員確保については、避難所運営本部と調整する。 

 

（12） ボランティアの活用 

指定避難所の運営では、人的確保が急務となることから、救援物資の搬入、搬出、安否確認、
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炊き出し及び要配慮者の介護など避難所運営全般にわたってボランティアの協力を得る体制と

する。 

救援活動を行うボランティアの受入れについては、県災害救援ボランティア支援センターやボ

ランティア団体のネットワーク組織等と連携して対応する。 

 

（13） 指定避難所の開設期間 

指定避難所の開設期間は、災害救助法に基づき災害発生の日から原則として７日以内とする。 

ただし、町長は、状況により期間延長する必要がある場合、県知事の事前承認を受けて延長す

る。 

 

（14） 指定避難所の閉鎖 

１） 応急仮設住宅の建設及び提供、公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっ旋等により

移転先の確保を行い、指定避難所の早期閉鎖を図る。 

２） 避難者数の減少に応じて指定避難所の統廃合を行い、学校教育の早期再開と学校機能の

回復等を図る。 

３） 指定避難所から避難者が全員退去した場合は、指定避難所を閉鎖し、関係機関に連絡す

る。 

また、要配慮者用施設についても同様とする。 
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第７節 保健衛生、防疫、遺体対策等に関する活動 

被災者の健康保持のため、町は必要な活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

（１） 保健衛生 

１） 保健活動 

① 被災者に対する保健相談 

被災地、特に、指定避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不

調をきたす可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努める。また、必要に応じ

て健康相談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の

設置やこころのケアを含めた対策を行う。 

指定避難所等の被災者、特に、高齢者及び乳幼児の健康状態の把握、風邪等の感染症の予

防、高血圧症、糖尿病等の人への治療の確保等を目的とする健康診断を行う。 

また、被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療保健及び福祉関係者

等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じる。また、被災者のみならず災害救

援スタッフのメンタルヘルスの維持に努める。 

② 被災者に対する栄養相談 

必要に応じて、指定避難所等の被災者に対し、疾病者に対する栄養指導や指定避難所での

食事についての栄養相談に応じるものとする。 

２） 衛生活動 

① 指定避難所等の衛生活動 

指定避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するととも

に、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必

要な措置を講じる。また、入浴可能な公衆浴場等についての情報提供に努める。 

② 食中毒防止 

被災地及び指定避難所での飲食物による食中毒を防止するために食品衛生監視、給食施設

の衛生活動について、必要がある時は、県に対し、その実施を要請する。 

 

（２） 防疫対策 

災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、町長は、被災地の状況に

応じて的確な指導あるいは指示を行う。 

町は、災害時における感染症のまん延を防止するための措置を講じる。 

１） 防疫体制の確立 

感染症等の発生または発生が予想される被災地域等を迅速に把握して、対策方針を定め、状

況に応じて防疫班を編成し、防疫活動体制を確立する。 

防疫器具・薬品等の確保については、現有の機材及び町内業者等からの調達で確保し、不足

する場合は県に対し、調達あっ旋を依頼する。 

２） 県の指示 

県から次の指示がある場合、町はその指示に基づき防疫対策を実施する。 

① 感染症予防上必要と認めた場合の清掃方法及び消毒方法 

感染症予防上の必要に応じて、被災地、指定避難所その他必要な場所の清掃及び消毒を行

う。 
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② ねずみ族、昆虫の駆除 

感染症予防上の必要に応じて、被災地、指定避難所その他必要な場所のねずみ族、昆虫の

駆除を行う。 

③ 予防接種の指示 

防疫・予防上必要と認める場合、県の指示に従い臨時の予防接種を実施する。予防接種を

実施する場合は、ワクチンの確保などを迅速に行い、時期を失しないよう措置する。 

④ 厚生労働省の承認を得たうえでの予防内服薬の投与 

３） 町の活動 

① 県と常に緊密な連携を取り、被災地及び指定避難所における感染症患者または保菌者の

早期発見に努め、また必要な予防措置を行う。 

② 町民等に対し災害に伴う家屋及びその周辺の清掃を行うよう、指導または指示を行う。 

４） 実施順位 

災害により、衛生環境が低下し、感染症発生のおそれがある場合は、次に該当する地域から

優先実施する。 

① 下痢患者、有熱患者が多発している地域 

② 指定避難所 

③ 浸水地域、その他衛生条件が良好でない地域 

 

（３） 行方不明者等の捜索、収容、処理、埋葬 

１） 行方不明者等の捜索 

① 対象者 

災害により行方不明の状態にあり、周囲の事情により、既に死亡していると推定される者。 

② 行方不明者等の捜索 

ア 遺体の発見、通報 

ａ 町は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに松田警察署または直近の警察官に

その旨を通報するよう広報を徹底する。 

ｂ 町は、死亡者を取り扱った場合には、必ず松田警察署に通報し、見分・検視を受け

させることを徹底する。 

イ 捜索 

行方不明者等の捜索は、警察、消防本部、消防団、自衛隊等の関係機関及び自主防災組

織、ボランティア等の協力のもとに行うものとする。 

２） 遺体対策等 

遺体対策については、適切な対応をとるため神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の取扱い

に対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った柩の調達、遺体の搬送の手配、遺体の

保存のために必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮する。 

また、必要に応じ、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広

域的な火葬の実施に努める。 

① 遺体の検視、調査等 

遺体の検視、調査等は、警察が行う。 
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② 遺体の検案 

ア 検案は、警察協力医、救護班または応援協力により出動した医師が行う。 

イ 検案後、町は必要に応じ遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理を行う。 

③ 遺体の収容 

ア 町は、「山北体育館」の他、松田警察署と協議し、あらかじめ適当と認められる公共

施設を選定し、遺体収容（安置）所として開設する。 

イ 町は、捜索等により収容された遺体を遺体収容（安置）所に収容する。この場合、遺

体を搬送した者の氏名、住所、遺体を発見した場所、遺体の氏名・住所等を必ず聴取し、

遺体収容所内にいる各班担当者に確実な引継ぎを行う。 

ウ 町は、検案の終了した遺体について、「遺体処理台帳」及び「埋火葬台帳」（様式編『様

式－21』及び『様式－22』（p.443～444）による）を作成の上納棺し、氏名及び番号を

記載した氏名札を棺に添付する。 

④ 身元確認 

町は、警察、地元自治会長等の協力を得て、遺体の身元確認と身元引受人の発見に努める。 

⑤ 遺体の引渡し 

ア 町は、遺体の検視、調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体

を遺族または関係者に引き渡す。当該遺体について身元の確認ができない場合は、町が

引渡しを受ける。 

イ 町は、遺体の検視、調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体

の氏名等を掲示し、遺族等の早期発見に努める。 

ウ 町は、遺族等の引き取り者がいない場合は、埋火葬を実施する。 

⑥ 資機材の調達等 

町は、警察、県、近隣市町村と協議して、広域的な連携体制を構築し、必要な棺、ドライ

アイス、ビニールシート、納体袋、毛布等を調達・確保する。 

⑦ 広報 

町は、遺体（死亡者）数、死亡者の氏名、身元不明死体数等の広報にあたっては、警察、

消防等関係機関と協議の上、統一的に行うものとする。 
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第８節 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 

町は、備蓄物資の活用、各種協定等による物資の調達、支援物資の活用さらには広域的な支援

を受け、被災者に早期に必要な食糧等を供給する。 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調

達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被

災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや男女のニーズの違いに配慮したものとす

る。 

なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状

態の解消に努めるとともに、食糧、飲料水及び生活必需物資等の円滑な供給に十分配慮する。 

また、指定避難所以外で避難所生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への

避難者、所在が把握できる広域避難者に対しても、物資等が提供されるよう努める。 

（１） 飲料水及び生活用水の確保・供給 

１） 給水方針 

町は、災害発生時に飲料水を得られない者に対して、１人１日３リットルの応急給水を行う。 

２） 給水需要の予測 

災害対策本部は、災害発生後、直ちに、以下の状況を調査し、給水需要を予測する。 

① 配水池等水道施設（資料編『資料－15』（p.294～295）による）の被害状況及び復旧の

見込み 

② 給水機能停止区域、世帯、人口 

３） 飲料水の確保 

町は、水道事業者に要請して飲料水の確保を行うとともに、自ら湧水、井戸水、河川水等を

浄化処理して飲料水を確保する。 

水道事業者は、応急給水用飲料水及び水道施設の確認に努める。 

① 非常用飲料水貯留槽、浄水場等 

被災した町民等の飲料水は、非常用飲料水貯留槽（町内４箇所 計 120㎥）（資料編『資料

－15』（p.294～295）による）、皆瀬川浄水場、丸山配水池、前耕地ポンプ場（自家発電装置

により日量 2,240 ㎥の揚水が可能）により確保する。 

② 指定避難所の受水槽等の利用 

施設の被害状況を確認し、指定避難所の受水槽、高架水槽等の保有水も飲料水として利用

する。 

③ 甚大な被害により水道施設等から飲料水が確保できない場合は、鋼板プール水（資料編

『資料－15』（p.294～295）による）、井戸水、河川の水等を簡易ろ水機により十分殺菌を

行った上で、飲料水、生活用水として利用する。 

④ 広域応援協定や小売業者等との協力協定等により、飲料水を確保する。 

４） 応急給水 

① 町は、給水班を組織し、非常用飲料水貯水槽、浄水場等から給水車、ポリタンク等によ

り、給水所等へ飲料水を搬送し応急給水を実施する。 

被害甚大で町による給水の実施が困難な場合は、自衛隊給水車のほか、必要に応じて、

県・他の自治体等へ応援を要請する。 

② 給水場所は、指定避難所その他指定の場所に限定する。 
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給水場所、給水時間は、事前に町民等に周知する。 

③ 給水優先施設 

町民等に対する給水のほか、次の施設へは、優先的に給水する。 

ア 医療機関 

イ 社会福祉施設 

ウ 指定避難所 

エ その他指定する場所 

④ 給水量 

ア 飲料水として給水する場合の給水量は、１人１日当たり３リットルを目安とする。 

イ 飲料水以外の生活用水等の確保については、その時点での給水能力を考慮して対応す

る。 

⑤ 町民等の対応 

ア 大規模な災害が発生した場合には、２～３日程度は、原則として、町民自身が備蓄す

る飲料水で対応するよう努める。 

イ 町民相互の連携 

在宅の要配慮者への水の搬送等は、自主防災組織等地域で対応するものとする。 

５） 水道施設の応急復旧 

町は、山北町管工事組合等に協力を求めて、水道施設の応急復旧を速やかに実施する。簡易

水道給水区域においては、自主防災組織と連携し、復旧体制の強化を図り早期の復旧に努める。

また、「日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書」（協定編『協定－３』（p.330～

333）による）に基づき、他市町より、復旧用資機材を確保する。 

６） 応急飲料水以外の生活用水の供給 

町は、飲料水以外の生活用水等についても、必要最小限の範囲で確保及び供給に努める。 

 

（２） 食糧の調達・供給 

１） 供給方針 

町は、備蓄食糧等を活用するとともに、主要食糧及び副食・調味料等を調達し、被災者等に

対して供給する。 

２） 食糧等の供給需要の把握 

次の供給対象者を参考に、食糧等の供給需要を把握する。この場合、ミルクを必要とする乳

児の数、食糧等に配慮を要する要配慮者の数についても把握する。 

① 指定避難所に受入れた者 

② 住居に被害を受けて炊事のできない者 

③ 観光客または一時滞在者 

④ ライフラインの寸断等のため調理不可能な社会福祉施設等の入所者 

⑤ 応急対策活動に従事する者 

⑥ その他本部長が必要と認める者 

３） 食糧の調達・供給活動 

町備蓄食糧等を活用した食糧品等の提供に努めるとともに、不足した場合には、調達計画に

基づき地区内小売業者等から調達した食糧及び広域応援協定等により調達した食糧や、全国か
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らの支援物資等を被災者に供給し、又は応急給食を実施する。必要な食料品等の調達が困難な

場合は、県に対して支援を要請する。 

ただし、政府所有米については、交通・通信の断絶により県の指示が得られない場合、直接

農林水産省（政策統括官付貿易業務課米穀業務班）に要請する。 

① 町備蓄食糧等の供給 

災害発生後、食糧等の応急体制が整うまでの間、被災者等への食料等の供給は、町備蓄の

サバイバルフーズ、アルファ米等を活用する。 

② 炊き出し 

ア 炊き出しは、原則として、学校等の給食施設を使用し、給食調理員、自主防災組織、

ボランティア等の協力を得て行う。また、必要に応じて、県を通じ自衛隊に炊飯等を要

請する。 

≪給食施設の被害状況の把握≫ 

学校等の給食施設の被害状況を調査し、炊き出し用の調理が可能か把握する。被害を

受けている給食施設については、応急復旧工事を実施する。 

イ 炊き出しに際し米穀の確保が必要な場合は、町内の米穀届出販売事業者より調達する。

調達が困難な場合は、県に支援を要請する。なお、災害救助法が適用された場合で、交

通・通信途絶のため知事に要請できない場合は、政府所有米穀の供給を農林水産省（政

策統括官付貿易業務課米穀業務班）に要請する。 

ウ 副食物、調味料については、町内業者から適宜調達する。ただし、調達が困難な場合

は、県に支援を要請する。 

エ 乳児に対する粉ミルク、幼児・高齢者や病人に対する給食等について配慮する。 

③ 弁当業者等からの調達 

弁当業者、製パン業者等からの調達が可能な場合は、各指定避難所等までの配送を含めて

依頼する。 

④ 食糧の搬送 

食糧の搬送は、次のとおりである。 

ア 町が備蓄する食糧は、町が搬送する。 

イ 県からの救援食糧は、町の物資受入拠点等で受入れる。ただし、交通障害により集積

地までの交通手段を得ることができない場合は、集積地の変更または緊急輸送を要請す

る。 

⑤ 食糧等の供給活動を効率的に実施するため、供給場所は、指定避難所及びその他の指定

する場所とし、供給場所・時間等は広報を行う。 

⑥ 上記⑤のほか、食糧等の供給活動は、以下のような場合に実施する。 

ア 災害により孤立し、食糧調達の困難が予想される地域 

イ 医療施設、社会福祉施設 

⑦ 町民等の対応 

ア 大規模な災害が発生した場合には、原則として、指定避難所に受入れた以外の町民に

ついては、２～３日程度は、町民自身が備蓄している食糧で対応する。 

イ 町民相互の連携 

在宅の要配慮者への食糧の配送等は自主防災組織等地域で対応する。 
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⑧ 事態がある程度落ち着いた段階では、給食対象者を指定避難所受入れ者に限定し、供給

需給の明確化を図る。 

４） 調達食糧等の集配と配分 

主要食糧等を受入れ、被災者等に対して応急給食を実施する。 

 

（３） 生活必需物資等の調達・供給 

１） 供給方針 

町は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活必需物資等を調達し供給する。 

２） 生活必需物資の需要の把握 

生活必需物資の供給対象者の基準は、次のとおりである。供給数は住宅被害数により推計す

る。 

① 供給対象者 

災害によって住宅に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣服、寝具その他の衣料

品及び生活必需品を喪失し、これらの物資を直ちに入手することができない状態にあると認

められる者。 

② 生活必需物資の範囲 

被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行う。 

№ 品 目 内 容 

ア 寝具 毛布、布団等 

イ 衣料品 洋服、作業着、子供服、下着類等 

ウ 炊事用品 鍋、炊飯器、包丁等 

エ 食器 茶碗、皿、箸等 

オ 日用品雑貨 懐中電灯、乾電池、衛生材料、雨具等 

カ 光熱材料 マッチ、ローソク、ＬＰガス等 

キ その他 紙おむつ、医薬品、ラジオ等 

 

３） 生活必需物資等の調達及び供給 

町備蓄生活必需物資の活用を図るとともに、調達計画に基づき地区内小売業者等から調達し

た生活必需物資、広域応援協定等により調達した生活必需物資及び応援物資等を被災者に供給

する。 

また、必要な生活必需物資の調達が困難な場合は、本部長は、県に対して支援要請する。 

① 生活必需物資の供給は、被災者名簿により、世帯構成員数に応じて、各被災世帯ごとに

供給する。 

② 生活必需物資の欠如により、身体に大きなダメージが及ぶ可能性のある要配慮者に対し、

優先的に供給する。 

③ 供給は、自主防災組織、さらには、ボランティア等の協力を得て迅速かつ正確に実施す

るものとする。 

４） 調達した生活必需物資等の集積と配分 

生活必需物資等を受入れ、被災者に対して配分する。 
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５） 救援物資（義援物資）の取り扱い 

大規模災害の場合には、救援物資が多数輸送されることが予想される。 

救援物資の仕分け・配送・積み下ろし等は、運送業者、自主防災組織、ボランティア等の協

力を得て町が行い、これを被災者に効果的に配分する。 
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第９節 文教対策 

風水害については、天気予報や気象情報など、事前の情報収集等が非常に重要となる。登校前に、

町教育委員会や学校で定める臨時休校に該当する警報などが発表されている場合には、児童・生徒

等の安全確保のため、臨時休校の措置を講じることを原則とする。また、児童・生徒等の在校時に

おける下校の判断は、様々な情報を踏まえ、早い段階で決定し、実施する。 

災害発生時には、児童・生徒等の安全確保を図るとともに、学校教育の実施に万全を期すため、

教育施設、教員及び学用品等の早期確保に努め、応急教育の円滑な実施を図る。 

（１） 児童・生徒等保護対策 

校長は、災害時においては、避難実施計画に基づき、児童・生徒等の保護に努める。 

１） 学校の対応 

① 校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮にあたる。 

② 児童・生徒等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確認されるまでは、学校

で児童・生徒等を保護し、安全が確認された後に、保護者へ引き渡す。ただし、公共交通

機関の運行中止等により保護者が帰宅できないことも想定されることから、保護者が来校

するまでは、学校で児童・生徒等を保護する。 

③ 校長は、町教育委員会に避難誘導等の状況を速やかに報告する。 

④ 初期消火及び救護・救出活動等の防災活動を行う。 

２） 教職員の対処、指導基準 

① 学級担任等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童・生徒等の安全確

保を図った後、避難誘導を行う。その後、対策本部の指示により、さらなる児童・生徒等

の安全確保に努める。 

② 障がいのある児童・生徒等については、介助体制などの組織により対応する等、十分配

慮する。 

③ 児童・生徒等の保護者への引き渡しについては、あらかじめ決められた方法で確実に行

う。 

④ 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒等については、

氏名・人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

⑤ 児童・生徒等の安全を確保した後、対策本部の指示により防災活動にあたる。 

 

（２） 応急教育対策 

１） 応急教育の実施 

町教育委員会は、災害時において、学校教育の実施に万全を期するため、教育施設、教員及

び学用品等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

２） 被害状況の把握及び報告 

校長等は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに児童・生徒等及び施設設備の被害状

況を把握し、町教育委員会に報告する。また、町教育委員会においては、町について取りまと

めのうえ、県西教育事務所を通じて県教育委員会に報告する。 

３） 教育施設の確保 

町教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、

次により施設の効率的な利用を図る。 
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① 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は、早急に修理し、正常な教育活動の実施を図る。 

② 公立学校の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用する。 

③ 仮校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて授業の早期再開を図

る。 

④ 公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設その他の公共施設を利用して、授業の早

期再開を図る。 

４） 教員の確保 

町教育委員会は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった場合の応急対策と

して、次により教員を把握し、確保する。 

① 臨時参集 

教員は原則として各所属に参集する。ただし、交通途絶で参集不能な場合は、最寄りの学

校（小・中学校）に参集する。 

ア 参集教員の確認 

各学校において、責任者（学校付近居住者）を定め、参集した教員の学校名、職、氏名

を確認し、人員を掌握する。 

イ 参集教員の報告 

学校で掌握した参集教員の人数等について、町教育委員会に報告する。また、町教育委

員会においては、町について取りまとめのうえ、県西教育事務所を通じて県教育委員会に

報告する。 

ウ 臨時授業の実施 

通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教員

をもって授業が行える体制を整える。 

② 退職教員の活用 

災害により教員の死傷者等が多く、平常授業に支障を来す場合は、退職教員を臨時に雇用

するなどの対策をたてる。 

５） 学用品等の確保 

町教育委員会は、災害により、喪失・き損した教科書等の学用品について、その種類、数量

の調査を行い、県西教育事務所を通じて県教育委員会に報告し、供与要請を行う。 

６） 学校納付金等の免除 

町教育委員会は、被災により学校納付金の減免等が必要と認められる者については、校長等

と協議し、学校納付金等の減免等の特別措置を講じる。 

７） 児童・生徒の心的症状の対応 

校長等は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、日頃から学校医、スクールカ

ウンセラー及び教育相談機関等との連携を密にし、校内相談体制の整備を図るとともに、校内

研修に努める。 
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（３） 文化財対策 

文化財が被災した場合、町教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するための応急措置を

実施するよう、所有者または管理者に指示するとともに、県西教育事務所を通じて県教育委員会

に被災状況を報告する。 
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第 10 節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

災害発生後、特に初期には、救急・救助、消火及び医療救護活動を迅速に行うために緊急通行車

両の通行を確保する必要があり、そのため、県公安委員会は一般車両の通行禁止などの交通規制を

速やかに実施する。 

また、県は、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要な手

段を利用し、緊急輸送道路の確保に努めるなど、総合的な緊急輸送を実施する。 

（１） 交通の確保 

１） 被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

① 通行の禁止又は制限 

ア 各道路管理者は、災害により、交通が危険であると認められる場合は、交通の危険を

防止するため、必要に応じて通行の禁止又は制限の措置を行う。 

イ 各道路管理者は、通行の禁止又は制限を行う場合は、県公安委員会と調整して必要な

対応を実施する。 

ウ 交通規制は、道路管理者の指示のもと、警察や町交通指導隊などの協力により実施す

る。 

② 道路交通情報の周知 

道路通行規制等の道路交通情報について、町は、防災行政無線等により、町民及び関係者

に周知徹底させる。 

２） 道路の応急復旧等 

大規模災害発生時には、道路、橋梁等の構築物の被害とともに、倒壊した家屋、工作物の転

倒落下等により、大量の障害物が発生する。これらの道路被害、障害物は、消火、救助、救護

活動等のための緊急車両の通行及び被災者の生活障害となるため、町は、防災関係機関と連携

し、重要道路の障害物の除去及び応急復旧を迅速に進め道路機能の確保に努める。 

① 重要道路の被害状況の把握及び障害物除去・応急復旧 

ア 重要道路の被害状況の把握等 

町は、管内の道路のうち応急対策活動上重要な道路（管理者のいずれかを問わない）に

ついて、早急に被害状況を把握し、警察、消防等関係機関に通報する。国道、県道等の支

障箇所については、県西土木事務所等道路管理者へ通報するとともに、適切な処置を要請

する。 

また、道路占用工作物（電力、通信、その他）等に被害があった旨の情報を受けた場合

は、それぞれの関係機関または所有者にその安全措置を要請し、道路の保全を図る。 

② 重要道路の障害物除去・応急復旧 

ア 町は、重要道路の被害状況等に基づき、町建設業協同組合等の協力を得て、応急復旧

作業体制を確立し、効率的な障害物除去・応急復旧活動を実施し､道路の機能確保に努

める。また、障害物除去・応急復旧は、各道路管理者・防災関係機関、自衛隊等が連携

を図り、迅速に実施するとともに、障害物除去・応急復旧路線の優先順位を定め効率的

に実施する。 

イ 重要道路 

ａ 県、町が選定した緊急輸送道路等及び県公安委員会が指定した緊急交通路（資料編

『資料－８』（p.286）『資料－９』(p.287)『資料－10』（p.288～289）による） 
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ｂ 消火活動、救出活動上重要な道路 

ｃ 緊急医療計画上重要な道路（基幹病院への道路、広域医療搬送に必要な道路、後方

搬送ヘリポートに通じる道路） 

ｄ 救護物資の輸送上重要な道路 

ｅ 広域応援受入れ上必要な道路 

ウ 町建設業協同組合等で対応が難しい場合は、町災害対策本部から県災害対策本部へ応

援要請を依頼する。 

エ 重要道路の障害物除去・応急復旧により生じた災害廃棄物等は、あらかじめ決められ

た場所、若しくは、可能な仮置場を決定し、処理するものとする。 

３） 生活道路の確保 

初動対応期における重要道路の緊急確保の活動が一応の目標を達成した段階において（状況

によっては、もっと早い段階から）は、被災者に対するきめ細かな救援活動を実施する上で必

要であり、かつ、被災者の生活再建を支援する上でも重要となる生活道路の確保を行う。 

① 生活道路の被害状況を把握し、その重要度に応じた復旧方針を作成する。 

② 町民の自主的な生活道路確保活動を支援するために、道路上障害物の仮置き場等を選定

し、周知する。 

③ 町内の被害が甚大な場合、自主防災組織、防災関係機関等の協力を得て、道路上の障害

物の除去を実施する。 

４） ヘリコプター臨時離着陸場 

町は、あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場を開設するとともに、

防災関係機関等への周知徹底を図る。 

 

（２） 緊急輸送 

町は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県に対

して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

 

（３） 緊急輸送車両の確保対策 

１） 基本方針 

災害応急対策活動に必要な輸送手段の確保は、県及び関係機関の協力を得て行う。また、緊

急車両の運用に際しては、災害発生後概ね３日間は、救出救助活動に支障がないよう人命優先

の輸送活動を実施する。 

① 輸送車両等の需要予測 

町は、災害による被害状況及び応急対策活動の状況から、各応急対策活動に必要な輸送車

両等の需要予測を行い、関係機関に協力を要請する。 

２） 緊急輸送手段の確保 

町は、被害の状況、地域の現況に即した車両等の調達を行う。必要な車両等の確保が困難な

場合は、県に対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

① 車両の確保 

ア 町が保有する全車両の利用 

イ バス、貨物自動車等 
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日本通運㈱小田原支店、（社）神奈川県トラック協会小田原地区支部、富士急湘南バス

㈱松田営業所等に協力を要請する。さらに不足する場合は、レンタカー等の活用を図る。 

ウ 特殊車両 

建設業者、リース会社等に協力を求める。 

② 燃料の確保 

町保有車両及び応援車両の燃料は、町内関係業者等に依頼し確保する。 

③ 鉄道機関への協力要請 

鉄道による輸送手段を確保するため、東海旅客鉄道㈱静岡支社に協力を要請する。 

④ ヘリコプターの要請 

応急対策の実施に際し、空中輸送の必要を認めた時は、県知事を通じてヘリコプターの派

遣を要請する。 

 

（４） 輸送対象の想定 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、概ね以

下のとおりとする。 

１） 第１段階（発災直後から２日目までの間） 

① 救助、救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

③ 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、水道施設保安

要員等初動の災害応急対策に必要な要員・物資等 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 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物資 

２） 第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

① 上記第１段階の続行 

② 食糧、水等生命の維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

④ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

３） 第３段階（発災後概ね１週間以降） 

① 上記第２段階の続行 

② 災害復旧に必要な人員及び物資 

③ 生活必需品 

 

（５） 緊急通行車両の確認手続 

災害応急対策活動に必要な輸送手段の確保は、県及び関係機関の協力を得て行う。また、緊急

車両の運用に際しては、災害発生後概ね３日間は、救出救助活動に支障がないよう人命優先の輸

送活動を実施する。 

また、応急対策の実施に従事する車両として確認された「緊急通行車両」以外の一般車両につ

いては、交通規制の対象となる。このため、災害応急対策を円滑に実施するためには、災害発生

とともに、輸送車両等必要な車両について速やかに緊急通行車両としての確認手続きを行うこと

が必要である。 
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１） 緊急通行車両（確認対象車両） 

緊急通行車両は、災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、ま

たはその委託を受けたものが使用する車両で、次に掲げる業務に使用する車両である。 

① 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告、指示 

② 消防、水防、その他の応急措置 

③ 避難者の救難、救助その他の保護 

④ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

⑤ 清掃、防疫、その他の保健衛生 

⑥ 犯罪の予防、交通規制、その他被災地における社会秩序の維持 

⑦ 緊急輸送の確保 

⑧ その他災害の防御、または、拡大の防止のための措置 

２） 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法施行令

第 33 条に規定する標章及び証明の交付手続きは、県知事が行う車両（県の保有車両及び調達

車両）を除いた他の車両について、県公安委員会（県警察本部交通規制課、高速道路交通警察

隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、各警察署及び交通検問所）が行う。 

なお、災害時の緊急通行等を円滑に行うため、緊急通行車両の事前届出に努めるものとする。 

 

（６） 障害物の除去 

１） 実施機関 

① 町 

各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山（がけ）崩れ、浸水等によって住家、

又はその周辺に運ばれた障害物の除去を行う。実施困難なときは、県に対し応援協力を要請

する。 

② 道路、河川等の維持管理者 

道路、河川等にある障害物の除去を行う。道路管理者は、災害対策基本法第 76 条６第１

項により、災害が発生した場合において、緊急通行車両通行の妨げになる車両等を、区間を

指定して、道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずる。県管理の道路、河川等について

は、県土整備局及び環境農政局が県警察又は消防、自衛隊の協力を得て、障害物の除去を行

う。 

③ その他 

その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地所有者又は管理者が行う。 

２） 障害物除去の対象 

災害時における障害物（工作物を含む）除去の対象は、概ね次の場合とする。 

① 町民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

② 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

③ 緊急通行車両の通行、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

④ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

３） 障害物除去の方法 

障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い又は土木建設業者等の協力を
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得て、速やかに行う。また、除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、

周囲の状況等を考慮し、事後に支障の起こらないよう配慮して行う。 

４） 除去した障害物の集積場所 

障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮するが、概ね次の場所に集積

廃棄又は保管する。なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ

選定した場所とする。ただし、災害の状況によっては、護岸、河川敷、緑地帯等を施設管理者

の了承を得て一時使用する。 

① 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に適当な場

所 

② 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

③ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

④ 指定広域避難場所として指定された場所以外の場所 

５） 除去に必要な機械、器具の整備等 

障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を立てる。 
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第 11 節 警備・救助対策 

（１） 事前対策 

町は、防災訓練等を通じて、町民等に対し、風水害に関する知識、避難場所、避難路、避難

方法、交通規制措置等について周知徹底を図るものとする。 

 

（２） 警備体制の確立 

１） 大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、松田警察署に警察署長を警備

本部長とする警察署災害警備本部を設置し、指揮体制を確立するとともに、必要に応じて所

要の要員を災害対策本部に派遣し、協力・連携体制を強化する。 

２） 別に定めるところにより、警備部隊等の編成を行うほか、災害の規模及び態様に応じて

迅速・的確に部隊運用を行う。 

 

（３） 災害応急対策 

警察は、災害対策本部等関係機関と連携して次の対策を実施する。 

１） 情報収集・連絡 

災害警備活動上必要な情報を収集し、収集した情報を、必要により町災害対策本部へ連絡を

行う。 

２） 救出救助活動 

把握した被災状況に基づき、迅速・的確な救出救助活動を実施する。また、警察署長は、消

防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関する調整を行う。 

３） 避難の指示等 

警察官は災害対策基本法第 61 条または現場の状況に応じ警察官職務執行法第４条により避

難の指示を行いまたは避難の措置を講じる。 

４） 交通対策 

被災地域における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるように、被

災規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域の設定や緊急

交通路の確保などの交通規制を実施する。 

５） 治安対策 

被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送路及び集積地におけ

る混乱、指定避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロ

ールの強化、指定避難所等の定期的な巡回等を行う。また、被災地において発生しがちな悪質

商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取り締まりを重点的

に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。 

６） 防犯指導隊及び交通指導隊との連携 

警察は、防犯指導隊、交通指導隊と連携し、治安維持や交通規制等の対策を講ずる。 

 

（４） 被災者への情報伝達 

１） 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

警察は、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制等警察措置に関する情報等を、

交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用するなどして、適切に伝達するよう努める。 
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（５） 交通対策 

警察は、災害発生後、特に初期には、救急・救助、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、

緊急通行車両の通行を確保する必要があり、そのため、県公安委員会は一般車両の通行禁止など

の交通規制を速やかに実施する。 

１） 被災地域への流入抑制及び交通規制の実施 

① 危険防止及び混雑の緩和の措置 

災害発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必

要な交通規制を迅速・的確に実施し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び

提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

② 災害発生時の交通規制等 

災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路状況等によって弾力的に行う必要があ

り、被災地または被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応する。 

ア 被災地等への流入抑制 

災害が発生した直後においては、次により、避難路及び緊急交通路について優先的にそ

の機能の確保を図る。 

ａ 混乱防止及び被災地への流入抑制のための通行禁止区域または通行制限区域（以下

「通行制限区域等」という）を設定し、交通整理または交通規制を行う。 

ｂ 流入抑制のための交通整理または交通規制を行う場合には、隣接都県と連絡を取り

つつ行う。 

ｃ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、通行禁止区域等におけるインター

チェンジ等からの流入を制限する。 

イ 緊急交通路確保のための交通規制 

災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが予

想され、町民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対策

のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路の交通の実態を把握し、災害対策基

本法第 76 条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止または制限する。 

ウ 警察官の措置 

通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害になることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車

両その他の物件を付近の道路へ移動させるなどの措置命令を行う。 

２） 交通情報の収集 

① 交通情報の収集 

被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため、

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視用カメラ等を活用し、情報を収集す

る。 

② 交通情報の広報 

交通規制の内容を運転者、地域住民に周知するため、看板、垂れ幕、広報車両、航空機及

び現場警察官による広報を積極的に実施する。また、テレビ、ラジオ等あらゆる広報媒体を

使用して周知に努めるほか、必要に応じて関係市町村の協力を求める。 

  



山北町地域防災計画 

120 

第 12 節 ライフラインの応急復旧活動 

発災後、直ちに専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの施設、設備の緊急点検を実施する

とともに、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、ライフ

ラインの応急復旧を速やかに行う。 

また、各事業者は、あらかじめ相互の応援体制を整備し、必要に応じて電力等の融通等について

検討するとともに、被害状況、復旧（見込み）状況及び安全確認のための情報を町民等に広報・周

知し、二次災害の防止、利用者の不安解消に努める。 

（１） 下水道施設対策 

下水道施設の被害に対し、汚水の疎通に支障のないように応急措置をし、排水の万全を期する。 

１） 下水道施設の被害状況の把握 

大規模災害の発生に伴い、下水道管渠（汚水）の破損、処理場の機能停止等により生活排水、

し尿処理に支障をきたすことが予想される。町は、町内の下水道施設の被害状況を収集すると

ともに、下水道供用不能地域を把握する。 

２） 下水道被害への対応 

下水道施設の被害により、下水道の使用を停止または制限する必要が生じたときは、町防災

行政無線、広報車等により、町民に周知する。復旧後の供用開始時も同様とする。 

下水道供用不能地域のし尿処理対策として、指定避難所及び町有施設に仮設トイレ、簡易ト

イレを設置する。 

３） 応急復旧 

災害対策本部は、県、町建設業協同組合等と連携を図り、下水道供用のため迅速な応急措置

を講じるとともに、本復旧の方針をたてる。 

災害規模により、多くの資機材、車両、人員等を必要とする場合は、関係機関に調達、協力

を要請する。 

 

（２） 電気施設の応急対策 

災害時の電力の途絶は、町民の生活維持や情報の収集並びに町、防災関係機関が実施する災害

応急対策活動に多大の影響を与える。 

東京電力パワーグリッド㈱小田原支社は、大規模な災害時、次の応急対策を実施する。 

１） 災害時の活動体制 

大規模な災害が発生した場合、東京電力パワーグリッド㈱小田原支社は、非常災害対策小田

原支部を設置し、非常態勢により災害応急対策活動を行う。 

２） 応急対策 

電力施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二次災害の発生を

防止し、速やかに、応急復旧を行い、電力供給施設としての機能を維持する。 

災害時においては、原則として、送電は維持するが、円滑な防災活動を実施するため、警察、

消防機関等から送電停止の要請があった場合には、送電停止等の適切な危険予防措置を講じる。 

３） 広報 

感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況、復旧予定等について、各報

道機関や広報車並びに町防災行政無線等を通じて広報する。 
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４） 復旧対策 

災害復旧の実施にあたっては、原則として、人命に係わる箇所、官公署、報道機関、指定避

難所等を優先する。 

５） 町及び関係機関との情報連絡 

① ＮＴＴ災害時優先電話等により連絡体制を確保する。 

② 必要に応じて、連絡要員を災害対策本部に派遣する。 

③ 復旧工事等を行うに当たり関係機関との調整が必要な場合は、災害対策本部に調整を依

頼する。 

 

（３） ＬＰガスの応急対策 

災害時において、町内の主要燃料となっているＬＰガスの安定した供給が必要となる。 

公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会足柄支部は、大規模な災害時、次の応急対策を実施する。 

１） 災害時の応急対策活動 

公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会足柄支部及びＬＰガス販売店は、次のとおり、災害発生

時の応急対策活動を行う。また、必要に応じて、他支部、他県からの応援隊を配置し対応を図

る。 

① 防災関連施設への対応 

町災害対策本部との連携により、災害対策上必要な関連施設、指定避難所等の給食施設へ

優先的に応急供給を実施する。 

② 一般家庭への対応 

発災直後から 48 時間以内を目標に、二次災害防止のため、ＬＰガス容器バルブ停止、転

倒容器の立て直し、容器の撤去等を行う緊急措置作業を行う。 

緊急措置作業終了後から 14 日以内を目標に、安全確認検査後、使用可能な設備は、ガス

供給を再開する。配管等の破損により、使用不可能な設備は、ゴムホース等により、コンロ

用にガス供給する応急措置作業を行う。 

２） 広報 

災害対策本部は、ガス引火等の二次災害の発生を予防するため、ＬＰガス容器バルブ停止、

火気使用の制限等を防災行政無線等を通じて広報する。 

 

（４） 通信施設の応急対策 

災害時の通信の途絶は、災害応急対策活動に支障を来すとともに、社会的混乱のおそれを生じ

るなどその影響は大きい。 

東日本電信電話㈱神奈川支店は、大規模な災害時、次の応急対策を実施する。 

１） 災害時の活動 

災害が発生した場合には、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、被災した

通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維持に必要な補強、整備工事

などの応急復旧対策を行う。 

２） 応急措置 

通信施設に被害が生じた場合、または、不通や集中等の事態の発生により、通信の疎通が困

難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、以下
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の措置を行う。なお、公衆電話等の臨時設置にあたっては、原則として、被災者の利用する指

定避難所等を優先する。 

① 非常電話・緊急通話の優先確保 

② 孤立対策として、無線車等による通信確保 

③ 指定避難所等への特設公衆電話の臨時開設 

④ 災害用伝言ダイヤル「171」等の運用開始 

⑤ 回線復旧などの応急措置 

３） 広報 

通信施設の被害状況、復旧予定、不通や集中防止のため、利用者への電話利用規制のお願い

等について、各報道機関や広報車並びに町防災行政無線等を通じて広報する。 

４） 普及対策 

災害復旧の実施にあたっては、原則として、治安、救援等の最重要機関、防災機関を優先す

る。 

５） 町及び関係機関との情報連絡 

① 災害時優先電話等により、連絡体制を確保する。 

② 必要に応じて、連絡要員を災害対策本部に派遣する。 

③ 復旧工事等を行うにあたり、関係機関との調整が必要な場合は、災害対策本部に調整を

依頼する。 

６） 復旧資機材の確保 

① 現業機関において、予備品、貯蔵品等の在庫量を常に把握しておくとともに、調達を必

要とする資材は可及的速やかに確保する。 

② 復旧資機材の輸送は、あらかじめ契約している会社の車両、船艇等により行うが、不足

する場合は、他企業及び他店の協力を得て輸送力の確保を図る。 

③ 災害時においては、復旧資材置き場としての用地を確保する。 
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第 13 節 災害廃棄物等の処理対策 

町は、「神奈川県災害廃棄物等処理業務マニュアル」等に基づき、連携してごみ処理施設及びし

尿処理施設の被災状況を把握するとともに、し尿収集対象やごみの発生量を推計し、応急体制の確

保を図り、適正かつ円滑・迅速な収集・処理に努める。 

（１） ごみ処理施設、し尿処理施設の被災状況の把握 

町は、発災後速やかにごみ処理施設及びし尿処理施設の被災状況を把握し、その状況を関係機

関に報告する。 

 

（２） 仮設トイレの設置 

町は、町民の避難状況や上下水道の被災状況と復旧の見通し等の情報に基づき、仮設トイレの

必要性や配置を考慮しながら、速やかに仮設トイレを設置する。 

また、備蓄している仮設トイレ数が不足する場合は、し尿収集の委託業者の備蓄分や、仮設ト

イレのリース業者からの調達を検討するとともに、県への支援の要請を検討する。 

 

（３） し尿及びごみ処理 

町は、指定避難所の収容人数及び断水地域の在宅町民の人数等から、し尿収集対象発生量やご

みの発生量を推計し、通常時のし尿やごみの収集・処理体制に基づき、収集体制の確保を図る。 

また、し尿やごみの収集・処理業務の増大により、収集車両や人員、処理施設の能力が不足す

る場合、処理施設が倒壊又は稼働不能な場合等は、県への支援の要請を検討する。 

被災状況や避難状況の的確な把握を行い、し尿処理対策、収集を迅速に行う。 

１） し尿処理対策 

① 処理対策 

建物被災、上水道・下水道施設の被害等により、水洗トイレが使用できない、または、制

限される事が予想される。町災害対策本部は、被災地、指定避難所、指定避難所等の水洗ト

イレ使用可否等の被害調査を行い、使用が不可能な場合には、指定避難所、公園等に仮設ト

イレ、簡易トイレ（薬剤によりし尿を固形化）を設置し対応する。また、下水道マンホール

も仮設トイレ便槽として利用する。なお、下水道施設が使用可能な場合は、河川等から水を

確保し、下水道機能を有効に活用する。 

② 収集処理 

し尿の収集処理は、防災対策関連施設、仮設トイレの設置場所等重要度、使用頻度の高い

施設を優先して行う。し尿収集は、清掃委託業者、許可業者に委託し、処理は足柄衛生組合

に搬入し処理する。足柄衛生組合の被害や処理能力以上の搬入水量が見込まれるなど、処理

が困難な場合は、他の処理施設に処理を委託する。 

２） ごみ処理対策 

災害発生時、被災地では道路障害等により、ごみ収集が困難になることが予想される。排出

されたごみ等が無秩序に放置されると、地域の衛生環境を著しく阻害するだけでなく、復旧活

動の妨げにもなる。町は、被災地におけるごみ収集を迅速に行い、環境衛生の保持に努める。 

① 収集方法 

ア ごみの収集は、町収集を基本とするが、通常を大きく上回るごみの排出量が見込まれ

るときは、県、他の市町村、廃棄物処理業者等の応援体制を講じる。 
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イ 既存の集積所が使用できない箇所または排出量が多く集積しきれない場所等につい

ては、臨時の集積所を確保する。 

ウ 現行の分別、指定袋収集を原則とし、収集回数については、被災状況に応じて対応す

る。 

エ 被害が甚大で、道路等の損壊により、収集が困難な地域については、臨時の一時集積

場所を確保し、状況に応じた収集を行う。 

オ 指定避難所等に臨時の集積所を設置する。 

災害時のごみ収集方法については、防災行政無線等で町民に周知する。 

② 処理方法 

ごみ処理は、足柄西部環境センターで処理する。 

足柄西部環境センターの被害や、処理能力以上の排出量が見込まれるとき等、処理が困難

な場合は、他市町村に処理を要請する。 

 

（４） 災害廃棄物処理 

災害により倒壊した建築物等から発生する、廃木材、コンクリートがら等の災害廃棄物を速や

かに処理することは、町民の安全な生活の確保や応急対策、復旧を円滑に進めるためにも必要で

ある。 

１） 処理、撤去等 

① 被災建築物の解体、災害廃棄物の処理等は、原則として、所有者が行うこととし、町は、

これら廃棄物の処理場の確保、処理等に関する情報の収集提供等を行う。なお、災害の規

模や状況によっては、公費負担について、県等と協議を行う。 

② 町は、道路上及び応急対策上必要な場所の災害廃棄物、工作物等の障害物について、町

建設業協同組合、自衛隊等防災関係機関の協力を得て撤去等を行う。 

２） 処理方法 

災害廃棄物は、処理施設等への短期間の大量搬入が困難なため、町は、周辺環境に十分注意

しながら町有地等に災害廃棄物仮置場を確保する。 

仮置場に搬入された災害廃棄物は、分別等を行い資源の再利用を図る。再利用が不可能な物

については、足柄西部環境センターでの処理または廃棄物処理業者等に処理を依頼する。 
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第 14 節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動 

町は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して被災地住民をはじめとする町

民に対し、正確な情報を適切かつ迅速に提供することにより、混乱の防止を図り、適切な判断によ

る行動がとれるよう努める。 

また、被災者の生活上の不安を解消するために、女性や外国人等にも配慮した総合的な相談活動

を実施するとともに、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図る。 

（１） 被災者等への情報提供 

町は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して流言、飛語等による社会的

混乱を防止し、町民の心の安定を図るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、町民等の

安全を確保するため、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努める。 

また、指定避難所以外で避難生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避

難者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 

１） 町民等に対して、風水害の状況、避難所情報、交通機関やライフラインの復旧情報、そ

の他生活に必要な情報の広報活動を行う。 

２） 民間企業等からの有線や無線による地域情報の受入体制を整備し、これらの情報の活用

に努める。 

３） 被災者の安否情報について住民から照会があった場合は、被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するよう努める。なお、被

災者の中に配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等

が含まれる場合は、その個人情報の管理を徹底する。 

 

（２） 災害相談の実施 

１） 災害相談の実施 

地域の被災町民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため、県と相互に連携して、

臨時災害相談所を設け、発災直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応した総合的な相談

活動を実施する。 

２） 相談業務の内容 

災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や指定避難所、救援食糧・飲

料水・衣類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相

談、復興期の住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援

する。 
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第 15 節 広域的応援体制 

（１） 広域的な応援要請 

１） 県に対する応援要請 

① 応援要請の考え方 

大規模災害が発生し、町内の防災能力だけでは対応が不十分であり、県及び他市町村に応

援を求める必要があると判断される場合は、各種法令、相互応援協定に基づき、必要事項を

明確にした上で本部長が応援要請手続きを行う。 

② 県に応急措置の実施または応援を求める場合 

ア 災害救助法適用の要請 

イ 応援要請または応急措置の実施の要請 

③ 県に対する応援要請の方法 

応援要請または応急措置の実施を要請するにあたっては、とりあえず県防災行政通信網ま

たは電話等をもって処理し、事後文書により改めて処理する。 

この場合、以下の事項をあらかじめ明らかにした上で要請する。 

ア 災害の状況及び応援を要する理由 

イ 応援を必要とする活動内容（応急措置内容） 

ウ 応援を必要とする期間 

エ 応援を必要とする場所 

オ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

カ その他の必要事項 

２） 他市町村等への応援要請 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施するが、

その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、原則として、

他市町村長に対して応援要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は応急措置の実施を要

請する。 

① 県内市町村等への応援要請 

大規模災害が発生し他市町村からの応援が必要と判断した時は、県内 33 市町村間で結ん

でいる「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」（協定編『協定－21』

（p.379～381）による）により要請を行う。 

② 消防の応援要請 

ア 神奈川県内の消防の応援 

神奈川県下消防相互応援協定、同協定に基づく航空機特別応援実施要領（協定編『協定

－４』（p.334～337）による）及び神奈川県内消防広域応援実施計画（資料編『資料－25』

（p313～322）による）に基づき、小田原市消防本部消防長は、他市町村消防本部消防長

へ応援を要請する。 

イ 神奈川県外の消防の応援 

県知事は、消防庁長官へ緊急消防援助隊及び他府県の応援を要請する。 

ウ 近隣市町の消防応援 

町長は、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町消防相互応援協定（協

定編『協定－７』（p.343～345）による）により要請を行う。 
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③ 他都道府県の地方自治体との相互協力 

町は、災害時に相互援助を行うことを目的とする協定を品川区及び静岡県小山町等と結ん

でいる。今後は、同様に他の地方自治体との協力体制の推進に努める。 

３） 自衛隊の派遣要請 

町長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊の派

遣要請を要求する。この場合、必要に応じて、その旨及び町域に係る災害の状況を防衛大臣、

地域担任部隊等の長に通知する。なお、町長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に

通知する。 

町長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知する。なお、この通知をした時は速やかにその旨を知

事に通知する。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると

認められる場合には、自主派遣をする。 

① 災害派遣の要請 

ア 災害派遣要請基準 

自衛隊の災害派遣要請にあたっては人命救助及び財産保護のため緊急の措置を必要と

する場合行うものとし、概ね次の基準とする。 

ａ 人命救助のための応援を必要とするとき 

ｂ 車両、航空機等状況に適した手段による被害状況の把握が必要なとき 

ｃ 避難者の誘導、輸送等避難のため援助が必要なとき 

ｄ 主要道路、堤防、護岸の応急復旧に応援を必要とするとき 

ｅ 応急措置のための医療、防疫、救援物資輸送、炊飯、給水等の応援を必要とすると

き 

イ 災害派遣要請の方法 

ａ 本部長は、自衛隊の災害派遣を必要と判断する場合は、速やかに、本部会議に図り、

県知事に対し、自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

ｂ 県知事に対する自衛隊への派遣要請の要求は、書面をもって行うが、緊急を要する

時は、電話その他迅速な方法により通知するものとし、事後速やかに書面を送付する。

なお、県知事への派遣要請の要求ができない場合には、災害の状況を防衛大臣、また

は、地域担任部隊等の長に通知することができる。この通知をしたときは、速やかに

その旨を知事に通知する。 

ｃ 自衛隊の派遣を要請する場合は、自衛隊法施行令第 106 条に基づき次の事項を明ら

かにして要請する。 

≪自衛隊法施行令第 106条に基づき明らかにする事項≫ 

○災害の情況 

○派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○その他参考となるべき事項 

ｄ 被害状況により急を要する場合は、県を経て自衛隊の派遣を要請するとともに、自
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衛隊の下表の部隊にｃ項を通知する。 

部隊名 

（駐屯地名） 

連絡責任者 電話番号 

無線番号 時間内 時間外 

陸上自衛隊 

第31普通科連隊 

（武 山） 

第３科長 部隊当直司令 
横須賀 046-856-1291 

（内630、634、629 FAX690） 

県防災行政通信網 9209 

陸上自衛隊 

第１高射特科大隊 

（駒 門） 

第３係主任 

または 

第２係主任 

部隊当直司令 
御殿場 0550-87-1212 

（内430、420、449 FAX434） 

県防災行政通信網 9209 

 

４） 関係指定地方行政機関への応援要請 

町は、必要があると認めるときには、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関（特定独

立行政法人に限る）の長に対し、当該職員の派遣を要請する。その際には、次の事項を記載し

た文書をもって行う。 

① 派遣を要請（あっ旋）する理由 

② 派遣を要請（あっ旋）する職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

 

（２） 広域応援の受入れ 

１） 広域応援活動拠点の開設 

① 広域応援活動拠点の開設 

町は、県立山北高等学校を広域応援部隊（自衛隊、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊）等

の活動拠点として、県と協力して開設し受入れ態勢を整える。 

町では、広域応援部隊等の活動拠点をもとに、災害応急活動を実施する。 

実施する対策は次のとおり。 

ア 備蓄防災資機材・物資の配分、搬送調整 

イ 救援物資の受入れ、配分及び搬送調整 

ウ 協定物資の受入れ、配分及び搬送調整 

エ 輸送車両・ヘリコプターの誘導、物資の搬送調整 

オ 救援・復旧等対策に携わる災害応急活動要員等の集結、待機、出動調整 

カ その他必要な災害応急活動 

② 町が激甚被災地となった場合 

町が激甚な被害を受けた場合は、広域応援活動拠点となる施設や、オープンスペースの確

保及び応援部隊の受入れが極めて困難になる可能性がある。その場合は、県に対し、周辺の

市町村に広域応援活動拠点の開設と運営を要請する。なお、広域応援活動拠点の運営を円滑

に進めるため、町職員等を連絡要員としてこれらの拠点に派遣する。 

③ 町の被害が比較的軽微な場合 

激甚被災地となった市町村に対し、県の指示等により、広域応援活動拠点の開設・運営、

応援部隊・職員に対する便宜供与等により応援を実施する。 
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また、状況により、職員を激甚被災地市町村へ派遣する。 

２） 災害派遣部隊の受入れ 

① 受入れ準備 

自衛隊の派遣が決定した場合、本部長は、派遣部隊の活動が十分発揮できるようにするた

め、次の措置を行うものとする。 

ア 被災状況により隊員の到着前に必要な資機材の確保等、到着と同時に作業ができるよ

う準備しておく。 

イ 被災地に自衛隊が到着するために必要な誘導を行う。 

ウ 自衛隊の作業が他の復旧機関と競合重複することのないよう最も効率的に作業を分

担するよう配慮する。 

エ 派遣された自衛隊との円滑かつ迅速な措置が取れるよう連絡窓口の一本化及び連絡

要員を確保する。 

オ 派遣された部隊に対し、作業が円滑に行えるよう宿舎等必要な設備を整える。 

カ ヘリコプターによる災害派遣を受入れる場合は、風向表示、着陸地点の表示等受入れ

に必要な準備をする。 

② 派遣部隊到着後の措置 

派遣部隊が到着した場合は、目的地に誘導するとともに、派遣部隊の長と応援作業計画等

について協議し、必要な措置をとるとともに、到着後及び必要に応じて、次の事項を県に報

告する。 

ア 派遣部隊の長の官職氏名 

イ 隊員数 

ウ 到着日時 

エ 従事している作業内容及び進捗状況 

３） 災害派遣部隊の撤収要請 

本部長は、派遣部隊の長及び関係機関等の協議により、災害派遣要請の目的を達成した時、

または、その必要がなくなったと認められた時は、県知事に対し、撤収要請を依頼する。 

４） 経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、町が負担するが、その内容は概ね次のとお

りとする。 

① 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資材、機材（自衛隊装備に係るものを除く）

等の購入費、借上げ料及び修繕費 

② 派遣部隊の宿舎に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

③ 派遣部隊の宿舎及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

④ 派遣部隊の救援実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損害の補償 

⑤ その他救援活動の実施に要する経費で負担に疑義ある場合は、自衛隊と町が協議するも

のとする。 
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第 16 節 災害救援ボランティアの支援活動 

大規模災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合においては、町は、関係団体などと連

携し、災害救援ボランティアの活動を支援する町災害ボランティアセンターを設置・運営し、ボラ

ンティアニーズ情報の受発信、ボランティアの受入れ・コーディネート等により被災地におけるボ

ランティア活動の効果的な支援に努める。 

（１） 町災害ボランティアセンターの設置 

町、町社会福祉協議会及び災害救援ボランティア団体等は、それぞれの実情に応じて、発災後

速やかに、緊密な協働・連携のもと、災害ボランティアセンターを設置する。 

 

（２） 災害ボランティアの受入れ 

関係団体等と協力し、災害救援ボランティアに対する活動場所や、必要に応じ、資機材・宿泊

場所等の提供あるいはそれらの情報提供により、活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。

また、消防機関においても、元消防団員等の経験や能力を有した災害救援ボランティアとの連携

に努める。 

社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体等

と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携の

とれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の生活環境につい

て配慮する。 

１） ボランティア団体との連携 

大規模災害発生時、町職員や防災関係機関の応援部隊員等は、広範囲にわたる各種災害応急

対策活動を実施するため、要配慮者や被災町民等に対する支援が、困難または手薄になること

が予想される。 

町災害対策本部は、応急対策に必要な専門的技能を有する者、要配慮者や被災町民の生活等

を支援する者について、各種ボランティア団体と連携を図り、災害ボランティアとして積極的

に受入れを行うとともに、災害情報の提供、活動場所の提供等活動の円滑な実施が図られるよ

う支援する。 

２） 専門ボランティアの受入れ、活動 

① 医療、被災建築物応急危険度判定、ボランティアコーディネーターなど専門領域での活

動が行える専門ボランティアの受入れ窓口を各部に設置する。 

② 専門ボランティアの活動及び活動場所は、各部が応急対策活動の状況により判断し、依

頼する。 

③ 専門ボランティアの活動に必要な情報、資機材等の提供を行う。 

３） 生活支援ボランティアの受入れ、活動 

① 要配慮者支援、指定避難所等における生活支援の活動が期待される生活支援ボランティ

アの受入れ窓口は町社会福祉協議会に設置する。 

② 町社会福祉協議会は、ボランティアコーディネーターと連携し生活支援ボランティアの

活動内容、派遣先の指示、ボランティア活動上必要な情報の提供等活動の総合調整を行い、

その内容について町へ報告する。 

４） ボランティア活動に対する支援 

行政とボランティア団体の特性の違いを活かした効果的な支援活動を行うため、町は、災害
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救援ボランティア支援団体との協働・連携を進めるとともに、必要に応じ災害ボランティアの

活動拠点、宿泊施設等を確保する。また、円滑な活動促進のため、活動腕章の交付、災害保障

保険料の負担等を行う。 

５） 県に対する要請 

町は、必要に応じ県知事に対し、災害ボランティアの派遣、募集等について要請を行う。 

６） ボランティアの活動期間 

ボランティアの受入れと活動を要請する期間は、災害の状況に応じて定める。 
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第 17 節 災害救助法関係 

災害救助法適用の災害が発生した場合、災害救助法の規定に基づき、被災者の保護と社会秩序の

保全を目的として救助を実施する。また、町民生活の安定のため、町は、義援物資・義援金の受入

れ等を行うとともに、義援物資等を効率的に活用する体制づくりに努める。 

（１） 災害救助法 

１） 災害救助法の適用 

① 町長は、その被災状況によって、災害救助法に基づく応急措置を実施する必要があると

認める時は、県知事に対して、災害救助法の適用を要請する。 

② 県知事は、必要があると認めた場合、災害救助法を適用する。 

２） 災害救助法の適用手続き 

① 町長は、災害に際し、町における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに当該する見

込みのある時は、直ちに、県知事に対し、その旨を報告する。 

② 町長は、災害の事態が急迫して、県知事による救助の実施を待つことができない時は、

災害救助法の規定による県知事が行う救助の補助として着手し、その状況を事後、速やか

に、県知事に情報提供する。 

③ 県知事は、救助を迅速に行うために必要があると認める時は、次に示す、救助に関する

事務の一部を、町長に実施させることができる。 

④ 県知事は、災害救助法を適用した時は、関係指定地方行政機関等に通知し、内閣総理大

臣に報告する。「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の種類

は次のとおり。 

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

エ 医療及び助産 

オ 被災者の救助 

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 学用品の給与 

ク 埋葬 

ケ 死体の捜索 

コ 死体の処理 

サ 障害物の除去 

シ 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 



第３章 風水害対策計画 

133 

３） 災害救助法適用基準 

災害救助法の適用基準は、同法施行令第１条に定めるところによるが、神奈川県における具

体的適用基準は、次のとおりとなっている。 

№ 内 容 備 考 

① 
市町村の区域内の人口に応じ、住家が滅失

した世帯数が基準（※１）以上であること。 

※１ 

山北町においては、40世帯 

② 

被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯数

が 2,500世帯以上に達した場合で、当該市

町村の滅失世帯数が基準（※２）以上に達

したとき 

※２ 

山北町においては、20 世帯（住家の滅失し

た世帯、すなわち全壊（焼）、流失等の世

帯を標準としているので、半壊半焼等著し

い損傷を受けた世帯については、２世帯で

１世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等に

より、一時的に居住不能となった世帯につ

いては、３世帯で１世帯とみなす） 

③ 

被害が県内全域に及ぶ大災害で、県内の滅

失世帯数が 12,000世帯以上に達した場合、

または、災害が隔絶した地域で発生したも

のである等、災害にかかった者の救護を著

しく困難とする厚生労働省令で定める特

別の事情（※３）がある場合であって、多

数の住家が滅失したとき 

※３ 

災害にかかった者に対する食品若しくは

生活必需品の給与等について、特殊の補給

方法を必要とし、または、災害に係った者

の救出について、特殊の技術を必要とする

こと。 

④ 

多数の者が生命または身体に危害を受け、

または、受けるおそれが生じた場合であっ

て、厚生労働省令で定める基準（※４）に

該当するとき 

※４ 

災害が発生し、または発生するおそれのあ

る地域に所在する多数の者が、避難して継

続的に救助を必要とすること。災害にかか

った者に対する食品若しくは生活必需品

の給与等について、特殊の補給方法を必要

とし、または、災害にかかった者の救出に

ついて、特殊の技術を必要とすること。 

 

（２） 義援物資及び義援金 

１） 受入れ及び配分 

① 義援物資 

ア 民間企業や自治体等からの義援物資 

町は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受

入れを希望するもの及び希望しないものを把握する。また、町は、その内容のリスト及び

送り先を公表し、周知等を図るとともに、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定

するものとし、これを活用し、物資の配分を行う。 

② 義援金 

町は、義援金の受入れ、配分に関して、町、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募

金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を

行う。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努める。 
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（３） 災害弔慰金等 

１） 町長は、一定規模以上の災害により死亡した住民の遺族に対しては災害弔慰金の支給を、

一定規模以上の災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に対しては災害障害見

舞金を支給する。 

２） 町長は、災害により家屋等に被害を受けた世帯等に対して、生活の立て直し、自立助長

の資金として、災害救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に

基づき、山北町災害弔慰金の支給等に関する条例に従って災害援護資金の貸付けを行う。 

３） 町長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に罹災証明書の交付体制を

確立し、被災者に罹災証明書を交付する。 
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第４章 災害復旧・復興計画 

 

第１節 復興体制の整備 

（１） 人的資源の確保 

本格的な復旧作業及び復興事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間

にわたり必要になるが、被災職員による減員等により、特定の分野や職種において人員不足が予

測される。 

このため、特に人材を必要とする部門については、関係局と協議・調整し、弾力的かつ集中的

に人員配置を行うとともに、必要に応じて臨時職員等の雇用を行う。 
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第２節 復興対策の実施 

都市基盤施設等の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興対策、生活再建支援など多岐にわた

る復興対策を迅速・的確に行うために、被災状況に関する正確な情報の収集を行い、それに基づい

て各分野の対策を実施する。 

（１） 復興に関する調査 

災害発生時における防災関係機関の情報連絡体制、被災状況及び人的被害の状況を速やかに把

握するための体制等については、本計画第２章「災害予防計画」において定めているが、さらに

詳細に被災状況を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興

対策、生活再建支援など、復興対策及び復興対策に係わる応急対策を迅速・的確に行うため、復

興に関する調査を行う。 

１） 建築物の被災状況に関する調査 

町は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災地全体の建

築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理して県に報告する。また、個々の被災者の被害

の状況や、各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を、一元的に集約した被災者台帳

を作成し、総合的かつ効果的な支援の実施に努める。 

２） 都市基盤復興に係る調査 

① 公園・緑地等の被災状況調査 

町は、指定広域避難場所、広域応援活動拠点、応急仮設住宅用地となる公園・緑地等の被

害状況を調査する。 

② その他都市基盤復興に係る調査 

町は、治山・下水道・交通施設・廃棄物処理施設等の被害調査や、災害廃棄物の状況につ

いて調査する。 

３） 住宅の復興対策に関する調査 

町は、住宅の復興対策を効果的に行うために、応急仮設住宅等の入居状況を仮設住宅の種類

別、立地場所別に整理して県に報告する。 

４） 生活再建支援に係る調査 

① 罹災証明用住宅被災状況調査 

町は、各種の支援措置を実施するために必要な罹災証明書を交付するため、「全壊、焼失、

半壊建築物数及びデータ」等を基に、罹災証明書の根拠となる住宅の被災状況を把握すると

ともに、情報が不足している地域等については補足調査を行う。 

なお、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施する

ため、災害による住宅等の被害の程度の認定や罹災証明書の交付の体制を確立し、速やかに、

住宅等の被害の程度を認定し、被災者に罹災証明書を交付する。 

② 死亡者数、負傷者数等に関する調査 

③ 離職者に係る調査 

雇用対策のため、地域経済の被災状況を把握するとともに、被災離職者の調査を行い、離

職者の特性等について把握する。 

④ その他生活再建に係る調査 

町は、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、社会福

祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要となる被
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災状況について調査する。 

５） 地域経済復興支援に係る調査 

被災地全体の概要の把握に努めるが、特に中小企業の工場や商店街の商店等の被災状況等は、

生活再建支援策と密接に関連するため、可能な限り綿密に調査を行う。 

① 事業所等の被害調査 

町は、災害直後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別、規模別被

害額や工場、商店、農地・農林水産業等の被害について調査を行う。 

 

（２） 復興計画の策定 

町は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地

の再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実施し、多くの関係機関の

諸事業を調整しつつ計画的に復興を推進していくため、復興計画を策定する。 

復興計画を策定する際には、①復興の基本方針の策定、②分野別復興計画の策定、③復興計画

の策定という３つのステップを経て行う。 

なお、復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者のこころの健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを踏まえ、その維持・回復や再構築に

十分に配慮するものとする。 

１） 復興の基本方針の策定 

① 復興理念と基本目標の設定 

町民、事業者、自治体が一体となって、より効果的に復興事業を進めていくためには、復

興に関わる全ての人が地域都市のあるべき姿を共有することが必要となる。そこで、復興の

目標となる復興理念（スローガン）及び基本目標を設定する。 

② 復興の基本方針の策定 

復興計画は、国・県と協議を行い、次の基本方針により策定する。 

ア 町総合計画に基づき、安全で豊かな暮らしと住みよいまちづくりを図る 

イ 町都市計画マスタープランに基づき、災害に強い町づくりを図る 

ウ 公共施設及びライフライン等の耐震化の強化 

エ 町民意見の反映 

オ 被災教訓の反映 

③ 地域全体の合意形成 

復興は、地域が一体となって行っていくものであり、地域全体の合意形成を図ることが必

要なため、復興計画を策定していく過程において地域全体の合意形成を図る必要がある。 

２） 分野別復興計画の策定 

社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建にあたっては、市街地整備のみなら

ず、産業振興、福祉、教育等広範な分野にわたる事業を展開していく必要があるので、都市復

興、住宅復興、産業復興、生活再建など、個別具体的な計画が必要な分野については、分野別

復興計画を策定する。また、計画の策定にあたっては、各計画の整合性を図る。 

災害復旧に関する主な事業計画は次のとおりである。 

① 公共土木施設災害復旧事業計画 

② 農林業施設災害復旧事業計画 
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③ 水道施設災害復旧事業計画 

④ 下水道施設災害復旧事業計画 

⑤ 住宅災害復旧事業計画 

⑥ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

⑦ 学校教育施設災害復旧事業計画 

⑧ 社会教育施設災害復旧事業計画 

⑨ その他の災害復旧事業計画 

３） 復興計画の策定 

復興では、被災者の生活再建を支援し、施設のより一層の安全性の向上を図るとともに、地

域復興のための基礎的な条件づくりを行うことが必要とされ、復興計画とは、これらの基本的

な課題を達成するための計画であり、これらの課題に応えるための施策体系が必要となる。 

また、復興施策や復興事業は広範な分野にわたり、内容も複雑多岐に及ぶので、多くの復興

施策や復興事業のうち、何を優先して実行していくのかを明確に示す必要がある。 

具体的には、復興計画において規定する事項は次のとおりである。 

① 復興に関する基本理念 

② 復興の基本目標 

③ 復興の方向性 

④ 復興の目標年 

⑤ 復興計画の対象地域 

⑥ 個々の復興施策の体系（被災市街地、都市基盤等の復興計画、被災者の生活再建支援計

画、地域経済復興支援計画等） 

⑦ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

⑧ 復興施策や復興事業の優先順位 

 

（３） 復興財源の確保 

１） 財政方針の策定 

被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需要見込を

算定する。また、財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応が図れる

よう、機動的かつ柔軟な予算執行や編成を行うこととする。 

２） 財源確保対策 

復旧・復興対策に係る財政需要に対応するため、財政基金（大規模災害対応分）の活用や他

の事業の抑制などにより財源の確保を図るほか、激甚災害の指定、災害復旧に係る補助や起債

措置、交付税措置など、十分な支援を国へ要望していく。 

３） 災害復旧事業に伴う財源確保 

法律等により、国が、費用の全部または一部を負担、若しくは補助する災害復旧事業につい

て、その事業費の決定にあたっては、主務大臣が県知事からの報告、その他関係地方公共団体

からの資料及び実地調査の結果等に基づき行うこととしている。このため、各部は、災害復旧

事業の計画及び実施にあたっては、関係法令の定めるところにより、資料の収集、作成、実地

調査等に十分配慮し、災害復旧事業を行う。 

国が、費用の全部または一部を負担、若しくは補助する法律等は、次のとおりである。 
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① 公共土木施設災害復旧事業国庫負担法（昭和 26年法律第 97 号） 

② 公立学校施設災害復旧国庫負担法（昭和 28年法律第 247 号） 

③ 公営住宅法（平成 19年法律第 52号） 

④ 土地区画整理法（昭和 29年法律第 119 号） 

⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114 号） 

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

⑦ 予防接種法（昭和 23年法律第 68号） 

⑧ 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針につ

いて（昭和 37年建設省都市局長通達第 194 号） 

⑨ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25 年法律第 169

号） 

⑩ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和 30 年法律

第 136 号） 

⑪ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和 47

年法律第 132号） 

 

（４） 市街地復興 

被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって、自ら立ち上が

っていくことが必要となる。市街地復興の決定にあたっては、まず、被災地区の被災状況、地域

の従前の基盤施設の整備状況、既存の長期計画、広域計画における位置づけ、関係者の意向等を

もとに迅速な復旧を目指し、かつ、どのようにして災害に強いまちづくりを行うかといった中・

長期的な計画的市街地復興方策を検討する。 

さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方針、目的、

手法等を決定し、災害に強いまちの形成やより快適な都市環境の形成を図る。 

特に市街地の防災性の向上や都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる現状復旧では

なく、合理的かつ健全な市街地の形成や都市機能の更新を図っていく。 

１） 都市復興基本方針の策定 

町は、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況、既定の長期計画・広域計画

における位置づけ等を踏まえ、原状復旧を行う地区とするか、計画的復興地区とするのかを検

討して基本方針を策定し、公表する。 

２） 建築制限の実施 

町は、都市計画区域内の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整理等による本

格的な復旧・復興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになるような無秩序な建築行為

を防ぐことを目的として、建築基準法等に基づき区域を指定し、建築制限を実施する。この場

合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設する。 

３） 住宅対策 

生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくるため、町は、持ち

家、マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給及び公営住宅等への特定入居等を行う。ま

た、公営住宅の入居対象外の町民に対して、民間賃貸住宅の供給促進及び入居支援を行う。 
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（５） 都市基盤施設等の復興対策 

都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる機能の回復を目的とした応急復旧と施設

自体を被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災性を高めて計画的に整備するといった本格的な

復興の３つの段階に分けられ、それぞれの基本方向にそって施策を実施する。 

１） 被災施設の復旧等 

ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者との連携のもと、施設の早

期復旧に努める。 

２） 応急復旧後の本格復旧・復興 

町は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川など

の骨格的都市基盤整備、防災安全街区の整備、ライフライン施設の地中化などの防災性の強化、

さらには建築物や公共施設の不燃化などを基本目標とする。 

① 公共施設 

被災した公共施設については、災害応急対策による応急復旧終了後、被災施設の原形復旧

と合わせ、災害の再発防止または被害の軽減を図るため、検討を行い、必要な施設の新設、

改良等行う。災害復旧の実施にあたっては、被害の状況に応じ重要度と緊急度の高い施設か

ら優先して行う。 

② 道路施設 

町は、被災状況、地域特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目

指すか、中・長期的な問題点の改良等も行う復興を行うのかを検討し、復旧・復興方針を作

成する。 

③ 公園・緑地 

町は、被災市街地・集落の復興における基盤整備の方針、計画、整備手法などと調整を図

り、公園・緑地の復旧・復興方針を作成する。また、都市計画決定されている公園緑地の整

備を進め、既存公園に防災施設の整備・拡充を行うとともに、防災拠点となる公園を整備す

る。 

④ ライフライン施設 

町は、被害状況や緊急性を考慮して、各ライフライン事業者と調整を図り、施設の早期復

旧・復興を目指すとともに、防災性の強化など防災性の向上に努める。 

⑤ 河川・砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設・森林等 

町・施設管理者は、管理する各施設について、被害状況や緊急性を考慮して、施設の早期

復旧・復興を目指すとともに、防災性の向上に努める。 

⑥ 災害廃棄物等 

損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、必要に応じて広域的な処理

を検討するとともに、環境負荷のできるだけ少ない方法を検討し、適正かつ円滑・迅速に処

理を進める必要がある。 

ア 災害廃棄物等の処理 

町は県と協力して、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、

仮置場、最終処分地を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄

物の適正かつ円滑・迅速な処理を行う。災害廃棄物の処理にあたっては、適切な分別を行

うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 
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なお、家屋等の解体は原則として所有者が行うが、国の補助が認められた場合には、町

は県及び関係機関と調整のうえ解体処理実施計画を作成し、受付窓口等を設置して、分別、

運搬等について周知し、広報を行う。 

 

（６） 生活再建支援 

被災者の生活復興は、災害の前の状態に復元することが第一目標となるが、心身や財産、就業

場所の被害が甚大なため、元の生活に戻ることが困難な場合がある。そこで、新たな生活を再建

するためには、行政、町民、民間機関が連携し、協働することが大切である。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のた

めの仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持

回復、心身のケア等生活全般にわたって、きめ細かな支援を講じる必要がある。 

さらに、町外に避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体が協力することにより、必

要な情報や支援・サービスを提供できるよう努める必要がある。 

また、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する

事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努め

る必要がある。 

１） 被災者の経済的再建支援 

町は、被災者の生活再建が円滑に進むよう、福祉、保健、医療、教育、労働、金融等総合相

談窓口を設置し、さらに被災者生活再建支援金や災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援

護資金や生活福祉資金の貸付け及び罹災証明書の交付をはじめとする各種事務執行体制を強

化するとともに、必要に応じて税や保険料の納期の延長、徴収猶予、減免を行う。 

① 被災者生活再建支援金の支給 

町は、被災者生活再建支援法（平成 10 年５月法律第 160 号、改正：平成 19 年 11 月法律

第 114 号）に基づき、被災者の自立的生活再建が速やかに図れるよう、被災者生活再建支援

金の支給申請等に係る窓口業務を行う。 

② 災害援護資金の貸付 

町は、災害により家屋等に被害を受けた世帯主に対し、生活の立て直し、自立助長の資金

として、災害救助法が適用された災害では、「山北町災害弔慰金の支給等に関する条例」に

基づき、災害援護資金の貸付けを行う。 

③ 生活福祉資金の貸付 

町、県社会福祉協議会は、災害救助法の適用に至らない小規模災害時には「生活福祉資金

貸付制度要綱」に基づき、低所得者世帯を対象に生活福祉資金を貸し付ける。 

④ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

町は、災害による死亡者の遺族に対し「山北町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づ

き、災害弔慰金を支給する。また、災害により精神的又は身体に著しい障害を受けた町民に

対しては、同条例に基づく災害障害見舞金を支給する。 

⑤ 災害給付金及び災害見舞金の支給 

町は、町内における火災、風水害により、固定資産税が課せられた家屋が災害を受けた場

合、その所有者に対し、「山北町災害給付金及び災害見舞金の支給に関する条例」に基づき

災害給付金及び災害見舞金を支給する。 
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⑥ 災害復興住宅資金の融資 

地震、暴風雨、洪水、その他の災害により、住宅が滅失または損傷した者は、住宅金融公

庫法及び同法施行令の定めるところにより、住宅金融公庫から住宅の建設、購入、補修、移

転及びそれに伴う宅地の整備、土地の購入、借地権の取得を行うのに必要な資金の融資を受

ける事ができる。 

⑦ 義援物資の受入れ及び配分 

ア 義援物品の受入れ、保管 

ａ 民間企業や自治体等からの義援物資 

町は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、

受入れを希望するもの及び希望しないものを把握するとともに、その内容のリスト及び

送り先を公表し、周知等を図る。 

また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改訂するものとし、これを活用して

物資の配分を行う。 

ｂ 町民や自治体等から拠出された義援物品は、予め指定した場所で受入れる。 

ｃ 受入れた義援物品の保管場所は、災害状況等を勘案し、次の施設から選定する。 

○生涯学習センター 

○防災センター地下防災倉庫 

○清水支所、三保支所 

○その他、町施設 

イ 義援物資の配分計画 

被災者への生活必需品の供給時に、義援物資の活用を図る。 

ウ 義援物資の募集 

町は、被災状況や需給状況等により、不足する物資の把握を行い、新聞、テレビ等の報

道機関の協力を得て、受入れ希望物資のリストを公表し、周知を図り、義援物資を募集す

る。 

⑧ 義援金の受入れ及び配分 

町は、義援金の受入れ、配分に関して、町、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募

金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を

行う。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努める。 

ア 義援金の受入れ、保管 

町民や自治体等から拠出された義援金で、町に寄託されたものについては、町が受入れ、

会計管理者が保管する。 

イ 義援金の配分計画 

ａ 県が、町及び日本赤十字社神奈川県支部等の関係団体と義援金の募集、配分に関す

る委員会を組織した場合は、町が保管する義援金は、県委員会に送付する。ただし、

寄託者が使途を明確にしたものについては、この限りでない。 

ｂ 町は、必要に応じて、関係団体を構成員とする義援金配分委員会を設置し、次の事

項を審議決定する。 

○義援金の配分計画の策定 

○義援金の受付け・配分に係る広報 
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○その他、義援金に関する必要事項 

ウ 義援金の配分 

義援金の配分は、県または町が設置した委員会で定めた配分計画に基づき適切な配分を

行う。 

⑨ 生活保護 

町は、被災による生活環境の変化から、新たな要保護者の発生が予想されるので、申請漏

れが発生しないよう、相談窓口の設置等により生活保護制度の周知を行う。また、被災の状

況によっては申請そのものが困難な場合も考えられるため、積極的に情報を収集して要保護

者の把握に努める。 

⑩ 税の減免等 

町は、被災者の生活再建を支援するため、個人住民税、個人事業税、自動車税、固定資産

税、不動産取得税などの地方税について、申告等の期限延長、徴収猶予及び減免などの納税

緩和措置について検討する。 

ア 期限の延長 

罹災した納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出または町税を納付若しくは納

入することができないと認めるときは、次の方法により、災害が治まったあと２ヶ月以内

に限り、当該期限を延長する。 

ａ 災害が広域にわたる場合は、町長が職権により、適用の地域及び期限の延長日を指

定する。 

ｂ 災害が収まった後、速やかに、罹災した納税義務者等による申請があったときは、

町長が納期限を延長する。 

イ 徴収猶予 

罹災した納税義務者等が町税を一時に納入することができないと認められるときは、そ

の者の申請に基づき１年以内において徴収を猶予する。 

なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに、１年以内の延長を行う。 

ウ 滞納処分の執行の停止等 

災害により、滞納者が無財産となる等の被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、

猶予の減免等適切な措置を講じる。 

エ 減免 

罹災した納税義務者に対し、該当する各税目について、次により減免を行う。 

ａ 町民税 

罹災した納税義務者本人または住宅、家財の被災の程度に応じて、減免を行う。 

ｂ 固定資産税 

罹災した固定資産（土地、家屋、償却資産）の被災の程度に応じて、減免を行う。 

ｃ 軽自動車税 

罹災した軽自動車（原動機付自転車、自動二輪含む）の被災の程度に応じて、減免を

行う。 

⑪ 社会保険関連 

町は、国民健康保険、介護保険など社会保険関連の特例措置を実施する。 

ア 国民健康保険税の減免等 
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ａ 減免 

災害により生活が著しく困難となった者に対し、被災の状況に応じて、保険料を減免

する。 

ｂ 徴収猶予 

災害により財産に損害を受けた納付義務者が保険料を一時に納付することができない

と認められるときは、その者の申請に基づき、その納付することができないと認められ

る金額を限度として、１年以内において、徴収を猶予する。 

イ 国民年金保険料の免除 

被災した年金加入者またはその世帯員が災害により財産に損害を受け、保険料を納付す

ることが困難な事情にあるときは、申請に基づき、内容審査のうえ小田原社会保険事務所

長に免除申請書を進達する。 

ウ 保育・幼稚園保育料の減免 

災害により損失をうけた場合は、その損失の程度に応じて、減免する。 

⑫ 罹災証明書の交付 

罹災証明書（様式編『様式－24』（p.446）による）は、災害救助法による各種施策や町税

等の減免、徴収猶予措置、各種保険の請求などを行うにあたって必要とされるため、早期か

つ適切に発行する。 

ア 罹災証明書の対象 

罹災証明書は、以下の項目について、証明を行う。 

ａ 人的被害 

ｂ 建物被害 

ｃ その他の物的被害 

イ 罹災証明書の交付 

罹災証明書は、罹災証明書の対象となる建物等の所有者及び占有者等の申請（様式編『様

式－23』（p.445）による）に基づき、町長または小田原市消防本部消防長が交付する。 

なお、罹災証明書の交付にあたっては、査定漏れや査定の追加等による混乱が起きない

よう、被害査定基準の明確化や査定要員の教育の徹底を図る。 

ａ 罹災台帳 

罹災証明書の交付は、被害調査の結果に基づき作成した、罹災者台帳（様式編『様式

－25』（p.447）による）により行う。 

ｂ 申請窓口及び交付窓口 

罹災証明書の申請及び交付の窓口は、本庁舎及び清水・三保支所とする。 

なお、火災による罹災証明書の交付は、小田原市消防本部及び足柄消防署で行う。 

ｃ 申請方法 

申請は、原則として、窓口で直接行う。 

なお、災害による負傷等のため直接申請できない場合は、郵送等による申請を受け付

ける。 

ｄ 再調査の申出 

被災者は、罹災証明書の内容に不服があった場合は、再調査を申出る事ができるもの

とする。町長は、再調査の申出があった建物に対し、迅速に再調査を実施し、結果を連
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絡する。 

ウ 罹災証明書の交付に関する広報 

罹災証明書の交付は、広報紙等により周知する。 

２） 精神的支援 

① 被災者の精神的な不調に関する相談及び訪問相談等の実施 

町は、被災を体験したことにより精神的に不安定になっている被災者に対して、かながわ

ＤＰＡＴや医師、保健師、精神保健福祉士等がこころの相談に応じる相談室や専用電話等を

設けるとともに、必要に応じ訪問相談を行う。 

② 被災者の精神保健支援のための地域拠点の設置 

町は、被災者のこころのケアに長期的に対応するための地域拠点を設置して地域に根ざし

た精神保健活動を行う。 

③ 災害時のこころのケア啓発冊子の作成・配布 

被災に関わるこころの変化について、被災者、行政関係者、ボランティア等に周知を図る

ため、既存の冊子や新たに作成した冊子を配布する。 

④ 被災児童・生徒等のこころのケア事業 

町は、災害時に特に影響を受けやすい児童・生徒等に対して、相談窓口の設置や電話相談

の開設、スクールカウンセラー等による巡回相談等を実施する。 

３） 要配慮者対策 

① 高齢者、障がい者、児童等への支援の実施 

町は、高齢者、障がい者、児童等の要配慮者の被災状況を把握し、ホームヘルプサービス

やショートステイ等の在宅サービスの実施、入所施設等への受入れ、福祉ボランティアの確

保等を実施する。 

また、災害直後から復興期にかけて、要配慮者に対し、適切にサービスが提供できるよう、

社会福祉施設等の管理者や関係機関との連携システムを強化する。 

なお、障がい等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な手続きができ

ないことも考えられるため、そうした方への支援も実施する。 

② 外国人被災者への支援の実施 

町は、言葉の壁がある外国人被災者が情報を入手できるよう、応急仮設住宅、義援金など

各種交付金の手続きといった被災後の生活情報を、やさしい日本語による発信に加え、多言

語で発信するとともに、災害時に開設される臨時災害相談所において、通訳ボランティア等

の協力を得て、可能な限り多言語で、帰国手続き、罹災証明書、義援金等の金銭給付、就労、

労働、住宅等に関する相談に応じる。 

また、各種公的サービスを提供する行政機関などにおいて、通訳ボランティア等による支

援を行う。 

４） 社会福祉施設、社会復帰施設等 

① 地域の福祉需要の把握 

町は、要配慮者、介助者、住宅、施設等の被災による新たな福祉需要の発生や、既存の福

祉サービスの供給能力の低下など、増大する福祉需要に対応するため、地域の福祉需要の把

握に努める。 
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② 社会福祉施設、社会復帰施設等の再建 

町は、社会福祉施設や社会復帰施設等を早期に再建し、入所・通所者への適切なサービス

を確保するため、社会福祉法人等への再建支援を実施する。 

③ 福祉サービス体制の整備建 

町は、被災後の生活環境の変化等による社会福祉施設等への入所・通所者の増加に対応す

るため、新たな人員、設備の確保や施設の新設、既存施設の増設等を検討する。 

５） 生活環境の確保 

① 食品・飲料水の安全確保 

町は、水道施設の復旧が完了するまでは、非常用飲料水や貯水槽等の水を飲料水として利

用することから、感染症の発生等を防止するため、飲料水の安全確保のための指導を行うと

ともに、水道施設の復旧支援を行う。 

また、食料品についても、炊き出し等による健康被害が発生しないよう、食品衛生確保の

ための指導を行う。 

② 公衆浴場等の情報提供 

町は、公衆浴場や理髪・美容店の営業状況を把握し、情報提供を行う。 

６） 教育の再建 

① 学校施設の再建、授業の再開 

町は、被災地での授業の早期再開を図るため、校舎等の補修箇所等を確認し、修繕や建替

等の復旧方策を検討するとともに、学校周辺の被災状況等を把握し、再建復興計画を作成す

る。 

また、仮設校舎の設置や公共施設の利用等により授業実施の場を確保する。 

② 児童・生徒等への支援 

町は、児童・生徒等の心的影響、経済的影響、学用品の不足等に対して支援を行う。また、

転入・転出手続きについても弾力的に取り扱う。 

７） 社会教育施設、文化財等 

町は、被災施設の再建支援を行うとともに、収蔵品の保管場所の確保、破損した収蔵品の補

修計画を策定する。また、文化財についても、破損、劣化、散逸を防止し、復旧対策を推進す

る。 

８） 情報提供、町民相談 

町は、行政の行う施策のほか、被災地域の生活関連情報等を整理し、ホームページや広報紙

等を利用して提供する。 

また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復興の不安に対する相談に

応じる。 

① 総合相談窓口の開設 

大規模災害時、町は、被災町民のための総合相談窓口を設け、相談・要望・苦情等を聴取

し、その解決を図る。 

相談等の内容について的確に対応するため、国、県、防災関係機関、団体等と連絡を図る

とともに、医療・法律・金融など専門知識を有する人材の協力を求める。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 地震災害対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第５章 地震災害対策計画 

147 

第５章 地震災害対策計画 

地震災害対策計画は、町内の風水害等の災害及び原子力災害を除く、地震災害全般に関して総合

的な対策として定めるものであり、この計画に基づき事前の対策を推進して、災害に強い安全な町

土づくりを進めるとともに、地震災害が発生した際の応急対策を実施することにより、町民の生命、

身体及び財産を地震災害から守ることを目的とするものである。 

なお、災害復旧・復興にあたっては、第４章「災害復旧・復興計画」で定める事項を準用する。 

 

町職員の心得 

 

大地震等、大規模な災害が発生したときは、町民の身体生命財産を災害から守るため、消防、

警察、自衛隊等の関係機関並びに地域住民と一体となり、広範囲な災害応急活動を迅速に行わな

ければならない。 

災害時は、日常の行政業務とは異なった組織の下で、異なった任務・行動を行うケースが多く、

全職員のチームワークが極めて重要である。職員は、平時から各自の任務を十分自覚し、防災活

動が円滑に行われるよう務めることが必要である。 

① 職員の自覚 

災害が発生し、または、発生が予測される場合には、常に、全体の奉仕者であることを自覚

し、最善を尽くさなければならない 

② 参集の義務 

町長の指示があったとき、または、勤務時間外、休日等において、大規模な災害が発生し、

若しくは発生するおそれがあることを知ったときは、万難を排して、可能な方法により、直ち

に、参集して所定の配置につかなければならない。 

③ 積極的な対応 

災害時には、常に、即断即決かつ最善が求められるため、躊躇することなく積極策をとるよ

う心掛ける。 

④ 臨機応変の措置 

不測の事態が発生した場合等（人が倒れている等）は、的確に事態の状況を把握するととも

に、緊急性を要するものを優先し、適切な判断をする。 

⑤ みだりに持ち場を離れない 

発災後、混乱が予想されるため、自分の位置は常に明らかにし、勝手に持ち場を離れない。

やむを得ず持ち場を離れる場合は、上司等に報告する。 

⑥ 罹災者に対する応接 

災害による家族の死亡や財産損壊による精神的打撃を考慮し、常に、温かい配慮で接し、軽

率な言動は慎むこと。 

⑦ 服装について 

特に指示のあった場合を除き、防災服（作業服）とし、ヘルメットを着用する。災害の状況

に合わせ長靴、カッパ等を用意する。 
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第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

地震発生後、町及び防災関係機関は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の措置状況を迅

速に収集・連絡し、職員の安全の確保に十分に配慮しつつ、災害対策本部の設置等必要となる体制

の整備を進める。 

町は、地震が発生したときは、被害規模等の情報の収集・連絡を行い、その情報に基づき事態の

推移にあわせた災害応急活動を行う。 

（１） 地震情報等の収集・伝達 

町は、全国瞬時警報システムなどにより地震情報等を受理したときは、防災行政無線等を通じ

て直ちに住民等に伝達するとともに、避難勧告や指示等の措置を行う。 

 

（２） 配備体制 

１） 自主参集（勤務時間外） 

勤務時間外に地震が発生した場合、町職員にあっては、テレビ・ラジオで速報される地震情

報、自宅周囲の状況などから町内に大規模な被害の発生が予想される場合は、動員指令を待つ

ことなく自己の判断により、直ちに、あらゆる手段を持って所定の参集場所に参集し、災害応

急活動に従事する。 

２） 日直及び夜間警備員の業務 

日直及び夜間警備員は、緊急災害情報を受けた時、直ちに、関係職員に連絡し、その指示を

受けて適切な措置を講じなければならない。 

３） 動員配備の決定 

災害が発生した場合、総務防災課長は、配備の基準をもとに、町長と協議し、動員配備の区

分を決定する。なお、迅速を要する場合には、在庁（または連絡可能な）最上位意思決定者に

おいて専決する。 

４） 動員実施 

① 動員は災害対策本部長が発令する。各部長は参集状況を本部長に常に報告しなければな

らない。 

② 動員について各部に調整の必要がある時は、本部長が行うものとする。 

５） 配備基準 

勤務時間内の場合は、災害の状況によりそのまま災害応急活動体制へ移行する。 

勤務時間外の配備基準、参集場所等は、次のとおりである。 

① 配備の基準 

配備 配備基準 配備人員 

事
前
配
備 

（第１次警戒態勢） 

ア 県西部地域で震度４の地震を計測、または町内で

震度４の地震を計測したとき 

総務防災課長 

防災消防班員 

（第２次警戒態勢） 

ア 県西部地域で震度５弱の地震を計測、または町内

で震度５弱の地震を計測したとき 

①総務防災課長の指示によ

り総務防災課員配備及び

建設部長の指示により建

設部警戒体制要員配備 

②必要により総務部長から

の指示で課長以上職員配

備 
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配備 配備基準 配備人員 

１
号
配
備 

ア 局地的に災害が発生し災害対策が必要なとき 

イ 東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表され

た場合 

副主幹以上職員 

（町長の指示） 

２
号
配
備 

ア 県西部地域で震度５強以上の地震を計測したと

き 

イ 大規模な災害が発生または、局地的災害で、被害

が甚大なとき 

ウ 東海地震予知情報が発表された場合 

全職員 

 

② 配備指令が出された場合の参集場所 

配備 参集職員 参集場所 

１号配備 副主幹以上職員 

庁舎３階 多目的室 

※状況により清水（神縄を除く）・静岡県

在住職員は清水支所、三保・神縄在住職

員は三保支所に参集する場合あり。 

２号配備 全職員 

清水（神縄を除く）・静

岡県在住職員 

清水支所 

※状況により移動の指示あり 

三保・神縄在住職員 
三保支所 

※状況により移動の指示あり 

その他の地区（町外を

含む）在住職員 

本庁舎 所属現課 

原則、幼保学校職員は勤務場所。交通等の

状況により主管課に参集する場合あり。 

 

③ 参集手段 

徒歩または自転車、オートバイを基本とする。町外在住者は、交通機関の利用が可能であ

れば、有効に活用する。 

④ 参集が困難な場合の連絡 

職員または家族等が大きな被害を受けたとき、参集途上に緊急の救援活動が生じたときな

ど、やむを得ない理由で参集が困難な場合は、（連絡が取れる時点で）必ず上司等に報告す

るものとする。 

⑤ 参集途中の行動 

ア 参集は、速やかに指定された場所に参集することを原則とする。 

イ 参集のルートは、道路や周辺の被害の状況に応じて、安全なルートを選択する。 

ウ 参集途上において、周辺の災害状況に目を配り、重大な被災状況があれば、その状況

を把握しながら参集すること。 

エ 参集時に、人命に係わる救出活動を行っている場面に遭遇した場合は、自己の判断に

より対応するものとし、連絡が取れる時点で報告する。 

オ 参集時に把握した災害情報については、「災害情報報告書」（様式編『様式－２』（p.420）

による）に記入し報告する。 
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地震発生後の参集途中に留意すべき点 

○家屋の倒壊等の危険があるかもしれないので、できるだけ道路の真ん中を通る。 

○余震による落下物には注意する。 

○夜間は何が落ちているかわからないので、特に注意をする。 

○火災地域は延焼の可能性があるので、避けて通る。（風下側には回らない） 

○落下している電線には近づかない。（特に水たまりに電線がある場合は注意） 

○ガス漏れの心配もあるのでタバコは絶対に吸わない。 

 

⑥ 自己判断による参集 

地震または突発的な災害の発生時、テレビ、ラジオ等による情報や周囲の状況から、町内

の被害が甚大と判断される場合は、次のフローチャートにより速やかに参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本人・家族・家屋に 

被害があるか？ 

被害を受けたのは？ 

家 族 

程度は？ 

本 人 

状況を上司等へ報告 

指示を受ける 

応急手当 

参集可能か？ 上司等へ報告 

参  集 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

家屋 

 

重 傷 死 亡 軽 傷 

状況を上司等へ報告 

（家族等による） 

大規模災害発生 

程度は？ 

応急手当 

重 傷 死 亡 軽 傷 
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６） 動員指令の連絡 

各所属長は、勤務時間外においても遅滞なく職員の招集が行われるようあらかじめ定められ

た方法により動員指令を職員へ連絡する。 

この場合、職員の招集にあたってはチェックインシステム、電話、防災行政無線、その他適

切な方法による。 

① 緊急電話連絡網 

局地的または広域的に災害が発生しているときは、順次、配備の拡充を行う。配備拡充は

緊急電話連絡網により、自宅待機している職員に緊急参集の連絡を行う。 

連絡の際に連絡相手が不在ないし連絡できない場合は、次の相手に連絡する。 

各所属長は、毎年度、課内の緊急電話連絡網を定め、総務防災課に報告する。 

 

緊急電話連絡網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学校
課員・幼稚園・小学校

 課員・県派遣職員等

課員・認定こども園・保育園

都市整備課長

定住対策課長

教育特区推進室長 室員

農林課長  商工観光課長

 環境課長

町　　　長 副町長

総務防災課長

教育長

企画政策課長

課員

 議会事務局長

課員

課員

局員

 生涯学習課長

会計課長 課員

 町民税務課長

課員

 学校教育課長

室員

課員

 新東名対策室長

 上下水道課長 課員

課員

西部清掃組合

課員

課員

課員 保険健康課長 福祉課長

課員

財務課長
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② 防災行政無線による職員参集 

特に緊急を要するときは、防災行政無線による町内在住職員の参集放送を行う。 

 

（３） 地震発生直後の被害情報の収集・連絡 

１） 災害情報の収集 

地震発生直後において、庁舎及びその周辺に関する概括的被害情報、ライフライン被害の範

囲等、被害の規模を推定するための関連情報の収集にあたる。 

① 勤務時間外の地震発生 

ア 情報収集 

ａ 町内で強い地震（震度５強以上）が発生した場合、職員は、各所属ごとに災害情報

を収集する。情報収集は、２名１組とし可搬無線機を携行し、人命に係わる災害情報

を最優先に収集する。 

ｂ 収集した情報は、無線等により本部に報告するが、連絡が不可能な場合は直接本部

に戻り「災害情報報告書」により報告する。 

ｃ 人命に係わる災害情報 

○要救出現場数（※） 

倒壊家屋戸数、崖崩れ箇所等、要救出現場（生き埋め者のいる可能性のある現場）

が何箇所あるかを把握する。 

○出火件数（※） 

○二次災害危険箇所（土砂災害危険箇所、道路陥没箇所等） 

※以上のうち、特に「要救出現場数」、「出火件数」の情報は速報性が重要であるため、

正確を期すより粗くとも速報する。 

ｄ 災害応急対策に必要な災害情報 

○重要道路、橋梁の被害状況 

○避難所（避難収容施設）の被害状況 

○主要水道施設の被害状況 

○医療施設の被害状況 

○その他重要と思われる災害情報 

ｅ 情報収集を行う場合、状況に応じて、徒歩、自転車、オートバイ、公用車で行う。 

イ 職員の参集途上における情報の収集 

職員は、参集途上に可能な限り、災害情報等を収集する。その結果は、参集後直ちに、

本部へ報告する。 

ウ 消防団が行う情報収集 

消防団は災害発生時、消火活動及び救出・救助活動を全機能をあげて行う。それととも

に可能な限り、火災及び人命危険関係情報の収集を行い、可搬無線機等により災害対策本

部へ報告する。 

エ 自主防災組織が行う情報収集 

地震等災害発生時、自主防災組織で定めた災害情報連絡員は、自宅周辺の被害状況等の

災害情報を収集する。町への報告責任者は、災害情報連絡員の情報を集約し災害対策本部

へ報告する。 
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オ 初期に参集した職員が行う情報収集、情報の集約 

初期に参集した職員の中から責任者（役職の上位者、同じ場合は経験年数の多い者とす

る）を定め、災害情報収集・集約等を開始する。責任者は以下の作業を参集職員に順次指

示する。 

ａ 災害情報収集 

火災箇所、被害集中地区、家屋密集地区等、情報収集に当たる職員の補完を行う。 

（２名１組、可搬無線機携行） 

ｂ 災害情報集約作業 

参集途上時把握情報、情報収集職員からの情報、自主防災組織、町民等からの情報の

取りまとめを行う。 

ｃ 参集人員確認作業 

参集人員の確認、参集不可能職員の把握、理事者等に連絡する。 

責任者は、災害対策本部の設置等体制が整った後、現在までの状況を報告する。 

カ 清水・三保支所、学校等所属施設に参集した職員の対応 

参集職員は責任者を定め、把握している災害情報・参集人員を遂次本部に連絡する。人

命の救出など人命に係わる活動は、指示を待つことなく責任者の判断で行う。 

② 勤務時間内の地震発生 

ア 災害情報の収集 

勤務時間内に、町内で震度５強以上の地震が発生した場合は、町長（不在の場合は、最

上位意思決定者）は、各課長等に対し、災害情報の収集を指示する。 

ａ 情報収集は、２名１組とし可搬無線機を携行する。 

道路が通行可能な場合は、公用車を使用する。不可能な場合は、徒歩、自転車、オ

ートバイで行動する。 

ｂ 各課長等は、情報収集区域の重複がないよう協議するものとする。 

ｃ 収集する災害情報は、勤務時間外に情報収集に当たる職員が収集する内容等に準じ

る。 
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イ 勤務時間内に災害が起きた場合の情報収集分担 

各課が収集する情報は、次のとおりとする。 

課 名 災害直後 時間経過後 

企画政策課 各災害情報の集約・分析・報告 

財務課 庁舎の被害 町所管施設被害 

総務防災課 人命に係わる災害情報 

・倒壊家屋戸数 

・出火件数、延焼等の状況 

・二次災害危険箇所 

・その他災害情報 

家屋被害 
議会事務局 

会計課 

町民税務課 

福祉課 要配慮者の安否確認 
医療機関、保育所施設被害 

保険健康課 医療機関の被害状況 

定住対策課 町営住宅入居者の安否確認 町営住宅被害 

農林課 主要施設の被害状況 農林水産関係被害 

環境課 主要施設の被害状況 ごみ処理施設被害 

商工観光課 人命に係わる災害情報 商工業関係被害 

都市整備課 
重要道路、橋梁の被害状況 道路、橋梁、河川等土木被害 

新東名対策室 

上下水道課 主要水道施設の被害状況 
上下水道施設、町設置型浄化

槽被害 

学校教育課 
避難所の被害状況 教育施設被害 

生涯学習課 

 

２） 災害情報の集約・分析に基づく意思決定及び情報の共有化 

① 本部事務局においては、収集した災害情報を迅速に集約分析し、本部長に報告するとと

もに、広域応援要請、自衛隊災害派遣要請、避難勧告・指示、災害救助法の適用申請等の

必要性の有無を判断し、本部長（不在の場合は最上位意思決定者）の意思決定を求める。 

② これらの情報については、各部長より各課へ伝達し、共有化を図り、応急対策活動に統

一性を与える。 

３） 災害情報の県等への迅速な報告 

① 県への報告 

人的被害の状況（行方不明者の数を含む）、建築物の被害状況及び火災、土砂災害の発生

状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、災害情報管理シス

テム等により県へ報告する。その他の防災関係機関においても、各種の被害情報等を防災行

政通信網等により県へ報告する。ただし、通信の途絶等により県に報告できない場合は、消

防庁へ連絡する。特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報

であるため、町は、住民登録や外国人登録の有無にかかわらず、当該町域内で行方不明とな

った者について、県警察等関係機関として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登

録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など

外国人登録の対象外の者は外務省）又は県に報告する。 

なお、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通信可能な地域まで伝令を
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派遣する等、あらゆる手段をつくして報告するよう努める。 

ア 県災害情報管理システム 

県への報告は、県災害情報管理システムを活用して行うものとする。県災害情報管理シ

ステムの運用開始の通報を受理した後、被害速報、被害詳細報告、被害確定報告を遂次行

う。 

イ 災害報告書 

県への報告は、県災害情報管理システムによる報告を原則とするが、通信障害等により

オンラインによる報告が不可能な時は、報告書を作成し、県防災行政通信網ＦＡＸ等を活

用して報告する。 

ａ 被害状況等報告 

ｂ 被害の程度 

ｃ 人的・建物被害等（災害発生・被害中間）報告 

ｄ 公共施設等被害（災害発生・被害中間）報告 

ｅ 避難状況・救護所開設状況（速報・中間）報告 

ｆ 確定報告 

ウ 応急対策活動の報告 

把握した被害の内容、応急対策の活動状況、災害対策本部設置状況等を県防災行政通信

網を利用して、県へ報告する。 

② 消防庁への報告 

「火災・災害等即報要領」の規定に基づき、交通機関の火災等特に迅速に消防庁に報告す

べき火災・災害等を覚知した場合は、直ちに消防庁に報告し、併せて県にも報告する。 

③ 内閣総理大臣（消防庁経由）への報告 

被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合には、直接、内閣総理

大臣（消防庁経由）に報告する。 

④ 自衛隊への被害状況の報告 

大規模な災害が発生した場合、本部長は、県へ自衛隊災害派遣要請を行うことになるが、

事前に山北町の災害派遣部隊である陸上自衛隊第 31 普通科連隊及び陸上自衛隊第１高射特

科大隊へ町内の被害状況を通報する。 

⑤ 防災関係機関等との情報交換 

町は、指定地方行政機関、指定地方公共機関等防災関係機関と、被害状況等について情報

の交換を行い、情報の共有化を図る。 
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⑥ 報告系統 

被害状況等の報告系統は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※県現地災害対策本部が設置されない場合は、県災害対策本部または災害対策担当課へ報告す

る。なお、災害のおそれがある場合は、災害対策基本法第 54 条第４項に基づき、横浜地方

気象台へ報告する。 

 

災害対策基本法第 53 条に基づく被害状況等の連絡ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 町民等からの通報等への対応 

災害時においては、町民からの災害情報の通報のほか、町内外から安否の問合せや被害状況

問合せ電話が殺到することが予想され、応急対策活動の支障になることが考えられる。 

町民等からの通報等に対しては総務防災課で対応するが、以下の点に留意する。 

① 外部から受け付ける電話番号を指定し、公表する。 

警察関係 

防災関係機関 

 

自主防災組織 

（消防団） 
各 課 

関係機関 

町

民

等 

県
現
地
災
害
対
策
本
部 

県
西
地
域
県
政
総
合
セ
ン
タ
ー 

県

災

害

対

策

本

部 

山

北

町

災

害

対

策

本

部 

気象台 
（自然災害） 

（情報交換・連絡） 

市町村 県 消防庁 国土交通省 
（内閣総理大臣） 

県に報告できない場合（法第 53条第１項かっこ書） 

法第 53条第１項 法第 53条第２項 

 
（ＮＴＴ回線） 
電 話 03-5253-7527（平日 9：30～18：15） 

 03-5253-7777（上記以外） 
ＦＡＸ 03-5253-7537（平日 9：30～18：15） 

03-5253-7553（上記以外） 

（消防庁連絡先） 
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② 広報担当において、マスコミ機関に協力を要請し、不要不急通報の自粛、災害用伝言ダ

イヤル「171」や携帯電話各社の災害用伝言板サービスの運用開始等を直接被災地内外の

人々に訴える。また、ライフラインに関する問合せが集中することも予想されるため、関

係機関においてこれらの問合せニーズに対応できる体制をとるよう要請する。 

 

（４） 災害対策本部及び現地災害対策本部等の設置 

町長は、地震災害等が発生し、または発生するおそれがある場合、当該市町村域に係る災害応

急対策を実施するため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき災害対策本部

を設置する。 

１） 災害対策本部設置前の重要事項の決定 

① 勤務時間外の重要事項の決定 

勤務時間外に地震が発生した場合、初期に参集した職員は町長の登庁を待つことなく、以

下の項目について協議し、必要な意思決定を行うことができるものとする。 

この場合、役職最上位者が責任者となり、電話（携帯電話を含む）等により、連絡可能な

理事者、課長等との間で協議し、必要な指示を仰ぎ、迅速な判断を要求される事項について

は専決する。 

ア 避難勧告・指示の決定 

イ 自主防災組織、消防団、建設業協同組合等に対する応急対策の要請 

ウ 広域応援要請 

エ 自衛隊災害派遣要請 

オ その他の重要事項の決定 

ａ 動員配備の決定 

ｂ 災害情報、被害状況の収集とそれに伴う災害応急対策活動の基本方針 

ｃ その他災害応急対策の重要事項の決定 

② 勤務時間内の重要事項の決定 

勤務時間内に地震が発生した場合、理事者、課長等は以下の項目について協議し、必要な

意思決定を行う。 

なお、町長不在の時は、最上位意思決定者において専決する。 

ア 災害対策本部の設置の決定 

イ 避難勧告・指示の決定 

ウ 自主防災組織、消防団、建設業協同組合等に対する応急対策の要請 

エ 広域応援要請 

オ 自衛隊災害派遣要請 

カ 災害救助法適用申請 

キ その他の重要事項の決定 

ａ 重要な災害情報、被害状況の分析とそれに伴う災害応急対策活動の基本方針 

ｂ 災害対策に要する経費 

ｃ その他災害応急対策の重要事項の決定 

２） 災害対策本部の設置に至らない災害時の組織体制 

町長は、町内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、その災害の程度
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が災害対策本部を設置するに至らないと認める時は、平常時における町の組織をもって災害応

急対策を実施する。 

また、東海地震に関連する情報が発表された場合等、町内に災害が発生するおそれがあり、

かつ事態の推移を監視する必要がある場合は、必要な職員を動員配備し、厳重な警戒が行える

組織体制とし、災害の拡大時等は、速やかに災害対策本部に移行できるものとする。 

３） 災害対策本部の設置 

① 災害対策本部設置基準 

町長は、地震等災害の発生または発生のおそれがある場合において、総力をあげて災害応

急対策を実施することが必要であると認める時は、次の基準に従って災害対策本部を設置す

る。 

ア 県西部地域で震度６弱以上の地震を計測したとき 

イ 県西部地域で震度５弱以上の地震を計測し、町内に大規模または広域的被害が発生し

たとき 

ウ 東海地震の警戒宣言が発令されたとき 

エ その他町長が必要と認めたとき 

② 災害対策本部の設置準備 

次の手順により、災害対策本部の設置準備を行う。 

ア 災害対策本部は、防災対策室に設置する。 

イ 庁舎の被害状況（建物、室内、電気、通信機器）を把握する。 

火気・危険物の点検を行い、災害対策本部機能の維持に支障がないかどうかを確認する。 

ウ 電話回線を確保する。 

災害時優先電話、衛星電話の使用ルールを確認する。 

エ 県安全防災局（災害対策本部）及び地域調整本部（現地災対本部）に県防災行政通信

網を使用し、以下により被害の第一報を報告する。 

なお、第一報は迅速を旨とし、人命に係わる災害情報の集約に時間を要すると考えられ

る場合は、第一報は報告者等周囲の者が把握している範囲のものを報告する。 

ａ 勤務時間外 

○参集時に職員が収集した人命に係わる災害情報の概数 

○庁舎周辺の被害状況 

ｂ 勤務時間内 

○庁舎内及び庁舎周辺の被害状況 

オ 来庁者、職員等の安全を確認し、来庁者は、避難所等安全な場所へ誘導する。 

カ 災害情報収集用可搬無線機を準備する。 

キ テレビ、ラジオからの地震・災害情報の視聴体制をとる。 

ク 対策用地図（避難所、危険地域、消防団詰所、重要道路、給水拠点等、応急対策用に

作成した１/１万～１/2.5万縮尺程度の地図）を用意する。 

ケ 被害状況等を表示するための掲示板を用意する。 

コ 防災関係機関業者等の名簿・連絡先・連絡手段を用意する。 

サ 応急対策に従事する者の、食糧の調達及び場所の確保を行う。 
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③ 災害対策本部の設置 

    山北町災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部会議

認定こども園・保育園

西部清掃組合

本部事務局（総務防災課）

小学校

中学校

幼稚園

[現地対策本部]

災害対策本部が設置された場合、 山北町消防団

必要に応じて支所に現地対策本部

を設置する。

副町長

代行順位２

教育長

生涯学習課

総務部

本部長付

定住対策課

代行順位３

企画政策課長

財務課

企画政策課

総務防災課

（企画政策課長）

町民税務課

副本部長
副町長

教育長

本部長

町長

保険健康課

事務局長

（総務防災課長）

学校教育課長

議会議長 企画政策課長

代行順位１

福祉課長

都市整備課長

民生部

（福祉課長）

建設部

（都市整備課長）

教育特区推進室教育部

議会事務局

会計課

農林課

環境課

商工観光課

福祉課

※小田原市消防本部から連絡員を派遣

（学校教育課長）

消防部

（消防団長）

清水支所
三保支所

消防団長

都市整備課

新東名対策室

上下水道課

学校教育課
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ア 本部組織の確立 

災害対策本部は、「山北町災害対策本部組織」に基づき確立する。 

また、本部長は、局地的な災害等で必要があると認めた場合は、支所等に現地災害対策

本部を設置する。 

ａ 本部会議 

≪開催≫ 

○本部会議は、本部長が必要の都度招集し、開催する。 

○本部員は、会議の招集を必要と認める時は、本部事務局長に申し出るものとする。 

○部長である本部員は、それぞれの分掌事項について会議に必要な資料を提出する。 

○本部長は必要と認められる時は、防災関係機関・団体等を会議に出席させること

ができる。 

≪協議事項≫ 

○各種災害情報による状況把握 

○避難勧告、指示の決定 

○避難所（避難者収容施設）の開設指示 

○災害情報に基づいた各部応急対策活動の基本方針の決定 

○職員の配備体制及び各部間の応援体制の指示 

○自衛隊に対する災害派遣要請 

○消防、行政機関に対する応援要請 

○災害救助法適用申請 

○自主防災組織、防災関係民間団体に対する協力要請 

○職員の健康管理及びローテーションの検討 

○その他災害応急対策の重要事項の決定に関すること 

≪決定事項の周知≫ 

会議の決定事項のうち、関係職員に周知を要するものについては、部長を通じて、

速やかにその徹底を図るものとする。 

ｂ 本部事務局 

≪構成≫ 

本部事務局は、総務防災課員で構成し、事務局長は、総務防災課長とする。 

なお、本部事務局要員の不足が見込まれる場合は、本部事務局長は、各部長に対し

応援職員の要請を行うものとする。 

また、県や消防本部より災害対策本部へ連絡員が派遣される。 

≪分掌事務≫ 

○災害対策本部の事務運営 

○本部長からの命令伝達 

○本部会議と各部間の連絡等 

○災害活動に関する情報の総合把握及び各部・関連機関への連絡調整 

○地震に関連する情報、気象予警報の受理、伝達等 

○救出、消火活動の方針や消防団の活動指令の伝達等 

○町民等への避難勧告・指示・誘導等の伝達 
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○警察、消防、各機関との情報交換、連絡 

○自主防災組織等への活動要請 

○自衛隊災害派遣要求及び受入れ準備等 

○県災害対策本部、他市町村への広域応援要請の依頼 

○防災行政無線（移動系）の通信統制等 

≪設置場所≫ 

本部事務局は、防災対策室に設置する。 

イ 本部設置の通知及び公表 

災害対策本部を設置した時は、直ちにその旨を通知及び公表するとともに、本部の標示

板を庁舎正面玄関に掲示するものとする。 

通知及び公表先 通知及び公表方法 担当 

各課 庁内放送 総務防災課 

県災害対策本部 

県現地災害対策本部（地域調整本部） 
県防災行政通信網または電話等 総務防災課 

町議会議員 防災行政無線または電話等 議会事務局 

町防災会議の委員 防災行政無線または電話等 総務防災課 

自主防災組織 防災行政無線または電話等 企画政策課 

報道機関 電話、口頭、文書 企画政策課 

一般町民 防災行政無線 総務防災課 

 

④ 災害初動活動の要請 

災害対策本部の設置または、町内で震度６弱以上の地震が発生した場合、本部長は町民の

身体、生命確保のため消防団、自主防災組織、町民等に対し救出・救助、避難対策等の災害

活動を要請する。 

災害活動は、消防署・消防団を核に自主防災組織、町民等が加わった体制を基本とする。 

なお、災害活動の範囲は、通常は各自主防災組織の地区内とし、災害規模等の状況により

隣接自主防災組織または連合自治会の範囲で活動するものとする。 

初動期においては、以下の活動を中心に行う。 

ア 生き埋め者の救出救助等の人的被害の軽減・防止活動 

イ 火災等の二次災害の防止活動 

ウ その他の緊急を要する活動 

ａ 災害情報の災害対策本部への連絡に関すること。 

ｂ 災害に関する予警報または警告等の町民に対する周知伝達に関すること。 

ｃ 被災者・要配慮者の避難、収容等の誘導援助に関すること。 

４） 防災基幹施設に対する電力、通信等の優先復旧の要請 

地震災害時、防災対策上重要な施設（防災基幹施設）における電力、通信等のライフライン

の機能停止は、災害対策業務に著しく影響を与える。そのため、関係各機関とこれらの防災基

幹施設の優先復旧について連携を図り、速やかな応急復旧を要請する。 

① 復旧を優先する施設 

ア 災害対策本部、現地対策本部、防災関係機関 
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イ 町内医療機関 

ウ 町内避難所 

５） 災害対策本部の解散 

本部長は、災害の危険がなくなった時、または災害発生後の措置が概ね完了した時は、本部

を解散するものとする。解散した場合の公表等については、設置の場合に準ずる。 

 

（５） 災害広報の実施 

災害発生時には、町民の情報に対する必要性が飛躍的に高まることから、町は、適切かつ効果

的な広報を実施し、情報不足による混乱の防止を図るとともに、生活情報、応急対策の状況、ラ

イフラインの復旧情報など、正確かつ必要な情報を提供することにより、町民の人心の安定を図

る。 

１） 町が実施する広報 

所管区域内の防災関係機関と調整を図り、防災行政無線、広報車、インターネットホームペ

ージ、あんしんメール、ＴＶＫデータ放送、自主防災組織との連携等により、住民等に対して

次の事項等について広報する。 

① 広報内容 

ア 災害の状況に関すること 

ａ 町内の被害状況 

ｂ 二次災害危険の予想される地域町民等への警戒呼びかけ 

イ 避難に関すること 

ａ 避難所開設 

ｂ 避難に際しての留意点 

ｃ 混乱防止の呼びかけ（不確実な情報に惑わされない、テレビ・ラジオから情報入手

するように等） 

ウ 応急対策の活動状況に関すること 

ａ 救護所の開設 

ｂ 交通機関、道路の復旧 

ｃ 電気、水道等の復旧 

ｄ 電話の復旧 

エ その他町民生活に必要なこと 

ａ その他町民生活に必要なこと。 

○給水、給食の状況 

○避難所・救護所の状況 

○災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板サービスの運用開始情報 

○防疫情報 

○災害相談窓口の開設等 

ｂ 自主防災組織、町民等への活動喚起・行動指示 

○出火防止、初期消火の喚起・指示 

○倒壊家屋等に生き埋めになっている人命の救出活動の喚起・指示 

○隣近所等の要配慮者の安否確認の喚起・指示 
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○転倒ＬＰガスの元栓閉栓の喚起・指示 

ｃ 観光客等への行動指示 

ｄ 上記のほか、町民等の情報ニーズを分析し、それに即応した広報を実施する。 

② 広報の方法 

ア 防災行政無線 

災害発生初期における、出火防止等の呼びかけ、避難勧告、生活関連情報の広報など情

報伝達媒体の柱とする。 

イ 広報車 

防災行政無線の補助的手段として、特にきめ細かい情報提供活動や避難誘導を行う必要

がある場所で、広報活動を実施する。 

ウ 広報紙 

発行体制を早期に整え、災害対策活動、生活情報等全般に渡る情報を提供する。 

配布は、避難所、町有施設での配布、ボランティアによる配布、新聞折込等で行う。 

エ インターネットホームページ 

町で開設したホームページより、情報を提供する。 

オ あんしんメール 

携帯電話やパソコンに登録された方に、町からメールで情報を提供する。 

カ ＴＶＫデータ放送 

ＴＶＫデータ放送へ、情報を配信する。 

２） 報道機関に対する広報要請並びに発表 

① 放送機関に対する広報要請 

町内の被害状況、町の応急対策活動等、放送機関による広報が適当なものについては、県

地域防災計画による放送協定に基づき県知事に要請して行う。 

② 報道機関に対する発表 

取材への対応は、記者会見及び資料提供または、掲示板への掲出を持って行う。 

ア 記者会見場所は、応急対策活動の実施に影響しない場所を設定して行う。 

イ 発表は、企画政策課が行う。 

ウ 事前に、記者会見時間等を定めておく。また、情報入手状況や応急対策の進捗状況に

より、時間どおりの広報ができないこともあらかじめ断っておく。これにより、報道機

関との混乱を最小限のものとする。 

エ 要配慮者への報道手段、内容について配慮するよう要請する。 

オ 警察、自衛隊、消防、県との情報交換ルール（交換する情報の種類、情報交換間隔・

時期等）を定めて的確に行い、広報内容の一体性を保つ。 

③ 報道機関へ要請並びに発表する広報内容 

№ 内容 種類 

ア 災害による被害を最小限に止めるための行動指示等 要請 

イ 災害対策本部の設置の有無 発表 

ウ 火災状況（発生箇所、被害状況等） 発表 

エ 倒壊家屋戸数、浸水状況（発生箇所、被害状況等） 発表 

オ 二次災害危険の予想される地域住民等への警戒呼びかけ 要請 
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№ 内容 種類 

カ 周辺受入れ可能医療機関及びその診療科目、ベッド数 要請 

キ 避難状況等 発表 

ク 

被災地外の住民へのお願い 

・被災地へは、単なる見舞い電話等の不要不急の電話をかけないで欲し

い。 

・個人からの義援は、できるだけ義捐金でお願いしたい。 

・まとまった義援物資を送ってくださる場合は、被災地での仕分け作業

が円滑に実施できるよう（梱包を解かなくて済むよう）、物資の種類、

量、サイズ等を梱包の表に明記して欲しい等。 

要請 

ケ 町民の心得、人心の安定及び社会秩序保持のため必要な項目 要請 

コ 
交通状況 

・交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、道路交通状況等 
発表・要請 

サ 
電気、電話、上下水道等公益事業施設状況 

・被害状況、復旧見通し等 
発表・要請 

シ 
河川、道路、橋梁等土木施設状況 

・被害、復旧状況 
発表・要請 

 

３） 防災関係機関等への広報活動要請 

地震後、町に寄せられる町民等からの通報の中には、ライフライン・交通機関に関係する問

合せ（復旧見通し等）も多いと予想される。そのため、常に町民等の通報内容を確認し、必要

があると認めた時は、ライフライン事業者、交通機関等防災関係機関に対し、広報活動を要請

する。 

なお、広報活動の実施にあたっては、災害対策本部と提供情報の共有化を図る。 

４） 公聴活動 

町は、災害で被災した町民の生活上の不安・要望などの解消を図るため、関係機関と協力し、

防災センター及び避難所等に災害相談所を設け、相談活動を実施する。聴取した要望等につい

ては、速やかに各部、防災関係機関に連絡し早期解決に努めるとともに、復旧計画に反映させ

るものとする。 

 

（６） 防災関係機関等に対する災害応急対策活動の要請 

災害対策本部の設置に伴い、本部長は、防災関係機関、広域応援部隊及び団体等に対し、以下

の災害応急対策活動を要請する。 

また、防災関係機関等が総力をあげた災害応急対策活動が実施できるよう、災害情報の共有化

や活動方針の統一及び資機材等の効率的運用を図る。 

１） 要請事項 

① 倒壊家屋の生き埋め者等の把握と救出 

② 出火防止・初期消火活動 

③ 負傷者への応急救護及び搬送 

④ 要配慮者の安否確認・保護及び避難が必要な場合の移送 

⑤ 観光客の避難誘導・保護 

⑥ 避難所の開設・運営への協力 

⑦ 罹災者に対する給食・給水等の援護活動 
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⑧ 要配慮者に対する生活支援 

⑨ その他必要な災害応急対策活動 

 

（７） 通信手段の確保 

１） 災害時の通信手段の確保 

町は、災害発生時において、災害情報連絡のための通信手段を確保するために、災害時優先

電話、衛星電話、防災行政無線等の情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生した

時は、必要な要員を直ちに現場に配置して、速やかな通信の復旧を図る。 

町における通信手段は以下のとおりである。 

① 一般加入電話 

回線に不通や集中等のない状況下に使用。非常災害時、通話制限される電話。 

② 災害時優先電話 

非常災害時、通話制限を受けることなく通話ができる電話。 

③ 衛星電話 

④ 県防災行政通信網・ＦＡＸ 

⑤ 町防災行政無線同報系 

⑥ 町防災行政無線移動系 

なお、町は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能になったときは、あらかじめ定め

る計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施設を利

用する。 

２） 通信の統制 

地震災害等広域災害発生時においては、加入電話、無線通信とも混乱することが予想される

ため、本部長は必要に応じ、適切な通信統制を実施する。 

３） アマチュア無線局に対する依頼 

災害の状況により、必要に応じてアマチュア無線団体等に協力を依頼する。 

４） 通信連絡窓口 

災害時の通信連絡体制は、次のとおりとする。 

① 災害対策本部設置前の通信連絡窓口 

本部が設置されるまでの間、町への通信連絡は、総務防災課が担当する。 

② 災害対策本部設置後の通信連絡窓口 

本部への通信連絡は、本部事務局において処理する。各部間の連絡、情報の伝達は、各部

長が行うこととする。 

本部室とその周辺には、町防災行政無線、県防災行政通信網、電話、ＦＡＸ、衛星電話を

配置する。 
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第２節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

（１） 二次災害の防止活動 

余震等による土砂災害、建築物・構造物の倒壊等、地盤沈下による浸水等に備え、二次災害防

止施策を講じる。 

 

（２） 水害・土砂災害対策 

町は、県及び関係機関と協力し、余震等による二次的な災害に対する点検を行い、応急対策を

実施する。また、土砂災害等の危険箇所の点検については専門技術者等を活用して行う。その結

果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や町民に周知を図り、不安定土砂の除

去、仮設防護柵の設置等の応急工事を行う。 

さらに、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行うとともに、災害発生のおそれのある

場合は、速やかに、適切な避難対策を実施する。 

 

（３） 建築物及び敷地対策 

余震による建築物等の倒壊や宅地の崩壊がもたらす人的二次災害を防止するため、応急危険度

判定士（県知事の認定を受けた者、以下「判定士」という）及び被災宅地危険度判定士を活用し

て、被災建築物等に対しては、応急危険度判定、被災宅地に対しては、宅地危険度判定を速やか

に行い、その判定結果を標識で表示し、町民に説明するなどの応急措置を行うとともに、災害発

生のおそれのある場合は、速やかに、適切な避難対策を実施する。 

１） 建築物の応急危険度判定 

大規模地震災害が発生した際、町民の安全な居住場所の確保も行政に課せられた大きな課題

である。余震による二次災害を防止するため、被災建物の居住利用の可能性を判定する必要が

ある。 

町は、地震後の緊急対策として、判定士の協力を得て、被災建築物の応急危険度判定を行う。 

２） 応急危険度判定の方法 

① 判定士の要請 

町は、地震発生後建築物の被害程度の概略把握を行い、応急危険度判定の必要性について

検討し、必要があると認めた場合は、応急危険度判定実施の決定を行い、町内の判定士に参

集を要請するとともに、地震災害の規模に応じて、県へ判定士の派遣要請を行う。 
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応急危険度判定活動体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 判定作業の準備 

町は、判定作業実施の当日までに、次の準備を行う。 

ア 判定マップと判定街区の割当て 

イ 判定士受入れ名簿と判定チーム編成 

ウ 判定実施マニュアル、判定調査票、判定標識、判定備品 

エ 判定建物の範囲（規模、用途） 

オ 判定士の移動手段の確保 

③ 判定作業の広報 

町は、防災行政無線や広報車等を活用して、被災者へ次の判定作業関連の広報を実施する。 

また、この応急危険度判定は、人命の安全を確保するために緊急的に実施する作業であり、

罹災証明のための被害調査ではないことを広報する。 

ア 危険度判定の重要性と目的 

イ 判定作業の内容 

ウ 対象建築物 

エ 実施区域と実施機関 

オ 判定作業への協力要請 

カ その他注意事項 

３） 応急危険度判定の実施 

① 判定の優先順位 

ア 防災対策上必要な防災センター、支所、公民館、消防分署、小中学校（避難所）、医

療関係等の施設 

イ 共同住宅、アパート 

ウ 一般建築物（住宅） 

エ 上記以外の公共施設、事業所等 
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② 判定結果の表示 

判定士は応急危険度判定結果を、判定した建築物の入り口、若しくは、外壁等の見やすい

位置に表示する。 

③ 判定への対応 

当該建築物の所有者、占有者は、判定結果を尊重して建物の使用について対応するものと

する。 

④ 判定結果の集計・報告 

判定士は、判定作業終了後、当日の判定結果を町に報告する。 

町は、必要に応じ、県に応急危険度判定結果について中間報告を行い、さらに、判定調査

完了後に最終確定報告を行う。 

 

表 示（色） 判定の内容 

調査済（青） 被害がないか、または軽微な状況と判断される。 

要注意（黄） 被害が認められるので十分な注意が必要と判断される。 

危 険（赤） 被害程度が著しく危険な状況と判断される。 

 

（４） 爆発及び有害物質等による二次災害対策 

危険物施設及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は、爆発等の二次

災害防止のため、施設の点検、応急措置を行う。また、爆発等のおそれが生じた場合は、速やか

に、関係機関に連絡する。 

事業者が、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関

への連絡、環境モニタリング等の対策を行うよう、町は指示をするとともに、関係機関等と協力

して町内の工場等の立ち入り調査等を実施し、安全確認に努める。 
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第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

地震発生後、町民一人ひとりが「自らの身は自ら守る」、「失火防止に努める」とともに、被災者

の救出・救護、消火活動を行い、災害の拡大の防止に努めるものとする。また、町及び防災関係機

関は、派遣内容や物資等の必要量等の活動内容をあらかじめ被害想定に基づいて災害に備えること

とし、発災後速やかに、一体となって、救助・救急、消火及び医療救護活動を行う。また、救助・

救急、消火活動等を行う際には、安全確保に留意して活動を行う。なお、職員等の惨事ストレス対

策の実施に努めるものとする。 

（１） 救急・救助、消火活動 

１） 基本方針 

消防活動は、小田原市消防本部の活動方針によるほか、次により行う。 

① 大規模地震発生時には、火災の多発や拡大により、極めて大きな人命の危険が想定され

る。災害時において、町民や事業者に出火防止と初期消火の徹底を期するよう、呼びかけ

るとともに、その全機能をあげて延焼拡大阻止に努め、地震火災から町民の生命及び財産

を保護する。 

② 大規模な地震の際には、消防の力だけでは対応できない。そのため、自主防災組織、町

民等の協力を得て対応する。 

③ 消防団は、地域防災の中核として、自主防災組織と連携し発災直後の初期消火や被災者

の救出・救護を行うとともに、小田原市消防本部を補佐し各種消防活動を行う。 

④ それぞれの地域の事情で異なるが、概ね以下の活動を優先する。 

ア 消火活動 

イ 倒壊家屋、崖崩れ等の生き埋め者の救出・救護 

ウ その他の二次災害危険に対する警戒・避難誘導 

⑤ 小田原市消防本部は、事前に定めた災害時の警防計画等により消防活動に努める。 

⑥ 小田原市消防本部は、要救助者の救助と負傷者に対する応急処置を行い、医療機関等へ

の救急搬送に努める。 

⑦ 町は、災害発生時に傷病者の緊急度や重傷度に応じた適切な処置や搬送を行うため、傷

病者の治療優先順位を決定するトリアージの手法について、救急業務計画に定める。 

⑧ 町は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に救助・救急、消火活動の応援要請を

するとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急

消防援助隊派遣要請などを行う。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害

の軽減に努める。なお、職員等のストレス対策として必要に応じて、消防庁等に精神科医

等の専門家の派遣を要請する。 

⑨ 町は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位を決

め、迅速に連絡する。 

⑩ 町は、東海地震注意情報が発表され、政府から事前の準備行動等を行う旨の公表があっ

た場合、必要な準備等を行う。 

２） 小田原市消防本部の活動 

管内で震度５弱以上の地震が発生した場合、小田原市消防警防規定に基づき初動体制を確立

する。 
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３） 山北町消防団の活動 

消防団員にあっては、ラジオ等で速報される地震情報により、町の震度が５強以上の時は、

出動指令を待つことなく分団詰所へ参集し、担当区域内の火災発生状況、被害状況の把握及び

火災の鎮圧・人命救助活動に従事する。 

収集した災害情報は防災行政無線機により、災害対策本部に報告する。 

４） 消防団の自主防災組織、町民等に対する協力要請 

消防団員は、自主防災組織や町民に対し、出火防止・初期消火（転倒したＬＰガスの元栓閉

栓呼びかけも含む）、家族や隣近所の保護・救出等に協力するよう要請する。 

５） 消火活動 

① 火災が発生した時、消防団は、自主防災組織と連携し、初期消火の徹底を図る。また、

事業所等に設置されている自衛消防組織についても可能な限り協力を得て、連携し火災防

御活動を進める。 

② 火災が多発・拡大した場合は、小田原市消防本部は、消防相互応援協定等（協定編『協

定－１』（p.323～325）、『協定－４』（p.334～337）及び『協定－７』（p.343～345）によ

る）に基づき、県内消防本部の広域応援要請を行う。 

６） 救出活動 

① 救出対象者 

災害のため、現に生命、身体が危険な状態である者で、次のような状態にある者。 

ア 火災時に火中に取り残された者 

イ 災害の際に水とともに流されたり、または孤立した地点に取り残された者 

ウ 倒壊家屋の下敷きとなった者 

エ 土砂災害等により生き埋めになった者 

オ 大規模な爆発、交通事故による集団的大事故の発生のため、救出を要する者 

② 救出活動 

ア 発災直後の救出活動は、小田原市消防本部、消防団、自主防災組織が相互に協力し、

行うものとする。なお、火災発生及び多数の要救出現場の発生が見込まれる場合には、

消防団員、自主防災組織、町民で１班 10 人程度の救出隊を編成し、担当区域内をロー

ラー作戦的に回ることにより対応する。 

イ 建設重機等を必要とする現場については、都市整備課へ報告し、対応を要請する。都

市整備課は、町建設業協同組合等に救出活動を依頼する。 

ウ 対応が困難な特殊救助資機材・技術を要する救出現場の場合は、その状況に対応でき

る機材を持つ必要な救助隊（消防、警察、自衛隊等）の派遣を要請する。 

エ 救出した負傷者は応急救護措置を行った後、救急車等により、救護所、救急病院等へ

搬送する。医療救護については、12．「医療救護」により適切かつ迅速な処理を行うも

のとする。 

③ 関係機関との連携 

ア 松田警察署との連携 

生き埋め者等の救出については、松田警察署等と十分な連携を図り、円滑な救出活動を

実施する。 
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イ 自衛隊等派遣要請（「応援要請」を参照） 

地震等により緊急に救出を要する町民が多数あり、消防等において救出が困難と認めら

れる時は、本部長は県知事に対し、自衛隊、緊急消防援助隊等の派遣を要請する。 

７） 避難誘導 

延焼火災等により町民避難の必要性が生じた時、本部は、これを町民に伝達するとともに、

消防団、自主防災組織と連携を取りながら、火勢の状況等正しい情報に基づき、安全な場所に

避難誘導させる。 

８） 二次災害の防止 

小田原市消防本部は、危険物施設、火災原因となるおそれのある薬品及び有害物質等の危険

物を管理する施設等の管理者に対し、爆発、有害物質の漏洩等の二次災害を防止するため、施

設の点検、応急措置を指導する。また、必要に応じて施設の点検を実施する。 

 

（２） 医療救護活動 

１） 基本方針 

地震発生時には、家屋倒壊、火災等による重症者やその他多数の被災傷病者が出ることが予

想される。これら被災傷病者の医療救護は、直接人命を左右するものであり、町は、県、医師

会等防災関係機関の協力を得て応急的に医療または助産を実施する。 

また、町は、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班及び

神奈川ＤＭＡＴを確保する。水道施設が被災した場合は、医療機関には優先的な給水活動を行

う。 

① 医療救護の対象 

ア 医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため医療の途を失った者 

イ 助産を受ける対象者 

ａ 災害のため助産の途を失った者 

ｂ 出産のみならず死産、流産を含み、現に助産を要する状態にある者 

② 医療救護需要の把握 

町は、収集した災害情報のうち人命に係る情報分析を最優先に行い、医療、救護需要の把

握を行う。 

また、町内診療所等の医療機関（資料編『資料－12』（p.290）による）の被害状況、診療

可能性について把握するとともに、地域災害医療対策会議より、近隣市町村の医療可能医療

機関の把握を行う。把握した情報は、町民に周知する。 

③ 県知事への要請 

災害の規模により、町救護班では医療救護が困難な場合は、地域災害医療対策会議を通じ

て県保健医療調整本部に対し保護医療活動チームの派遣を要請する。 

２） 医療救護体制 

① 医療救護活動の連帯 

医療救護本部は、健康福祉センター内に設置し、災害対策本部、足柄上医師会、自主防災

組織等各役割に基づき、連携して実施する。 

ア 災害対策本部 

災害対策本部は、町救護班を編成するとともに、足柄上医師会の協力を得て、救護所を
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開設する。また、各機関との連携を図り、医療救護活動が円滑に行える体制を確保する。 

イ 足柄上医師会・歯科医師会・薬剤師会 

足柄上医師会等は、町からの要請を受けたら救護所に医師会救護班を出動させ、医療救

護活動を実施する。 

ウ 町民・自主防災組織 

町民・自主防災組織は、軽症者の救護及び救護所への負傷者の搬送等救護活動への支援

を行う。 

② 救護所の設置 

本部長は、町内の被害状況、被災傷病者数などから判断し、迅速な医療救護活動を実施す

るため救護所を設置し、自ら救護班を編成する。 

ア 救護所の設置 

救護所は、町が指定する避難所に設置する。ただし、局地的な災害や避難所運営に支障

があると認められる時は、他の町有施設に設置する。 

救護所を設置した場合は、関係機関に連絡するとともに、町民に周知する。 

イ 救護所の業務内容 

救護所における救護班等の業務内容は、次のとおりである。 

ａ 被災傷病者のトリアージ 

ｂ 被災傷病者に対する応急処置 

ｃ 後方医療機関等への搬送順位の決定 

ｄ 助産活動 

ｅ 死亡の確認 

ｆ 要配慮者への対応（人工透析や分娩を必要とする者への医療情報の提供） 

３） 被災傷病者の搬送体制 

被災傷病者の搬送は、原則として、被災現場から救護所までは、自主防災組織、消防団、警

察、ボランティア等の協力を得て実施する。また、救護所から後方医療機関等への搬送は、消

防本部救急隊、その他関係機関の協力を得て行う。 

道路等の損壊等により、後方医療機関への搬送または孤立地区からの重症者の搬送が困難な

場合は、県または自衛隊にヘリコプターによる実施を依頼する。 

４） 医薬品等の確保 

救護班が使用する医薬品は、町備蓄医薬品及び町が医療機関等に備蓄を依頼した医薬品を使

用する。不足が生じる場合は、県に要請するとともに医薬品業者から調達する。 

５） メンタルヘルス対策 

避難所や被災した家屋での長期にわたる不自由な生活あるいは被災のショック等は、心身の

健康に様々な影響を及ぼすと考えられる。 

心身の健康障害の発生防止や在宅療養者の病状悪化等を防ぐための対策として、医師（特に

精神科医、心療内科医等）、保健師等による巡回健康相談やメンタルケア等の活動を行う。 

６） エコノミークラス症候群対策 

被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調をきた

すことが考えられる。必要に応じて健康相談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を

周知する。 
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また、やむを得ず車中生活を送る避難者等に係る情報の早期把握に努め、必要な支援体制を

構築する。 
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第４節 避難対策 

（１） 基本事項 

町は地震発生後、人命の安全を第一に被災した町民等の避難誘導を行うとともに、指定緊急避

難場所及び避難路や災害危険箇所の所在、災害の概要、その他避難に関する情報を提供する。 

町民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、被災のおそれがあり避難

の必要がある場合は、安全に十分配慮しながら自主的に避難するものとする。 

 

（２） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急） 

町長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときには、その地域の居住者

等に対し立ち退きの勧告又は指示を行う。この場合、指定緊急避難場所を指示することができる。

また、災害の想定等により必要に応じ、近隣の市町村の協力を得た上で、指定緊急避難場所を近

隣市町村内に設ける。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告する。 

なお、居住者等に対して避難準備を呼びかけるとともに、避難行動要支援者に対して、その避

難行動支援対策を行うことを考慮し、早い段階で避難の開始を求める避難準備・高齢者等避難開

始を発令することができる。 

また、人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定

し、応急対策に従事する者以外に対して、当該地区への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又

は当該地域からの退去を命ずることができる。 

１） 避難の勧告・指示の実施機関 

避難の勧告・指示については、次のとおりとする。 

実施者 災害の種類 根拠法 実施方法 

町長 
災害全般 

土砂災害 

・災害対策基本法第

60条、第 63条 

・土砂災害警戒区域

等における土砂

災害防止対策の

推進に関する法

律第７条 

危険が切迫し、必要があると認める時には、

町民に対し、立ち退きの指示または勧告を

行う。この場合、指定緊急避難場所を指示

することができる。また、災害の想定等に

より必要に応じ、近隣の市町村の協力を得

た上で、指定緊急避難場所を近隣市町村内

に設ける。これらの措置をとったときは、

その旨を知事に報告する。 

なお、居住者等に対して避難準備を呼びか

けるとともに、避難行動要支援者に対して、

その避難行動支援対策を行うことを考慮

し、早い段階で避難の開始を求める避難準

備・高齢者等避難開始を発令することがで

きる。また、人命の保護又は危険を防止す

るため、特に必要があると認めるときは、

警戒区域を設定し、応急対策に従事する者

以外に対して、当該地区への立ち入りを制

限し、若しくは禁止し、又は当該地域から

の退去を命ずることができる。災害対策本

部の置かれる本庁舎等において十分な状況

把握が行えない場合は、勧告等を行うため

の判断を風水害の被災地近傍の支所等にお

いて行うなど、適時適切な避難誘導に努め

る。 
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実施者 災害の種類 根拠法 実施方法 

避難勧告等の解除に当たっては、十分に安

全性の確認に努めるものとする。 

警察官 災害全般 

・災害対策基本法第 

61条 

・警察官職務執行法 

第４条 

町長が避難のための立ちのきを指示するこ

とができない時、または要求があった時は、

立ち退きを指示することができる。この場

合、その旨を町長に速やかに通知する。 

なお、警察官は、災害の危険がある場合、

警告を発し、急を要する場合、避難させま

たは通常必要な措置をとることができる。 

知事・知事

の命を受け

た県の職員 

洪水／地すべり 
・水防法第 29条 

・地すべり等防止 

法第 25条 

洪水または地すべりにより、著しい危険が

切迫していると認められる時は、必要と認

める区域の町民に対し、避難のための立ち

退きを指示することができる。この場合は、

当該区域を管轄する警察署等にその旨を通

知する。 

水防管理者 洪水 ・水防法第 29 条 

洪水または地すべりにより、著しい危険が

切迫していると認められる時は、必要と認

める区域の町民に対し、避難のための立ち

退きを指示することができる。この場合は、

当該区域を管轄する警察署等にその旨を通

知する 

自衛官 災害全般 ・自衛隊法第 94条 
警察官がその場にいないときは、警察官職

務執行法第４条を準用することができる。 

消防吏員・ 

消防団員・ 

警察官 

火災 ・消防法第 28 条 

火災の現場においては、消防警戒区域を設

定して、その区域からの退去を命じ、また

はその区域への出入りを禁止しもしくは制

限することができる。 

 

２） 勧告・指示（緊急）の判断 

町が行う避難勧告・指示（緊急）の判断は、災害対策本部会議（本部設置前は町長）が行い、

本部長が発令する。 

勧告・指示（緊急）を発令する災害状況は、次のとおりである。 

① 局地的な災害による場合 

ア 河川の上流が地震被害を受け、下流区域に浸水による危険があるとき 

イ 火災が拡大するおそれがあるとき 

ウ 爆発のおそれがあるとき 

エ ガスの流出拡散により、町民に危険が及ぶと予測されるとき 

オ 地すべり、がけ崩れ等の土砂災害により著しく危険が切迫しているとき 

カ 大規模地震により建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき 

キ その他町民の生命を守るため、必要と認められるとき 

② 広域的な災害による場合 

ア 延焼火災が拡大し、または拡大するおそれがあるとき 

イ ガスの流出拡散により、広域的に人命に危険が予測されるとき 
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ウ 県知事から、避難についての勧告または指示の要請があったとき 

エ その他町民の生命を守るため、必要と認められるとき 

３） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の対象者 

避難勧告・指示の対象者は、町民、観光滞在者、通過者等を含め避難を要すると認められる

区域内にいるすべての者を対象とする。 

４） 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の内容 

町長等は、避難勧告等を発令する場合は、原則として次の内容を明示して行う。その際、危

険の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、住民の積極的な避難行動の喚起に

努める。 

なお、周知にあたっては、町防災行政無線、広報車、消防車両、自主防災組織等により、広

く住民に周知を図ることとする。 

① 避難勧告、指示等の対象地域 

② 避難先とその場所 

③ 避難経路 

④ 避難を要する理由 

⑤ 注意事項 

５） 関係機関への報告 

避難の勧告・指示を行った者は、次により、必要な事項を報告または連絡する。 

① 町長の措置 

 

 

 

② 警察官の措置 

ア 災害対策基本法に基づく措置 

 

 

 

イ 警察官職務執行法に基づく措置 

 

 

 

③ 自衛官の措置 

 

 

 

６） 町民への周知 

町は、自ら避難の勧告又は指示を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受けた場

合は、防災行政無線や広報車等による災害広報により町民への周知を実施する。なお、避難の

必要がなくなったときも同様とする。 

 

町 長 県知事（災害対策課） 

町 長 県知事（災害対策課） 警察官 松田警察署長 

警察官 県警察本部長 県公安委員会 松田警察署長 

町 長 県知事（災害対策課） 自衛官 
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（３） 指定避難所の開設 

大規模地震が発生した場合、住宅の破損、倒壊、焼失またはライフラインの機能停止等により、

日常生活が困難になることが予想される。 

町は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて小学校、中学校及び生涯学習センタ

ー等を指定避難所として開設し、被災者に対する可能な支援を行う。 

また、避難所での生活が困難となる要配慮者のための福祉避難所を開設するものとする。 

なお、指定避難所における生活環境の違いに注意を払い、常に良好なものとするよう努める。

また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点

等にも配慮する。 

１） 指定避難所開設の判断 

本部長は、次のいずれかに当該すると判断した時は、指定避難所を開設する。 

① 震度６弱以上の地震を観測した場合 

② 震度５強以下の地震を観測した場合で、指定避難所を開設する必要があると認めた場合 

③ 二次災害の発生等が予測され指定避難所への収容が必要であると認めた場合 

２） 指定避難所の開設及び運営体制 

① 指定避難所の開設は、施設の被害状況を確認後、各課の協力を得て教育委員会が開設す

る。 

② 指定避難所に指定された小中学校の校長等は、指定避難所運営が円滑に行われるまでの

間、指定避難所の運営について協力、支援する。 

③ 避難者、自主防災組織、ボランティア等は、避難所担当職員及び校長等と協力し、指定

避難所運営を自主的に行う。 

３） 指定避難所の開設場所 

町は、災害の態様に応じて安全適切な場所を選定して指定避難所を開設する。 

ただし、緊急の場合は、自主防災組織等の判断により、あらかじめ指定された指定避難所を

開設できるものとする。また、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとする。 

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全

性を確認のうえ、管理者の同意を得て避難所を開設する。 

さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者に配慮して、被災地以外

の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借上げる等、多様な

避難所の確保に努める。 

事前に指定避難所として選定した小中学校体育館、生涯学習センター多目的ホール以外の町

有施設等についても、被害状況等の安全を確認した上で避難所として開設できるものとする。 

４） 指定避難所開設の周知 

本部長は、避難所を開設した場合、防災行政無線、広報車等により、指定避難所の開設を町

民に周知する。また、県、警察署、自衛隊、その他防災関係機関に連絡する。 

５） 避難者の範囲 

指定避難所に受入れる避難者の範囲は、次のとおりとする。 

① 住宅の被害を受け、居住の場所を失った者 

② ライフラインの機能停止等により、日常生活が困難になった者 

③ 観光客、町内通勤者等帰宅困難者 
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④ 二次災害等により被害を受けるおそれがある者 

 

（４） 避難誘導 

１） 避難の実施 

① 避難勧告等を受けた町民等は、その避難勧告等に従い指定避難所へ避難する。 

② 避難に際して避難措置の実施者は、避難者が迅速かつ安全に避難できるよう避難先への

誘導に努める。 

２）避難誘導 

① 町民等 

避難が必要と認められる地域から指定避難所、または、指定広域避難場所までの避難誘導

は、自主防災組織、町職員、小田原市消防本部職員、消防団及び現場の警察官が連携して行

う。 

② 学校、事業者等の避難誘導 

学校、幼稚園、保育所・放課後児童クラブ、社会福祉施設、事業所、鉄道機関等多数の人

が集まる場所における避難の誘導は、原則として、その施設の管理責任者が、あらかじめ定

める避難計画に基づき実施する。 

③ 要配慮者の避難誘導・移送 

要配慮者に対しては、最優先で避難誘導・移送を行う。その場合、車両輸送やタンカ搬送

等個々の状況に応じた避難を自主防災組織、町民、関係事業所、職員等が中心となって実施

する。町は、自主防災会長及び民生委員児童委員等との情報交換により、要配慮者の避難・

移送が適切かつ確実に行われたかの確認、及び収容先避難所の把握を行う。 

３） 避難の方法 

① 携行品の制限 

携行品は、円滑な避難行動に支障をきたさない最小限のものとする。また、平常時から、

非常用袋等を用意しておくよう指導・周知する。 

なお、自動車による避難、家財の持ち出し等は危険なので中止する。 

② 避難の誘導方法 

避難に際しては、混乱なく迅速に避難誘導するため、次の事項に留意し実施する。 

ア 災害の拡大方向を見極め、適切な時期に適切な方向へ避難誘導する。 

イ 要配慮者を優先するとともに、できる限り早めに事前避難させるよう努める。 

ウ 避難経路は、災害対策本部からの指示が特にない場合は、避難の誘導にあたるものが

関係者と連携を取り、選定する。 

エ 避難経路の選定は、火災、落下物、危険物、パニック等の起こるおそれのない経路を

選定し、また、状況により、あらかじめ経路の現況を確認して行う。 

４） 関係機関の活動 

① 自主防災組織 

自主防災組織は、町職員、小田原市消防本部職員、消防団員、警察官等の避難誘導員との

連携を図りながら避難誘導活動を行う。災害の状況によっては、自主防災会長が自主的に避

難誘導を実施する。 
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② 消防本部 

ア 火災の進展予測により、住民を避難させる必要があると判断したときは、町の災害対

策本部に対し、火災の延焼予測及び避難を必要とする地域、避難の安全方向等の必要な

情報を通報する。 

イ 火災の進展が急速で、人命への危険が著しく大きいと認められ、かつ、アの措置をと

る時間的余裕がないときは、住民に避難の指示または勧告を行った後、所要の通報をす

る。 

③ 消防団 

避難勧告等が発令された場合に、町民への伝達及び関係機関との連携による避難誘導を実

施する。 

④ 警察 

ア 迅速かつ安全に避難ができるよう、必要に応じて交通規制を行い、避難道路の通行確

保に努める。 

イ 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握したうえ、安全な避難路を指定し、避難

誘導を実施する。 

ウ 避難者の混乱による事故や支障が生じないよう、広報活動を行う。 

⑤ 町職員 

ア 避難勧告等が発令された場合に、町民への伝達及び関係機関との連携による避難誘導

を実施する。 

イ 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握したうえ、安全な避難路を指定し、避難

誘導を実施する。 

ウ 指定広域避難場所及び指定避難所には、所要の職員を配備し、関係機関の職員と連携

を取り、避難者の保護及び指定避難所の秩序維持に努める。 

５） 観光客に対する避難措置 

① 観光客等の安全確保・保護 

旅館・民宿、観光施設（町管理施設を含む）等の所有者、管理者及び自主防災組織等に対

し、観光客の安全確保・保護に努めるよう要請する。 

② 観光客等への情報提供 

町管理の観光施設等を中心に以下の内容の情報を提供する。 

ア 観光客等に対する避難措置の内容 

イ 近くの指定避難所 

③ 観光客等への行動指示 

ア 落ち着いて行動すること。 

イ 自動車の使用は状況が判明するまで控えること。 

ウ 町職員等の避難誘導等の指示に従うこと。 

６） 学校等の避難措置 

避難の必要がある場合、小、中、高等学校及び幼稚園、保育所・放課後児童クラブ（以下「学

校等」という）の管理責任者は、次により児童・生徒等を迅速、適切に避難させる。 

① 第一次避難 

地震発生直後は、机の下等に避難させ、地震動が収まった後は、教職員等の指示により、
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児童・生徒等をグラウンドに誘導し、集合させ、人員の確認と同時に教員の手分けにより、

施設内を巡回し、残留している児童・生徒等の有無のほか、火気の始末等を確認する。 

ア 人員の確認、点呼 

児童・生徒等の掌握は最も重要であり、緊急に行わなければならない。そのため、グラ

ウンドに集合させ、直ちに人員点呼を行う。 

イ 児童・生徒等の中には恐怖のため、教職員等の指示も耳に入らず、衝動的に施設外（自

宅等）に逃避する者もあることを念頭におく。 

② 第二次避難 

施設管理責任者は第一次避難を完了した後、速やかに、被災の状況、児童・生徒等の安全

を確認し、教育委員会等へ報告するとともに、火災の拡大、二次災害の発生のおそれ等施設

外避難の必要を認めた時は、災害対策本部と協議し、安全な場所に避難誘導する。 

ア 避難誘導方法 

避難行動にあたっては、でき得る限り小集団に区分し、集団ごとに教職員等を配置し、

避難途中における脱落者のないよう配慮し、実施するものとし、特に次の事項について留

意する。 

ａ 特に児童及び園児等は校舎を出ると、恐怖心、家族の安否の心配から団体から離れ

やすいため、脱落者のないよう十分配慮する。 

ｂ 避難行動に際しては、運動靴を履き、帽子を被り、カバン等の荷物は持たないよう

に指示する。 

ｃ 児童・生徒等にとっては、教職員等は唯一の頼りであることを念頭に置き、的確な

判断により行動する。 

ｄ 児童・生徒等が引率者を見失うことのないよう色腕章、標示布（旗）等を用いる。 

③ 保護者への引渡し施設管理責任者は、被害の状況等から園児、児童を帰宅させる場合は、

保護者に連絡を行って引き渡すことを原則とする。この場合、災害対策本部に連絡をとり、

防災行政無線による保護者引渡し放送を依頼する。生徒については、帰宅地区ごとにグル

ープを編成し、教職員の引率のもと帰宅させる。施設管理責任者は、保護者への引渡しが

困難と思われる場合、または保護者への引渡しが困難な児童・生徒等については、引き続

き学校等で保護する。この場合も、防災行政無線での放送を依頼する。 

７） 医療施設における避難措置 

震災により避難の必要がある場合、医療施設管理者は、次により、迅速、適切に避難させる。 

① 地震直後の措置 

医療施設内に収容されている患者等は、起居動作の不可能または困難な傷病者、高齢者が

多く、施設管理者は、地震が発生した場合、敏速、適確に被災の状況を把握するとともに、

患者等に対しては、極度の恐怖感、不安感をなくすよう努め、また、緊急に避難が実施でき

るよう輸送車両並びに搬送用タンカ、その他必要資機材を確保し、医師、看護師、保護者等

を適切に配置する。 

② 避難行動の措置 

被災の状況、事態の推移から判断して、避難する必要を認めた場合は、患者等の病状及び

身体の状況に応じ区分し、輸送または搬送のほか歩行可能なものは徒歩により、医療管理に

必要な職員を誘導員として随伴させ、所定の指定避難所または他の安全な医療施設等に移送
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する。 

③ 応援協力の要請 

患者等の避難に要する車両及び人員が不足する時、その他独自では避難させることが困難

である時は、本部長に応援協力を要請する。 

８） 避難勧告等の解除 

当該町民の身辺から災害による直接の危険が去ったと認められた時とする。解除の伝達方法

は避難勧告等を伝達する際の方法を準用する。 

 

（５） 指定避難所の運営体制 

１） 運営体制 

① 指定避難所開設直後の運営体制は、避難所担当職員及び校長等が中心となり、指定避難

所運営の初期の対応を行う。 

② 指定避難所開設後（上記①の場合を除く）の運営体制は、避難者及び自主防災組織等を

中心に運営する。 

③ 男女のニーズの違い等の男女双方の視点などに十分配慮するほか、自主防災組織等地域

住民の代表、施設管理者及び町職員で構成する避難所運営協議会を設置し、指定避難所の

円滑な運営を行う。また、運営方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者

等の多様な視点が反映できるよう、十分配慮する。指定避難所の運営にあたっては、被災

者に対する給水、給食措置などが円滑に実施できるよう努めるとともに、この際、指定避

難所における情報の伝達、食糧、水等の配布、清掃等については、避難者、町民、自主防

災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られるよう努めるものとする。 

④ 各指定避難所の避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食事のみ受け

取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、県等に報告を行う。また、避難者の生

活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。そのため、食事供与の状況、ト

イレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、指定避難所の生活環境につ

いては、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医

師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策やエコノミークラス症候群対策の必要性、

ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握を行い、必要な措

置を講じるよう努める。さらに、必要に応じ、指定避難所におけるペットのためのスペー

スの確保に努める。また、要配慮者や妊産婦、母子のためのスペースの確保に努めるとと

もに、巡回警備等により、指定避難所の安全性の確保措置に努める。さらに、ペット同行

避難のルールを定め、飼い主が責任をもって飼育するための居場所確保やケージ等を用意

するなどの具体的な対応がとれるよう努める。 

⑤ やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資

の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝

達等により、生活環境の確保に努める。 

⑥ 指定避難所内における混乱の防止、秩序保持等、被災者の収容及び救援対策が安全適切

に行われるよう措置する。 

⑦ 指定避難所において救援活動を行うボランティアの受入れについて、県災害救援ボラン

ティア支援センターやボランティア団体のネットワーク組織等と連携して対応する。 
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⑧ 指定避難所のライフラインの復旧に時間を要すると見込まれる場合や道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を

検討する。 

⑨ 各避難所との連絡体制の確立に努めるとともに、個人情報に配慮しつつ、避難者のリス

ト作成等を実施し、必要に応じ被災者の援護の基礎となる被災者台帳を作成する。なお、

避難者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加害者か

ら追跡されて危害を受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所等が

知られることのないよう、個人情報の管理を徹底する。また、避難生活が長期にわたる場

合に備えて、国、県の協力のもと、公営住宅や民間賃貸住宅などの空室情報を把握するほ

か、応急仮設住宅の建設可能地をリストアップする。 

⑩ 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じて、旅

館やホテル等への移動を避難者に促す。 

⑪ 災害の規模等に鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮

設住宅の迅速な建設と、公営住宅、民間賃貸住宅などの活用により、指定避難所の早期解

消に努めることを基本とする。 

⑫ 指定避難所における避難者の避難生活が長期間に及ぶ場合には、空きスペースの状況を

勘案し、子どもの遊戯・学習部屋や避難者の交流スペースの確保に努める。 

２） 指定避難所・運営本部の設置 

① 指定避難所が開設された場合は、避難者を中心とした「指定避難所運営本部」を設置し、

自主的な管理運営を行う。 

② 避難所担当職員及び校長等は、この指定避難所運営本部設置のための助言を行うととも

に、運営の支援を行う。 

③ 避難者、自主防災組織、避難所担当職員が一体となった指定避難所運営を行うため、指

定避難所運営本部の中に「運営協議会」を設置する。 

④ 運営協議会は、避難者、避難所担当職員、校長等、自主防災組織及びボランティア等の

代表者で構成し、指定避難所運営の総合調整を行う。 

３） 運営協議会の主な役割 

① 指定避難所の設営及び避難者の受入れ 

② 町災害対策本部及び防災関係機関等への情報伝達及び連絡調整 

③ 負傷者、病人、要配慮者の救護 

④ 指定避難所施設の安全点検及び施設管理 

⑤ 避難者名簿の作成 

⑥ 指定避難所関連物資、食糧等の調達、受入れ、分配 

⑦ 指定避難所内の衛生管理 

⑧ 被災者への情報提供 

⑨ 指定避難所における犯罪防止 

⑩ その他必要な事項 

 

（６） 避難路の通行確保と避難の誘導 

町は、あらかじめ避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難できるよう、
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消防職員、警察官、その他の避難措置の実施者と相互に連携し、避難先への誘導に努める。なお、

その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意する。 

また、災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

 

（７） 生活関連物資の確保体制 

１） 食糧の確保 

地震発生直後に必要となる生活必需物資は、防災センター地下防災倉庫及び防災備蓄倉庫に

備蓄する物資により対応する。 

２） 炊き出しによる供給体制 

学校等の給食施設を利用して炊き出しを行う。炊き出し用の米の確保については、農林水産

省と連携を図るほか、町内の米穀届出販売事業者等から確保する。 

なお、炊き出しに伴う人員確保については、避難所運営本部と調整する。 

 

（８） ボランティアの活用 

指定避難所の運営では、人的確保が急務となることから、救援物資の搬入、搬出、安否確認、

炊き出し及び要配慮者の介護など避難所運営全般にわたってボランティアの協力を得る体制と

する。 

 

（９） 指定避難所の開設期間 

指定避難所の開設期間は、災害救助法に基づき災害発生の日から原則として７日以内とする。 

ただし、町長は、状況により期間延長する必要がある場合、県知事の事前承認を受けて延長す

る。 

 

（10） 指定避難所の閉鎖 

１） 応急仮設住宅の建設及び提供、公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっ旋等により

移転先の確保を行い、指定避難所の早期閉鎖を図る。 

２） 避難者数の減少に応じて指定避難所の統廃合を行い、学校教育の早期再開と学校機能の

回復等を図る。 

３） 指定避難所から避難者が全員退去した場合は、指定避難所を閉鎖し、関係機関に連絡す

る。 

また、要配慮者用施設についても同様とする。 

 

（11） 帰宅困難者への対応 

「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑止を図るととも

に、滞在場所の確保等の支援に努める。滞在場所の運営にあたっては、男女のニーズの違いや、

要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努める。 

また、事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速に開設し、円滑な管理運営を行うと

ともに、帰宅困難者への開設状況の広報、県・鉄道事業者への情報伝達を行う。 

さらに、帰宅困難者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意する。 
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（12） 応急仮設住宅等 

１） 応急住宅対策 

大規模地震発生時、家屋の倒壊、火災等により、住宅を失った町民に対し、応急仮設住宅の

建設、町営住宅等への一時入居、民間アパートの活用などにより、一時的に住宅を確保する。 

また、必要に応じて、町建設業協同組合等と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居

住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。 

２） 応急仮設住宅 

① 入居対象者は、地震災害により、住宅に被害を受け、居住することが困難な状態となり、

自らの資力では、住宅を確保できない町民とする。 

② 建設予定戸数の把握 

町は、災害発生後、速やかに、被害調査を行い、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅

及び民間賃貸住宅などの戸数を調査する。 

また、応急仮設住宅の建設にあたり、高齢者や障がい者がいる要配慮者世帯については、

配慮が必要なため、被害を受けた要配慮者世帯数も合わせて把握する。 

③ 設置場所 

設置場所は、水道・電気等の敷設が可能で、かつ、保健衛生上好適な地、交通の便、地域

のコミュニティ等にも考慮し、町有地から選定する。 

④ 規模等 

一戸建てまたは長屋建てとし、標準となる規格、仕様、間取り等は別に定め、迅速に建設

でき、プライバシーが確保できるよう配慮する。 

要配慮者のいる世帯へは、手すり等の付帯施設の設置や段差の解消などに努める。 

１戸あたりの基準面積や建設費用等は、災害救助法の定めるところによる。 

⑤ 着工期間 

着工は、災害発生の日から原則として 20 日以内とし、県や町建設業協同組合に応援を求

め、迅速に建設する。 

⑥ 入居者の募集 

入居者の募集は、避難所内への掲示や、町広報紙等により行う。希望者が建設戸数を超え

た場合は、抽選とするが、要配慮者優先の観点から入居者の優先順位を設定して選考する。 

⑦ 運営管理 

応急仮設住宅の運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死

や引きこもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運

営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できる

よう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮する。 

また、管理は、県と連携を図り行う。 

⑧ 供与期間 

供与期間は、完成の日から原則として２年以内とする。 

３） 町営住宅等のあっ旋 

① 公営住宅のあっ旋 

被災者の一時入居のため、それぞれ管理する公営住宅等の空家住宅を積極的に活用する。 

また、県、県住宅供給公社、他の市町村の協力を得て、広域的に住宅を確保、あっ旋する。 
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② 民間賃貸住宅等の活用 

民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のため、

その所有者に建物の提供について協力を要請する。 

４） 住宅の応急修理 

① 応急修理の対象者 

応急修理の対象者は、地震災害により、住宅が半壊等の状態にあり、当面の日常生活がで

きない、または、自らの資力では修理できない町民とする。 

② 規模等 

居室、台所、トイレ等日常生活に欠くことのできない部分とし、費用は、原則として、災

害救助法に基づく実費弁償の限度額以内とする。 

③ 応急修理期間 

災害発生の日から原則として１箇月以内とし、町が行う応急修理は、町建設業協同組合等

に協力を求め実施する。 

 

（13） 要配慮者への配慮 

１） 避難誘導、指定避難所での生活環境の確保、応急仮設住宅への入居にあたっては要配慮

者に十分配慮する。特に、要配慮者の指定避難所での健康状態の把握、福祉避難所の指定、

高齢者、障がい者等の指定避難所での健康状態の把握、応急仮設住宅への優先入居、福祉仮

設住宅の設置等に努める。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮する。 

２） 高齢者、障がい者等に対して、必要に応じて社会福祉施設等の利用、ホームヘルパーの

派遣、車いす等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力のもとに実施する。また、

在宅の避難行動要支援者の所在情報を把握し、迅速に避難ができるよう努める。 

３） 指定避難所の運営にあたって、高齢者、障がい者等健康に不安のある避難者に対する身

体的ケアを実施するとともに、精神的、心理的な訴えにも的確に対応できるようメンタルケ

アの実施に努める。 

４） 避難誘導、情報提供、相談、指定避難所の運営等にあたって、留学生など外国人に十分

配慮する。 

５） 町及び施設管理者は、在宅又は施設利用の高齢者及び障がい者の安否確認及び避難対策

について、地域の自主防災組織と協力して実施する。 

 

（14） 男女双方の視点に配慮した生活環境の確保 

１） 被災時の男女のニーズの違いを踏まえた男女双方の視点や参画に十分配慮し、指定避難

所における生活環境を常に良好なものとするよう努める。 

２） 県の「避難所マニュアル策定指針」を参考に、女性用のトイレや専用の物干し場、更衣

室、授乳室の設置及び設置場所の工夫、生理用品、女性用下着の女性による配布など、女性

の生活環境を良好に保つとともに、女性や子供に対する暴力等を予防するための照明の設置

などにより安全性を確保し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努め

る。  
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第５節 保健衛生、防疫、遺体対策等に関する活動 

（１） 保健衛生 

１） 保健活動 

① 被災者に対する保健相談 

被災地、特に、指定避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不

調をきたす可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努める。また、必要に応じ

て健康相談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の

設置やこころのケアを含めた対策を行う。 

指定避難所等の被災者、特に、高齢者及び乳幼児の健康状態の把握、風邪等の感染症の予

防、高血圧症、糖尿病等の人への治療の確保等を目的とする健康診断を行う。 

また、被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療保健及び福祉関係者

等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じる。また、被災者のみならず災害救

援スタッフのメンタルヘルスの維持に努める。 

② 被災者に対する栄養相談 

必要に応じて、指定避難所等の被災者に対し、疾病者に対する栄養指導や指定避難所での

食事についての栄養相談に応じるものとする。 

２） 衛生活動 

① 指定避難所等の衛生活動 

指定避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するととも

に、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必

要な措置を講じる。また、入浴可能な公衆浴場等についての情報提供に努める。 

② 食中毒防止 

被災地及び指定避難所での飲食物による食中毒を防止するために食品衛生監視、給食施設

の衛生活動について、必要がある時は、県に対し、その実施を要請する。 

 

（２） 防疫対策 

災害時における感染症のまん延を防止するための措置を講じる。 

１） 防疫体制の確立 

感染症等の発生または発生が予想される被災地域等を迅速に把握して、対策方針を定め、状

況に応じて防疫班を編成し、防疫活動体制を確立する。 

防疫器具・薬品等の確保については、現有の機材及び町内業者等からの調達で確保し、不足

する場合は県に対し、調達あっ旋を依頼する。 

２） 防疫活動 

① 県と常に緊密な連携を取り、被災地及び指定避難所における感染症患者または保菌者の

早期発見に努め、また必要な予防措置を行う。 

② 町民等に対し災害に伴う家屋及びその周辺の清掃を行うよう、指導または指示を行う。 

③ 感染症予防上の必要に応じて、被災地、指定避難所その他必要な場所の消毒及びねずみ

族、昆虫の駆除を行う。 

④ 防疫・予防上必要と認める場合、県の指示に従い臨時の予防接種を実施する。予防接種

を実施する場合は、ワクチンの確保などを迅速に行い、時期を失しないよう措置する。 
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３） 実施順位 

災害により、衛生環境が低下し、感染症発生のおそれがある場合は、次に該当する地域から

優先実施する。 

① 下痢患者、有熱患者が多発している地域 

② 指定避難所 

③ 浸水地域、その他衛生条件が良好でない地域 

 

（３） 行方不明者等の捜索、収容、処理、埋葬 

１） 行方不明者等の捜索 

① 対象者 

災害により行方不明の状態にあり、周囲の事情により、既に死亡していると推定される者。 

② 行方不明者等の捜索 

ア 遺体の発見、通報 

ａ 町は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに松田警察署または直近の警察官に

その旨を通報するよう広報を徹底する。 

ｂ 町は、死亡者を取り扱った場合には、必ず松田警察署に通報し、見分・検視を受け

させることを徹底する。 

イ 捜索 

行方不明者等の捜索は、警察、消防本部、消防団、自衛隊等の関係機関及び自主防災組

織、ボランティア等の協力のもとに行うものとする。 

２） 遺体対策等 

遺体対策については、適切な対応を取るため、神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の取扱

いに対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の手配、遺体

の保存のために必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮する。 

また、必要に応じて、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、

広域的な火葬の実施に努める。 

① 遺体の検視、調査等 

遺体の検視、調査等は、検察官又は警察官が行う。 

② 遺体の検案 

ア 検案は、警察協力医、救護班または応援協力により出動した医師が行う。 

イ 検案後、町は必要に応じ遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理を行う。 

③ 遺体の収容 

ア 町は、「山北体育館」の他、松田警察署と協議し、あらかじめ適当と認められる公共

施設を選定し、遺体収容（安置）所として開設する。 

イ 町は、捜索等により収容された遺体を遺体収容（安置）所に収容する。この場合、遺

体を搬送した者の氏名、住所、遺体を発見した場所、遺体の氏名・住所等を必ず聴取し、

遺体収容所内にいる各班担当者に確実な引継ぎを行う。 

ウ 町は、検案の終了した遺体について、「遺体処理台帳」及び「埋火葬台帳」（様式編『様

式－21』及び『様式－22』（p.443～444）による）を作成の上納棺し、氏名及び番号を

記載した氏名札を棺に添付する。 
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④ 身元確認 

町は、警察、地元自治会長等の協力を得て、遺体の身元確認と身元引受人の発見に努める。 

⑤ 遺体の引渡し 

ア 町は、遺体の検視、調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体

を遺族または関係者に引き渡す。当該遺体について身元の確認ができない場合は、町が

引渡しを受ける。 

イ 町は、遺体の検視、調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体

の氏名等を掲示し、遺族等の早期発見に努める。 

ウ 町は、遺族等の引き取り者がいない場合は、埋火葬を実施する。 

⑥ 資機材の調達等 

町は、警察、県、近隣市町村と協議して、広域的な連携体制を構築し、必要な棺、ドライ

アイス、ビニールシート、納体袋、毛布等を調達・確保する。 

⑦ 広報 

町は、遺体（死亡者）数、死亡者の氏名、身元不明死体数等の広報にあたっては、警察、

消防等関係機関と協議の上、統一的に行うものとする。 
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第６節 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（１） 飲料水及び生活用水の確保・供給 

１） 給水需要の予測 

災害対策本部は、地震発生後、直ちに、以下の状況を調査し、給水需要を予測する。 

① 配水池等水道施設（資料編『資料－15』（p.294～295）による）の被害状況及び復旧の

見込み 

② 給水機能停止区域、世帯、人口 

２） 飲料水の確保 

① 非常用飲料水貯留槽、浄水場等 

被災した町民等の飲料水は、非常用飲料水貯留槽（町内４箇所 計 120㎥）（資料編『資料

－15』（p.294～295）による）、皆瀬川浄水場、丸山配水池（震度５強以上で緊急遮断弁が作

動 計 4,000 ㎥）、前耕地ポンプ場（自家発電装置により日量 2,240 ㎥の揚水が可能）により

確保する。 

② 指定避難所の受水槽等の利用 

施設の被害状況を確認し、指定避難所の受水槽、高架水槽等の保有水も飲料水として利用

する。 

③ 甚大な被害により水道施設等から飲料水が確保できない場合は、鋼板プール水（資料編

『資料－15』（p.294～295）による）、井戸水、河川の水等を簡易ろ水機により十分殺菌を

行った上で、飲料水、生活用水として利用する。 

④ 広域応援協定や小売業者等との協力協定等により、飲料水を確保する。 

３） 応急給水 

① 町は、給水班を組織し、非常用飲料水貯水槽、浄水場等から給水車、ポリタンク等によ

り、給水所等へ飲料水を搬送し応急給水を実施する。 

被害甚大で町による給水の実施が困難な場合は、自衛隊給水車のほか、必要に応じて、

県・他の自治体等へ応援を要請する。 

② 給水場所は、指定避難所その他指定の場所に限定する。 

給水場所、給水時間は、事前に町民等に周知する。 

③ 給水優先施設 

町民等に対する給水のほか、次の施設へは、優先的に給水する。 

ア 医療機関 

イ 社会福祉施設 

ウ 指定避難所 

エ その他指定する場所 

④ 給水量 

ア 飲料水として給水する場合の給水量は、１人１日当たり３リットルを目安とする。 

イ 飲料水以外の生活用水等の確保については、その時点での給水能力を考慮して対応す

る。 

⑤ 町民等の対応 

ア 大規模な地震が発生した場合には、２～３日程度は、原則として、町民自身が備蓄す

る飲料水で対応するよう努める。 
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イ 町民相互の連携 

在宅の要配慮者への水の搬送等は、自主防災組織等地域で対応するものとする。 

４） 水道施設の応急復旧 

町は、山北町管工事組合等に協力を求めて、水道施設の応急復旧を速やかに実施する。 

簡易水道給水区域においては、自主防災組織と連携し、復旧体制の強化を図り早期の復旧に

努める。 

また、「日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書」（協定編『協定－３』（p.330

～333）による）に基づき、他市町より、復旧用資機材を確保する。 

 

（２） 食糧の調達・供給 

１） 供給方針 

町は、備蓄食糧等を活用するとともに、主要食糧及び副食・調味料等を調達し、被災者等に

対して供給する。 

２） 食糧等の供給需要の把握 

次の供給対象者を参考に、食糧等の供給需要を把握する。この場合、ミルクを必要とする乳

児の数、食糧等に配慮を要する要配慮者の数についても把握する。 

① 指定避難所に受入れた者 

② 住家に被害を受けて炊事のできない者 

③ 観光客または一時滞在者 

④ ライフラインの寸断等のため調理不可能な社会福祉施設等の入所者 

⑤ 応急対策活動に従事する者 

⑥ その他本部長が必要と認める者 

３） 給食施設の被害状況の把握 

学校等の給食施設の被害状況を調査し、炊き出し用の調理が可能か把握する。 

被害を受けている給食施設については、応急復旧工事を実施する。 

４） 食糧の調達 

備蓄食糧等を活用した食糧品等の提供に努めるとともに、不足した場合には、調達計画に基

づき地区内小売業者等から調達した食糧及び広域応援協定等により調達した食糧や、全国から

の支援物資等を被災者に供給し、又は応急給食を実施する。必要な食料品等の調達が困難な場

合は、県に対して支援を要請する。 

ただし、政府所有米については、交通・通信の断絶により県の指示が得られない場合、直接

農林水産省（政策統括官付貿易業務課米穀業務班）に要請する。 

５） 食糧の供給活動 

備蓄食糧等を活用するとともに、主要食糧及び副食・調味料等を調達し、被災者等に対して

供給する。 

① 町備蓄食糧等の供給 

地震発生後、食糧等の応急体制が整うまでの間、被災者等への食料等の供給は、町備蓄の

サバイバルフーズ、アルファ米等を活用する。 

② 炊き出し 

ア 炊き出しは、原則として、学校等の給食施設を使用し、給食調理員、自主防災組織、



第５章 地震災害対策計画 

191 

ボランティア等の協力を得て行う。また、必要に応じて、県を通じ自衛隊に炊飯等を要

請する。 

イ 炊き出しに際し米穀の確保が必要な場合は、町内の米穀届出販売事業者より調達する。

調達が困難な場合は、県に支援を要請する。なお、災害救助法が適用された場合で、交

通・通信途絶のため知事に要請できない場合は、政府所有米穀の供給を農林水産省（政

策統括官付貿易業務課米穀業務班）に要請する。 

ウ 副食物、調味料については、町内業者から適宜調達する。ただし、調達が困難な場合

は、県に支援を要請する。 

エ 乳児に対する粉ミルク、幼児・高齢者や病人に対する給食等について配慮する。 

③ 弁当業者等からの調達 

弁当業者、製パン業者等からの調達が可能な場合は、各指定避難所等までの配送を含めて

依頼する。 

④ 食糧の搬送 

食糧の搬送は、次のとおりである。 

ア 町が備蓄する食糧は、町が搬送する。 

イ 県からの救援食糧は、町の物資受入拠点等で受入れる。ただし、交通障害により集積

地までの交通手段を得ることができない場合は、集積地の変更または緊急輸送を要請す

る。 

⑤ 食糧等の供給活動を効率的に実施するため、供給場所は、指定避難所及びその他の指定

する場所とし、供給場所・時間等は広報を行う。 

⑥ 上記⑤のほか、食糧等の供給活動は、以下のような場合に実施する。 

ア 地震災害により孤立し、食糧調達が困難が予想される地域 

イ 医療施設、社会福祉施設 

⑦ 町民等の対応 

ア 大規模な地震が発生した場合には、原則として、指定避難所に受入れた以外の町民に

ついては、２～３日程度は、町民自身が備蓄している食糧で対応する。 

イ 町民相互の連携 

在宅の要配慮者への食糧の配送等は自主防災組織等地域で対応する。 

⑧ 事態がある程度落ち着いた段階では、給食対象者を指定避難所受入れ者に限定し、供給

需給の明確化を図る。 

 

（３） 生活必需物資等の調達供給 

１） 供給方針 

町は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活必需物資等を調達し供給する。 

２） 生活必需物資の需要の把握 

生活必需物資の供給対象者の基準は、次のとおりである。供給数は住宅被害数により推計す

る。 

① 供給対象者 

災害によって住宅に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣服、寝具その他の衣料

品及び生活必需品を喪失し、これらの物資を直ちに入手することができない状態にあると認
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められる者。 

② 生活必需物資の範囲 

被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行う。 

№ 品 目 内 容 

ア 寝具 毛布、布団等 

イ 衣料品 洋服、作業着、子供服、下着類等 

ウ 炊事用品 鍋、炊飯器、包丁等 

エ 食器 茶碗、皿、箸等 

オ 日用品雑貨 懐中電灯、乾電池、衛生材料、雨具等 

カ 光熱材料 マッチ、ローソク、ＬＰガス等 

キ その他 紙おむつ、医薬品、ラジオ等 

 

３） 生活必需物資等の調達及び供給 

町備蓄生活必需物資の活用を図るとともに、町内小売業者等から調達した生活必需物資、広

域応援協定等により調達した生活必需物資及び応援物資等を被災者に供給する。また、必要な

生活物資の調達が困難な場合は、本部長は、県に支援要請を行う。 

４） 調達した生活必需物資等の集積と配分 

① 生活必需物資の供給は、被災者名簿により、世帯構成員数に応じて、各被災世帯ごとに

供給する。 

② 生活必需物資の欠如により、身体に大きなダメージが及ぶ可能性のある要配慮者に対し、

優先的に供給する。 

③ 供給は、自主防災組織、さらには、ボランティア等の協力を得て迅速かつ正確に実施す

るものとする。 

５） 救援物資（義援物資）の取り扱い 

大規模災害の場合には、救援物資が多数輸送されることが予想される。 

救援物資の仕分け・配送・積み下ろし等は、運送業者、自主防災組織、ボランティア等の協

力を得て町が行い、これを被災者に効果的に配分する。 
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第７節 文教対策 

（１） 児童・生徒等保護対策 

校長等は、災害発生時においては、避難・誘導・保護計画に基づき、児童・生徒等の保護を最

優先に行う。 

１） 学校の対応 

① 校長等は、情報等の把握に努め、的確な指揮にあたる。 

② 児童・生徒等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確認されるまでは、学校

で児童・生徒等を保護し、安全が確認された後に、保護者へ引き渡す。ただし、公共交通

機関の運行中止等により保護者が帰宅できないことも想定されることから、保護者が来校

するまでは、学校で児童・生徒等を保護する。 

③ 初期消火、救護・救出活動等の防災活動を行う。 

２） 教職員の対処、指導基準 

① 災害発生時（担任等は）児童・生徒等に対し、より安全な場所で待機させた上、全体の

指示を待つ。 

② 児童・生徒等の退避・誘導にあたっては、氏名・人員等の掌握、異常の有無等を明確に

し、的確に指示する。 

③ 学級担任等は、学級名簿等を携行し、校長等の指示により、所定の場所へ誘導・退避さ

せる。 

④ 障がいのある児童・生徒等については、あらかじめ介助体制等の分担を決める等、十分

配慮する。 

⑤ 児童・生徒等の保護者等への引渡しについては、あらかじめ決められた引渡しの方法で

確実に行う。 

⑥ 交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒等については、氏名・人員等を

確実に把握し、引き続き保護する。 

⑦ 児童・生徒等の安全を確保した後、校長等の指示により、防災活動にあたる。 

 

（２） 応急教育対策 

１） 応急教育の実施 

町教育委員会は、災害時において、学校教育の実施に万全を期するため、教職員並びに教育

施設、教材等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

２） 被害状況の把握及び報告 

校長等は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに、児童・生徒等及び施設設備の被害

状況を把握し、町教育委員会に報告する。また、町教育委員会においては、当該町について取

りまとめのうえ、県西教育事務所を通じて県教育委員会に報告する。 

３） 教育施設の確保 

町教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、

次により施設の効率的な利用を図る。 

① 施設の被害が軽微な場合は、応急修理を行い、正常な教育活動の実施を図る。 

② 施設被害が甚大な場合は、被害が少ない他校、公民館等の町有施設を利用する。また、

プレハブ校舎等の設置を検討する。 
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③ 授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用する。 

④ 被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設その他の公共施設を利用して、授業の

早期再開を図る。 

４） 教員の確保 

町教育委員会は、災害により、教員の不足等が生じて通常の教育を実施することが不可能に

なった場合の応急対策として、次により教員を把握し、確保する。 

① 臨時参集  

教員は原則として各所属に参集するものとする。ただし、交通途絶で参集不能な場合は、

最寄りの学校（小・中学校）に参集する。 

ア 参集教員の確認  

各学校において、責任者（学校付近居住者）を定め、参集した教員の学校名、職、氏名

を確認し、人員を掌握する。  

イ 参集教員の報告  

学校で掌握した参集教員の人数等について、町教育委員会に報告する。また、町教育委

員会においては、当該市町村について取りまとめのうえ、県西教育事務所を通じて県教育

委員会に報告する。 

ウ 臨時授業の実施  

通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教員

をもって授業が行える体制を整える。  

② 退職教員の活用  

災害により教員の死傷者等が多く、平常授業に支障を来す場合は、退職教員を臨時に雇用

するなどの対策をたてる。 

５） 学用品等の確保 

町教育委員会は、災害により、喪失・き損した教科書等の学用品について、その種類、数量

の調査を行い、県西教育事務所を通じて県教育委員会に報告し、供与要請を行う。 

６） 学校納付金等の免除 

町教育委員会は、被災により学校納付金の減免等が必要と認められる者については、校長等

と協議し、学校納付金等の減免等の特別措置を講じる。 

７） 児童・生徒の心的症状の対応 

校長等は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、学校医、スクールカウンセラ

ー及び教育相談機関等との連携により、校内相談を実施する。 

 

（３） 文化財対策 

文化財が被災した場合、町教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するための応急措置を

実施するよう、所有者または管理者に指示するとともに、県西教育事務所を通じて県教育委員会

に被災状況を報告する。 
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第８節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

警察は、地震発生後、特に初期には、救急・救助、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、

緊急通行車両の通行を確保する必要があり、そのため県公安委員会は一般車両の通行禁止などの

交通規制を速やかに実施する。 

また、県は、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要な

手段を利用し、緊急輸送道路の確保に努めるなど、総合的な緊急輸送を実施する。 

（１） 交通の確保 

１） 被災地域への流入抑制及び交通規制の実施 

① 危険防止及び混雑の緩和の措置 

大震災発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、

必要な交通規制を迅速・的確に実施し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及

び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

② 大震災発生時の交通規制等 

大震災発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路状況等によって弾力的に行う必要が

あり、被災地または被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応する。 

ア 被災地等への流入抑制 

大震災が発生した直後においては、次により、避難路及び緊急交通路について優先的に

その機能の確保を図る。 

ａ 混乱防止及び被災地への流入抑制のための通行禁止区域または通行制限区域（以下

「通行制限区域等」という）を設定し、交通整理または交通規制を行う。流入抑制の

ための交通整理または交通規制を行う場合には、隣接都県と連絡を取りつつ行う。 

ｂ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、通行禁止区域等におけるインター

チェンジ等からの流入を制限する。 

イ 緊急交通路確保のための交通規制 

大震災が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが

予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対

策のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路の交通の実態を把握し、災害対策

基本法第 76 条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止または制限す

る。 

ウ 警察官の措置 

通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害になることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車

両その他の物件を付近の道路へ移動させるなどの措置命令を行う。 

２） 交通情報の収集等 

① 交通情報の収集 

被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため、

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視用カメラ等を活用し、情報を収集す

る。 

② 交通情報の広報 

交通規制の内容を運転者、地域住民に周知するため、看板、垂れ幕、広報車両、航空機及
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び現場警察官による広報を積極的に実施する。また、テレビ、ラジオ等あらゆる広報媒体を

使用して周知に努めるほか、必要に応じて関係市町村の協力を求める。 

３） 運転者の取るべき措置 

① 避難のために車を使用しないこと。 

② 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止

させ、カーラジオ等で地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動す

ること。 

③ 車を置いて避難する時は、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 

④ やむを得ず道路上に置いて避難する時は、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、

エンジンキーはつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。 

⑤ 駐車する時は、避難する人の通行や緊急通行車両の通行等災害応急対策の実施の妨げに

なるようなところには駐車しないこと。 

⑥ 危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかに取ること。 

４） ヘリコプター臨時離着陸場 

町は、あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場を開設するとともに、

防災関係機関等への周知徹底を図る。 

 

（２） 緊急輸送 

１） 重要道路の緊急確保 

大規模地震発生時には、道路、橋梁等の構築物の被害とともに、倒壊した家屋、工作物の転

倒落下等により、大量の障害物が発生する。これらの道路被害、障害物は、消火、救助、救護

活動等のための緊急車両の通行及び被災者の生活障害となるため、町は、防災関係機関と連携

し、重要道路の障害物の除去及び応急復旧を迅速に進め道路機能の確保に努める。 

① 重要道路の被害状況の把握及び障害物除去・応急復旧 

ア 重要道路の被害状況の把握等 

町は、管内の道路のうち応急対策活動上重要な道路（管理者のいずれかを問わない）に

ついて、早急に被害状況を把握し、警察、消防等関係機関に通報する。 

国道、県道等の支障箇所については、県西土木事務所等道路管理者へ通報するとともに、

適切な処置を要請する。 

また、道路占用工作物（電力、通信、その他）等に被害があった旨の情報を受けた場合

は、それぞれの関係機関または所有者にその安全措置を要請し、道路の保全を図る。 

イ 重要道路の障害物除去・応急復旧 

ａ 町は、重要道路の被害状況等に基づき、町建設業協同組合等の協力を得て、応急復

旧作業体制を確立し、効率的な障害物除去・応急復旧活動を実施し、道路の機能確保

に努める。また、障害物除去・応急復旧は、各道路管理者・防災関係機関、自衛隊等

が連携を図り、迅速に実施するとともに、障害物除去・応急復旧路線の優先順位を定

め効率的に実施する。 

ｂ 重要道路 

○県、町が指定した緊急輸送道路等及び県公安委員会が指定した緊急交通路（資料編

『資料－８』（p.286）『資料－９』(p.287)『資料－10』（p.288～289）による） 
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○消火活動、救出活動上重要な道路 

○緊急医療計画上重要な道路（基幹病院への道路、広域医療搬送に必要な 

道路、後方搬送ヘリポートに通じる道路） 

○救護物資の輸送上重要な道路 

○広域応援受入れ上必要な道路 

ｃ 町建設業協同組合で対応が難しい場合は、町災害対策本部から県災害対策本部へ応

援要請を依頼する。 

ｄ 重要道路の障害物除去・応急復旧により生じた災害廃棄物等は、あらかじめ決めら

れた場所、若しくは、可能な仮置場を決定し、処理するものとする。 

② 道路通行規制 

ア 通行の禁止又は制限 

ａ 各道路管理者は、災害により、交通が危険であると認められる場合は、交通の危険

を防止するため、必要に応じて通行の禁止又は制限の措置を行う。 

ｂ 各道路管理者は、通行の禁止又は制限を行う場合は、県公安委員会と調整して必要

な対応を実施する。 

イ 道路交通情報の周知 

道路通行規制等の道路交通情報について、町は、防災行政無線等により、町民及び関係

者に周知徹底させる。 

２） 生活道路の確保 

初動対応期における重要道路の緊急確保の活動が一応の目標を達成した段階において（状況

によっては、もっと早い段階から）は、被災者に対するきめ細かな救援活動を実施する上で必

要であり、かつ、被災者の生活再建を支援する上でも重要となる生活道路の確保を行う。 

① 生活道路の被害状況を把握し、その重要度に応じた復旧方針を作成する。 

② 町民の自主的な生活道路確保活動を支援するために、道路上障害物の仮置き場等を選定

し、周知する。 

③ 町内の被害が甚大な場合、自主防災組織、防災関係機関等の協力を得て、道路上の障害

物の除去を実施する。 

３） 緊急輸送車両の確保対策 

① 基本方針 

災害応急対策活動に必要な輸送手段の確保は、県及び関係機関の協力を得て行う。また、

緊急車両の運用に際しては、災害発生後概ね３日間は、救出救助活動に支障がないよう人命

優先の輸送活動を実施する。 

ア 輸送車両等の需要予測 

町は、災害による被害状況及び応急対策活動の状況から、各応急対策活動に必要な輸送

車両等の需要予測を行い、関係機関に協力を要請する。 

② 緊急輸送手段の確保 

町は、被害の状況、地域の現況に即した車両等の調達を行う。必要な車両等の確保が困難

な場合は、県に対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

ア 車両の確保 

ａ 町が保有する全車両の利用 
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ｂ バス、貨物自動車等 

日本通運㈱小田原支店、（社）神奈川県トラック協会小田原地区支部、富士急湘南バス

㈱松田営業所等に協力を要請する。さらに不足する場合は、レンタカー等の活用を図る。 

ｃ 特殊車両 

建設業者、リース会社等に協力を求める。 

イ 燃料の確保 

町保有車両及び応援車両の燃料は、町内関係業者等に依頼し確保する。 

ウ 鉄道機関への協力要請 

鉄道による輸送手段を確保するため、東海旅客鉄道㈱静岡支社に協力を要請する。 

エ ヘリコプターの要請 

応急対策の実施に際し、空中輸送の必要を認めた時は、県知事を通じてヘリコプターの

派遣を要請する。 

４） 輸送対象の想定 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、概ね

以下のとおりとする。 

① 第１段階（発災直後から概ね２日目までの間） 

ア 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 初動の災害応急対策に必要な人員・物資等 

エ 医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 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物資 

② 第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

ア 上記第１段階の続行 

イ 食糧、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

③ 第３段階（発災後概ね１週間以降） 

ア 上記第２段階の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 

５） 緊急通行車両の確認手続 

災害応急対策活動に必要な輸送手段の確保は、県及び関係機関の協力を得て行う。また、緊

急車両の運用に際しては、災害発生後概ね３日間は、救出救助活動に支障がないよう人命優先

の輸送活動を実施する。 

また、応急対策の実施に従事する車両として確認された「緊急通行車両」以外の一般車両に

ついては、交通規制の対象となる。このため、災害応急対策を円滑に実施するためには、災害

発生とともに、輸送車両等必要な車両について速やかに緊急通行車両としての確認手続きを行

うことが必要である。 

① 緊急通行車両（確認対象車両） 

緊急通行車両は、災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、
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またはその委託を受けたものが使用する車両で、次に掲げる業務に使用する車両である。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告、指示 

イ 消防、水防、その他の応急措置 

ウ 避難者の救難、救助その他の保護 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

オ 清掃、防疫、その他の保健衛生 

カ 犯罪の予防、交通規制、その他被災地における社会秩序の維持 

キ 緊急輸送の確保 

ク その他災害の防御、または、拡大の防止のための措置 

② 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法施行

令第 33 条に規定する標章及び証明の交付手続きは、県知事が行う車両（県の保有車両及び

調達車両）を除いた他の車両について、県公安委員会（県警察本部交通規制課、各警察署及

び交通検問所）が行う。 

なお、災害時の緊急通行等を円滑に行うため、緊急通行車両の事前届出に努めるものとす

る。 

 

（３） 障害物の除去 

１） 実施機関 

① 町 

各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山（がけ）崩れ、浸水等によって住家、

又はその周辺に運ばれた障害物の除去を行う。実施困難なときは、県に対し応援協力を要請

する。 

② 道路、河川等の維持管理者 

道路、河川等にある障害物の除去を行う。道路管理者は、災害対策基本法第 76 条６第１

項により、災害が発生した場合において、緊急通行車両通行の妨げになる車両等を、区間を

指定して、道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずる。県管理の道路、河川等について

は、県土整備局及び環境農政局が県警察又は消防、自衛隊の協力を得て、障害物の除去を行

う。 

③ その他 

その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地所有者又は管理者が行う。 

２） 障害物除去の対象 

災害時における障害物（工作物を含む）除去の対象は、概ね次の場合とする。 

① 町民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

② 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

③ 緊急通行車両の通行、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

④ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

３） 障害物除去の方法 

障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い又は土木建設業者等の協力を

得て、速やかに行う。また、除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、
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周囲の状況等を考慮し、事後に支障の起こらないよう配慮して行う。 

４） 除去した障害物の集積場所 

障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮するが、概ね次の場所に集積

廃棄又は保管する。なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ

選定した場所とする。ただし、災害の状況によっては、護岸、河川敷、緑地帯等を一時使用す

る。 

① 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に適当な場

所 

② 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

③ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

④ 指定広域避難場所として指定された場所以外の場所 

５） 除去に必要な機械、器具の整備等 

障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を立てる。 
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第９節 警備・救助対策 

（１） 事前対策 

町は、防災訓練等を通じて、地域住民等に対し、地震に関する知識、避難場所、避難路、避

難方法、交通規制措置等について周知徹底を図るものとする。 

 

（２） 警備体制の確立 

１） 大地震の発生と同時に松田警察署に警察署長を警備本部長とする警察署災害警備本部を

設置し、指揮体制を確立するとともに、必要に応じて所要の要員を災害対策本部に派遣し、

協力・連携体制を強化する。 

２） 別に定めるところにより、警備部隊等の編成を行うほか、災害の規模及び態様に応じて

迅速・的確に部隊運用を行う。 

 

（３） 災害応急対策 

警察は、災害対策本部等関係機関と連携して次の対策を実施する。 

１） 情報収集・連絡 

災害警備活動上必要な情報を収集し、収集した情報を、必要により町災害対策本部へ連絡を

行う。 

２） 救出救助活動 

警察は、把握した被災状況に基づき、迅速・的確な救出救助活動を実施する。また、警察署

長は、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関する調整を行う。 

３） 避難の指示等 

警察官は災害対策基本法第 61 条または現場の状況に応じ警察官職務執行法第４条により避

難の指示を行いまたは避難の措置を講じる。 

４） 交通対策 

警察は、被災地域における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるよ

うに、被災規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域の設

定や緊急交通路の確保などの交通規制を実施する。 

５） 治安対策 

警察は、被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送路及び集積

地における混乱、指定避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけ

るパトロールの強化、指定避難所等の定期的な巡回等を行う。また、被災地において発生しが

ちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取り締まり

を重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。 

６） 防犯指導隊及び交通指導隊との連携 

警察は、防犯指導隊、交通指導隊と連携し、治安維持や交通規制等の対策を講ずる。 

 

（４） 被災者への情報伝達 

１） 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

警察は、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制等警察措置に関する情報等を、

交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用するなどして、適切に伝達するよう努める。 
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（５） 交通対策 

警察は、災害発生後、特に初期には、救急・救助、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、

緊急通行車両の通行を確保する必要があり、そのため県公安委員会は一般車両の通行禁止などの

交通規制を速やかに実施する。 

１） 被災地域への流入抑制及び交通規制の実施 

① 危険防止及び混雑の緩和の措置 

大震災発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、

必要な交通規制を迅速・的確に実施し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及

び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

② 大震災発生時の交通規制等 

大震災発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路状況等によって弾力的に行う必要が

あり、被災地または被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応する。 

ア 被災地等への流入抑制 

大震災が発生した直後においては、次により、避難路及び緊急交通路について優先的に

その機能の確保を図る。 

ａ 混乱防止及び被災地への流入抑制のための通行禁止区域または通行制限区域（以下

「通行制限区域等」という）を設定し、交通整理または交通規制を行う。 

ｂ 流入抑制のための交通整理または交通規制を行う場合には、隣接都県と連絡を取り

つつ行う。 

ｃ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、通行禁止区域等におけるインター

チェンジ等からの流入を制限する。 

イ 緊急交通路確保のための交通規制 

大震災が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが

予想され、町民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対

策のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路の交通の実態を把握し、災害対策

基本法第 76 条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止または制限す

る。 

ウ 道路管理者等への通知 

イによる通行の禁止または制限を行う場合、道路管理者及び公安委員会への通知を速や

かに行う。 

エ 警察官の措置 

通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害になることに

より、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車

両その他の物件を付近の道路へ移動させるなどの措置命令を行う。 

２） 交通情報の収集 

① 交通情報の収集 

被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため、

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視用カメラ等を活用し、情報を収集す

る。 
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② 交通情報の広報 

交通規制の内容を運転者、地域住民に周知するため、看板、垂れ幕、広報車両、航空機及

び現場警察官による広報を積極的に実施する。また、テレビ、ラジオ等あらゆる広報媒体を

使用して周知に努めるほか、必要に応じて関係市町村の協力を求める。 

 

（６） 運転者の取るべき措置 

１） 避難のために車を使用しないこと。 

２） 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止

させ、カーラジオ等で災害情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動する

こと。 

３） 車を置いて避難する時は、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 

４） やむを得ず道路上に置いて避難する時は、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、

エンジンキーはつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。 

５） 駐車する時は、避難する人の通行や緊急通行車両の通行等災害応急対策の実施 

の妨げになるようなところには駐車しないこと。 

６） 危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかに取 

ること。 
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第 10 節 ライフラインの応急復旧活動 

（１） 下水道施設の応急対策 

下水道施設の被害に対し、汚水の疎通に支障のないように応急措置をし、排水の万全を期する。 

１） 下水道施設の被害状況の把握 

大規模地震の発生に伴い、下水道管渠（汚水）の破損、処理場の機能停止等により生活排水、

し尿処理に支障をきたすことが予想される。町は、町内の下水道施設の被害状況を収集すると

ともに、下水道供用不能地域を把握する。 

２） 下水道被害への対応 

下水道施設の被害により、下水道の使用を停止または制限する必要が生じたときは、町防災

行政無線、広報車等により、町民に周知する。復旧後の供用開始時も同様とする。 

下水道供用不能地域のし尿処理対策として、指定避難所及び町有施設に仮設トイレ、簡易ト

イレを設置する。 

３） 応急復旧 

災害対策本部は、県、町建設業協同組合等と連携を図り、下水道供用のため迅速な応急措置

を講じるとともに、本復旧の方針をたてる。 

災害規模により、多くの資機材、車両、人員等を必要とする場合は、関係機関に調達、協力

を要請する。 

 

（２） 電力施設の応急対策 

災害時の電力の途絶は、町民の生活維持や情報の収集並びに町、防災関係機関が実施する災害

応急対策活動に多大の影響を与える。 

東京電力パワーグリッド㈱小田原支社は、大規模な災害時、次の応急対策を実施する。 

１） 災害時の活動体制 

震度５強以上の地震の発生等大規模な災害が発生した場合、東京電力パワーグリッド㈱小田

原支社は、非常災害対策小田原支部を設置し、非常態勢により災害応急対策活動を行う。 

２） 応急対策 

電力施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二次災害の発生を

防止し、速やかに、応急復旧を行い、電力供給施設としての機能を維持する。 

災害時においては、原則として、送電は維持するが、円滑な防災活動を実施するため、警察、

消防機関等から送電停止の要請があった場合には、送電停止等の適切な危険予防措置を講じる。 

３） 広報 

感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況、復旧予定等について、各報

道機関や広報車並びに町防災行政無線等を通じて広報する。 

４） 復旧対策 

災害復旧の実施にあたっては、原則として、人命に係わる箇所、官公署、報道機関、指定避

難所等を優先する。 

５） 町及び関係機関との情報連絡 

① ＮＴＴ災害時優先電話等により連絡体制を確保する。 

② 必要に応じて、連絡要員を災害対策本部に派遣する。 

③ 復旧工事等を行うに当たり関係機関との調整が必要な場合は、災害対策本部に調整を依
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頼する。 

６） 復旧資機材の確保 

① 現業機関において、予備品、貯蔵品等の在庫量を常に把握しておくとともに、調達を必

要とする資材は可及的速やかに確保する。 

② 復旧資機材の輸送は、あらかじめ契約している会社の車両、船艇等により行うが、不足

する場合は、他企業及び他店の協力を得て輸送力の確保を図る。 

③ 災害時においては、復旧資材置き場としての用地を確保する。 

 

（３） ＬＰガスの応急対策 

災害時において、町内の主要燃料となっているＬＰガスの安定した供給が必要となる。 

公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会足柄支部は、大規模な災害時、次の応急対策を実施する。 

１） 災害時の応急対策活動 

公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会足柄支部及びＬＰガス販売店は、次のとおり、災害発生

時の応急対策活動を行う。また、必要に応じて、他支部、他県からの応援隊を配置し対応を図

る。 

① 防災関連施設への対応 

町災害対策本部との連携により、災害対策上必要な関連施設、指定避難所等の給食施設へ

優先的に応急供給を実施する。 

② 一般家庭への対応 

発災直後から 48 時間以内を目標に、二次災害防止のため、ＬＰガス容器バルブ停止、転

倒容器の立て直し、容器の撤去等を行う緊急措置作業を行う。 

緊急措置作業終了後から 14 日以内を目標に、安全確認検査後、使用可能な設備は、ガス

供給を再開する。配管等の破損により、使用不可能な設備は、ゴムホース等により、コンロ

用にガス供給する応急措置作業を行う。 

２） 広報 

災害対策本部は、ガス引火等の二次災害の発生を予防するため、ＬＰガス容器バルブ停止、

火気使用の制限等を防災行政無線等を通じて広報する。 

 

（４） 通信施設の応急対策 

災害時の通信の途絶は、災害応急対策活動に支障を来すとともに、社会的混乱のおそれを生じ

るなどその影響は大きい。 

東日本電信電話㈱神奈川支店は、大規模な災害時、次の応急対策を実施する。 

１） 災害時の活動 

災害が発生した場合には、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、被災した

通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維持に必要な補強、整備工事

などの応急復旧対策を行う。 

２） 応急措置 

通信施設に被害が生じた場合、または、不通や集中等の事態の発生により、通信の疎通が困

難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、以下

の措置を行う。なお、公衆電話等の臨時設置にあたっては、原則として、被災者の利用する指
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定避難所等を優先する。 

① 非常電話・緊急通話の優先確保 

② 孤立対策として、無線車等による通信確保 

③ 指定避難所等への特設公衆電話の臨時開設 

④ 災害用伝言ダイヤル「171」等の運用開始 

⑤ 回線復旧などの応急措置 

３） 広報 

通信施設の被害状況、復旧予定、不通や集中防止のため、利用者への電話利用規制のお願い

等について、各報道機関や広報車並びに町防災行政無線等を通じて広報する。 

４） 普及対策 

災害復旧の実施にあたっては、原則として、治安、救援等の最重要機関、防災機関を優先す

る。 

５） 町及び関係機関との情報連絡 

① 災害時優先電話等により、連絡体制を確保する。 

② 必要に応じて、連絡要員を災害対策本部に派遣する。 

③ 復旧工事等を行うにあたり、関係機関との調整が必要な場合は、災害対策本部に調整を

依頼する。 
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第 11 節 災害廃棄物等の処理対策 

（１） ごみ処理施設、し尿処理施設の被災状況の確認 

発災後速やかにごみ処理施設及びし尿処理施設の被災状況を把握し、その状況を関係機関に報

告する。 

 

（２） 仮設トイレの設置 

１） 住民の避難状況や上下水道の被災状況と復旧の見通し等の情報に基づき、仮設トイレの

必要性や配置を考慮しながら、速やかに仮設トイレを設置する。 

２） 町は、備蓄している仮設トイレ数が不足する場合は、し尿収集の委託業者の備蓄分や、

仮設トイレのリース業者からの調達を検討するとともに、県への支援の要請を検討する。 

 

（３） し尿及びごみ処理 

指定避難所の収容人数及び断水地域の在宅住民の人数等から、し尿収集対象発生量やごみの発

生量を推計し、通常時のし尿やごみの収集・処理体制に基づき、収集体制の確保を図る。 

また、し尿やごみの収集・処理業務の増大により、収集車両や人員、処理施設の能力が不足す

る場合、処理施設が倒壊又は稼働不能な場合等は、県への支援の要請を検討する。 

１） し尿処理対策 

被災状況や避難状況の的確な把握を行い、し尿処理対策、収集を迅速に行う。 

① 処理対策 

建物被災、上水道・下水道施設の被害等により、水洗トイレが使用できない、または、制

限される事が予想される。 

町災害対策本部は、被災地、指定避難所、指定避難所等の水洗トイレ使用可否等の被害調

査を行い、使用が不可能な場合には、指定避難所、公園等に仮設トイレ、簡易トイレ（薬剤

によりし尿を固形化）を設置し対応する。また、下水道マンホールも仮設トイレ便槽として

利用する。 

なお、下水道施設が使用可能な場合は、河川等から水を確保し、下水道機能を有効に活用

する。 

② 収集処理 

し尿の収集処理は、防災対策関連施設、仮設トイレの設置場所等重要度、使用頻度の高い

施設を優先して行う。 

し尿収集は、清掃委託業者、許可業者に委託し、処理は足柄上衛生組合に搬入し処理する。

足柄上衛生組合の被害や処理能力以上の搬入水量が見込まれるなど、処理が困難な場合は、

他の処理施設に処理を委託する。 

２） ごみ処理対策 

地震発生時、被災地では道路障害等により、ごみ収集が困難になることが予想される。排出

されたごみ等が無秩序に放置されると、地域の衛生環境を著しく阻害するだけでなく、復旧活

動の妨げにもなる。 

町は、被災地におけるごみ収集を迅速に行い、環境衛生の保持に努める。 

① 収集方法 

ア ごみの収集は、町収集を基本とするが、通常を大きく上回るごみの排出量が見込まれ
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るときは、県、他の市町村、廃棄物処理業者等の応援体制を講じる。 

イ 既存の集積所が使用できない箇所または排出量が多く集積しきれない場所等につい

ては、臨時の集積所を確保する。 

ウ 現行の分別、指定袋収集を原則とし、収集回数については、被災状況に応じて対応す

る。 

エ 被害が甚大で、道路等の損壊により、収集が困難な地域については、臨時の一時集積

場所を確保し、状況に応じた収集を行う。 

オ 指定避難所等に臨時の集積所を設置する。 

災害時のごみ収集方法については、防災行政無線等で町民に周知する。 

② 処理方法 

ごみ処理は、足柄西部環境センターで処理する。 

足柄西部環境センターの被害や、処理能力以上の排出量が見込まれるとき等、処理が困難

な場合は、他市町村に処理を要請する。 

 

（４） 災害廃棄物処理 

地震により倒壊した建築物等から発生する、廃木材、コンクリートがら等の災害廃棄物を速や

かに処理することは、町民の安全な生活の確保や応急対策、復旧を円滑に進めるためにも必要で

ある。 

１） 処理、撤去等 

① 被災建築物の解体、災害廃棄物の処理等は、原則として、所有者が行うこととし、町は、

これら廃棄物の処理場の確保、処理等に関する情報の収集提供等を行う。なお、災害の規

模や状況によっては、公費負担について、県等と協議を行う。 

② 町は、道路上及び応急対策上必要な場所の災害廃棄物、工作物等の障害物について、町

建設業協同組合、自衛隊等防災関係機関の協力を得て撤去等を行う。 

２） 処理方法 

災害廃棄物は、処理施設等への短期間の大量搬入が困難なため、町は、周辺環境に十分注意

しながら町有地等に災害廃棄物仮置場を確保する。 

仮置場に搬入された災害廃棄物は、分別等を行い資源の再利用を図る。再利用が不可能な物

については、足柄西部環境センターでの処理または廃棄物処理業者等に処理を依頼する。 
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第 12 節 被災者等への情報提供、相談等に関する活動 

（１） 被災者等への情報提供 

発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して流言、飛語等による社会的混乱を

防止し、町民の心の安定を図るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、町民等の安全を

確保するため、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努める。 

また、指定避難所以外で避難生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避

難者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 

１） 町民等に対して、地震災害の状況、避難所情報、交通機関やライフラインの復旧情報、

その他生活に必要な情報の広報活動を行う。 

２） 民間企業等からの有線や無線による地域情報の受入体制を整備し、これらの情報の活用

に努める。 

３） 被災者の安否情報について住民から照会があった場合は、被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するよう努める。なお、被

災者の中に配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等

が含まれる場合は、その個人情報の管理を徹底する。 

 

（２） 災害相談の実施 

１） 災害相談の実施 

地域の被災町民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため、県と相互に連携して臨

時災害相談所を設け、発災直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応した総合的な相談活

動を実施する。 

２） 相談業務の内容 

災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や指定避難所、救援食糧・飲

料水・衣類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相

談、復興期の住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援

する。 
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第 13 節 広域的応援体制 

（１） 広域的な応援要請 

１） 県に対する応援要請 

① 応援要請の考え方 

大規模災害が発生し、町内の防災能力だけでは対応が不十分であり、県及び他市町村に応

援を求める必要があると判断される場合は、各種法令、相互応援協定に基づき、必要事項を

明確にした上で本部長が応援要請手続きを行う。 

② 県に応急措置の実施または応援を求める場合 

ア 災害救助法適用の要請 

イ 応援要請または応急措置の実施の要請 

③ 県に対する応援要請の方法 

応援要請または応急措置の実施を要請するにあたっては、とりあえず県防災行政通信網ま

たは電話等をもって処理し、事後文書により改めて処理する。 

この場合、以下の事項をあらかじめ明らかにした上で要請する。 

ア 災害の状況及び応援を要する理由 

イ 応援を必要とする活動内容（応急措置内容） 

ウ 応援を必要とする期間 

エ 応援を必要とする場所 

オ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

カ その他の必要事項 

２） 他市町村等への応援要請 

町長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、原則として、他市町村長

に対して応援要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

① 県内市町村等への応援要請 

大規模災害が発生し他市町村からの応援が必要と判断した時は、県内 33 市町村間で結ん

でいる「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」（協定編『協定－21』

（p.379～381）による）により要請を行う。 

② 消防の応援要請 

ア 神奈川県内の消防の応援 

神奈川県下消防相互応援協定、同協定に基づく航空機特別応援実施要領（協定編『協定

－４』（p.334～337）による）及び神奈川県内消防広域応援実施計画（資料編『資料－25』

（p.313～322）による）に基づき、小田原市消防本部消防長は、他市町村消防本部消防長

へ応援を要請する。 

イ 神奈川県外の消防の応援 

県知事は、消防庁長官へ緊急消防援助隊及び他府県の応援を要請する。 

ウ 近隣市町の消防応援 

町長は、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町消防相互応援協定（協

定編『協定－７』（p.343～345）による）により要請を行う。 

③ 他都道府県の地方自治体との相互協力 

町は、災害時に相互援助を行うことを目的とする協定を品川区及び静岡県小山町等と結ん
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でいる。今後は、同様に他の地方自治体との協力体制の推進に努める。 

３） 自衛隊の派遣要請 

町長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊の派遣要

請を要求する。この場合、必要に応じて、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大

臣、地域担任部隊等の長に通知する。なお、町長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に

通知する。 

町長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、

地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知する。なお、この通知をした時は速やかにその旨を知

事に通知する。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると

認められる場合には、自主派遣をする。 

① 災害派遣の要請 

ア 災害派遣要請基準 

自衛隊の災害派遣要請にあたっては人命救助及び財産保護のため緊急の措置を必要と

する場合行うものとし、概ね次の基準とする。 

ａ 人命救助のための応援を必要とするとき 

ｂ 車両、航空機等状況に適した手段による被害状況の把握が必要なとき 

ｃ 避難者の誘導、輸送等避難のため援助が必要なとき 

ｄ 主要道路、堤防、護岸の応急復旧に応援を必要とするとき 

ｅ 応急措置のための医療、防疫、救援物資輸送、炊飯、給水等の応援を必要とすると

き 

イ 災害派遣要請の方法 

ａ 本部長は、自衛隊の災害派遣を必要と判断する場合は、速やかに、本部会議に図り、

県知事に対し、自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

ｂ 県知事に対する自衛隊への派遣要請の要求は、書面をもって行うが、緊急を要する

時は、電話その他迅速な方法により通知するものとし、事後速やかに書面を送付する。

なお、県知事への派遣要請の要求ができない場合には、災害の状況を防衛大臣、また

は、地域担任部隊等の長に通知することができる。この通知をしたときは、速やかに

その旨を知事に通知する。 

ｃ 自衛隊の派遣を要請する場合は、自衛隊法施行令第 106 条に基づき次の事項を明ら

かにして要請する。 

≪自衛隊法施行令第 106条に基づき明らかにする事項≫ 

○災害の情況 

○派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○その他参考となるべき事項 

ｄ 被害状況により急を要する場合は、県を経て自衛隊の派遣を要請するとともに、自

衛隊の下表の部隊にｃ項を通知する。 
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部隊名 

（駐屯地名） 

連絡責任者 電話番号 

無線番号 時間内 時間外 

陸上自衛隊 

第31普通科連隊 

（武 山） 

第３科長 部隊当直司令 
横須賀 046-856-1291 

（内630、634、629 FAX690） 

県防災行政通信網 9209 

陸上自衛隊 

第１高射特科大隊 

（駒 門） 

第３係主任 

または 

第２係主任 

部隊当直司令 
御殿場 0550-87-1212 

（内430、420、449 FAX434） 

県防災行政通信網 9209 

 

（２） 広域応援の受入れ 

１） 広域応援活動拠点の開設 

① 広域応援活動拠点の開設 

県立山北高等学校を広域応援部隊（自衛隊、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊）等の活動

拠点として、県と協力して開設し受入れ態勢を整える。 

町では、広域応援部隊等の活動拠点をもとに、災害応急活動を実施する。 

実施する対策は次のとおり。 

ア 備蓄防災資機材・物資の配分、搬送調整 

イ 救援物資の受入れ、配分及び搬送調整 

ウ 協定物資の受入れ、配分及び搬送調整 

エ 輸送車両・ヘリコプターの誘導、物資の搬送調整 

オ 救援・復旧等対策に携わる災害応急活動要員等の集結、待機、出動調整 

カ その他必要な災害応急活動 

② 町が激甚被災地となった場合 

町が激甚な被害を受けた場合は、広域応援活動拠点となる施設や、オープンスペースの確

保及び応援部隊の受入れが極めて困難になる可能性がある。その場合は、県に対し、周辺の

市町村に広域応援活動拠点の開設と運営を要請する。なお、広域応援活動拠点の運営を円滑

に進めるため、町職員等を連絡要員としてこれらの拠点に派遣する。 

③ 町の被害が比較的軽微な場合 

激甚被災地となった市町村に対し、県の指示等により、広域応援活動拠点の開設・運営、

応援部隊・職員に対する便宜供与等により応援を実施する。また、状況により、職員を激甚

被災地市町村へ派遣する。 

２） 災害派遣部隊の受入れ 

① 受入れ準備 

自衛隊の派遣が決定した場合、本部長は、派遣部隊の活動が十分発揮できるようにするた

め、次の措置を行うものとする。 

ア 被災状況により隊員の到着前に必要な資機材の確保等、到着と同時に作業ができるよ

う準備しておく。 

イ 被災地に自衛隊が到着するために必要な誘導を行う。 

ウ 自衛隊の作業が他の復旧機関と競合重複することのないよう最も効率的に作業を分

担するよう配慮する。 
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エ 派遣された自衛隊との円滑かつ迅速な措置が取れるよう連絡窓口の一本化及び連絡

要員を確保する。 

オ 派遣された部隊に対し、作業が円滑に行えるよう宿舎等必要な設備を整える。 

カ ヘリコプターによる災害派遣を受入れる場合は、風向表示、着陸地点の表示等受入れ

に必要な準備をする。 

② 派遣部隊到着後の措置 

派遣部隊が到着した場合は、目的地に誘導するとともに、派遣部隊の長と応援作業計画等

について協議し、必要な措置をとるとともに、到着後及び必要に応じて、次の事項を県に報

告する。 

ア 派遣部隊の長の官職氏名 

イ 隊員数 

ウ 到着日時 

エ 従事している作業内容及び進捗状況 

３） 災害派遣部隊の撤収要請 

本部長は、派遣部隊の長及び関係機関等の協議により、災害派遣要請の目的を達成した時、

または、その必要がなくなったと認められた時は、県知事に対し、撤収要請を依頼する。 

４） 経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、町が負担するが、その内容は概ね次のとお

りとする。 

① 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資材、機材（自衛隊装備に係るものを除く）

等の購入費、借上げ料及び修繕費 

② 派遣部隊の宿舎に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

③ 派遣部隊の宿舎及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

④ 派遣部隊の救援実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損害の補償 

⑤ その他救援活動の実施に要する経費で負担に疑義ある場合は、自衛隊と町が協議するも

のとする。 
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第 14 節 災害救援ボランティアの支援活動 

大規模災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合においては、町は、関係団体などと連

携し、災害救援ボランティアの活動を支援する町災害ボランティアセンターを設置・運営し、ボラ

ンティアニーズ情報の受発信、ボランティアの受入れ・コーディネート等により被災地におけるボ

ランティア活動の効果的な支援に努める。 

（１） 町災害ボランティアセンターの設置 

町、町社会福祉協議会及び災害救援ボランティア団体等は、それぞれの実情に応じて、発災後

速やかに、緊密な協働・連携のもと、災害ボランティアセンターを設置する。 

 

（２） 災害救援ボランティアの受入れ 

関係団体等と協力し、災害救援ボランティアに対する活動場所や、必要に応じ、資機材・宿泊

場所等の提供あるいはそれらの情報提供により、活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。

また、消防機関においても、元消防団員等の経験や能力を有した災害救援ボランティアとの連携

に努める。 

社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体等

と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携の

とれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の生活環境につい

て配慮する。 

１） ボランティア団体との連携 

大規模地震発生時、町職員や防災関係機関の応援部隊員等は、広範囲にわたる各種災害応急

対策活動を実施するため、要配慮者や被災町民等に対する支援が、困難または手薄になること

が予想される。 

町災害対策本部は、応急対策に必要な専門的技能を有する者、要配慮者や被災町民の生活等

を支援する者について、各種ボランティア団体と連携を図り、災害ボランティアとして積極的

に受入れを行うとともに、災害情報の提供、活動場所の提供等活動の円滑な実施が図られるよ

う支援する。 

２） 専門ボランティアの受入れ、活動 

① 医療、被災建築物応急危険度判定、ボランティアコーディネーターなど専門領域での活

動が行える専門ボランティアの受入れ窓口を各部に設置する。 

② 専門ボランティアの活動及び活動場所は、各部が応急対策活動の状況により判断し、依

頼する。 

③ 専門ボランティアの活動に必要な情報、資機材等の提供を行う。 

３） 生活支援ボランティアの受入れ、活動 

① 要配慮者支援、指定避難所等における生活支援の活動が期待される生活支援ボランティ

アの受入れ窓口は、町社会福祉協議会に設置する。 

② 町社会福祉協議会は、ボランティアコーディネーターと連携し生活支援ボランティアの

活動内容、派遣先の指示、ボランティア活動上必要な情報の提供等活動の総合調整を行い、

その内容について町へ報告する。 

４） ボランティア活動に対する支援 

行政とボランティア団体の特性の違いを活かした効果的な支援活動を行うため、町は、災害
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救援ボランティア支援団体との協働・連携を進めるとともに、必要に応じ災害ボランティアの

活動拠点、宿泊施設等を確保する。また、円滑な活動促進のため、活動腕章の交付、災害保障

保険料の負担等を行う。 

５） 県に対する要請 

町は、必要に応じ県知事に対し、災害ボランティアの派遣、募集等について要請を行う。 

６） ボランティアの活動期間 

ボランティアの受入れと活動を要請する期間は、災害の状況に応じて定める。 
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第 15 節 災害救助法関係 

災害救助法適用の災害が発生した場合、災害救助法の規定に基づき、被災者の保護と社会秩序の

保全を目的として救助を実施する。また、町民生活の安定のため、町は、義援物資・義援金の受入

れ等を行うとともに、義援物資等を効率的に活用する体制づくりに努める。 

（１） 災害救助法 

１） 災害救助法の適用 

① 町長は、その被災状況によって、災害救助法に基づく応急措置を実施する必要があると

認める時は、県知事に対して、災害救助法の適用を要請する。 

② 県知事は、必要があると認めた場合、災害救助法を適用する。 

２） 災害救助法の適用手続き 

① 町長は、災害に際し、町における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに当該する見

込みのある時は、直ちに、県知事に対し、その旨を報告する。 

② 町長は、災害の事態が急迫して、県知事による救助の実施を待つことができない時は、

災害救助法の規定による県知事が行う救助の補助として着手し、その状況を事後、速やか

に、県知事に情報提供する。 

③ 県知事は、救助を迅速に行うために必要があると認める時は、次に示す、救助に関する

事務の一部を、町長に実施させることができる。 

④ 県知事は、災害救助法を適用した時は、関係指定地方行政機関等に通知し、内閣総理大

臣に報告する。「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の種類

は次のとおりとなっている。 

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

エ 医療及び助産 

オ 被災者の救助 

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 学用品の給与 

ク 埋葬 

ケ 死体の捜索 

コ 死体の処理 

サ 障害物の除去 

シ 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 
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３） 災害救助法適用基準 

災害救助法の適用基準は、同法施行令第１条に定めるところによるが、神奈川県における具

体的適用基準は、次のとおりとなっている。 

№ 内 容 備 考 

① 
市町村の区域内の人口に応じ、住家が滅失

した世帯数が基準（※１）以上であること。 

※１ 

山北町においては、40世帯 

② 

被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯数

が 2,500世帯以上に達した場合で、当該市

町村の滅失世帯数が基準（※２）以上に達

したとき 

※２ 

山北町においては、20 世帯（住家の滅失し

た世帯、すなわち全壊（焼）、流失等の世

帯を標準としているので、半壊半焼等著し

い損傷を受けた世帯については、２世帯で

１世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等に

より、一時的に居住不能となった世帯につ

いては、３世帯で１世帯とみなす） 

③ 

被害が県内全域に及ぶ大災害で、県内の滅

失世帯数が 12,000世帯以上に達した場合、

または、災害が隔絶した地域で発生したも

のである等、災害にかかった者の救護を著

しく困難とする厚生労働省令で定める特

別の事情（※３）がある場合であって、多

数の住家が滅失したとき 

※３ 

災害にかかった者に対する食品若しくは

生活必需品の給与等について、特殊の補給

方法を必要とし、または、災害に係った者

の救出について、特殊の技術を必要とする

こと。 

④ 

多数の者が生命または身体に危害を受け、

または、受けるおそれが生じた場合であっ

て、厚生労働省令で定める基準（※４）に

該当するとき 

※４ 

災害が発生し、または発生するおそれのあ

る地域に所在する多数の者が、避難して継

続的に救助を必要とすること。災害にかか

った者に対する食品若しくは生活必需品

の給与等について、特殊の補給方法を必要

とし、または、災害にかかった者の救出に

ついて、特殊の技術を必要とすること。 

 

（２） 義援物資及び義援金 

１） 受入れ及び配分 

① 義援物資 

ア 民間企業や自治体等からの義援物資 

町は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受

入れを希望するもの及び希望しないものを把握する。また、町は、その内容のリスト及び

送り先を公表し、周知等を図るとともに、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定

するものとし、これを活用し、物資の配分を行う。 

② 義援金 

町は、義援金の受入れ、配分に関して、町、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募

金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を

行う。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努める。 
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（３） 災害弔慰金等 

１） 町長は、一定規模以上の災害により死亡した住民の遺族に対しては災害弔慰金の支給を、

一定規模以上の災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に対しては災害障害見

舞金を支給する。 

２） 町長は、災害により家屋等に被害を受けた世帯等に対して、生活の立て直し、自立助長

の資金として、災害救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に

基づき、山北町災害弔慰金の支給等に関する条例に従って災害援護資金の貸付けを行う。 

３） 町長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に罹災証明書の交付体制を

確立し、被災者に罹災証明書を交付する。 
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第６章 特殊災害対策計画 

 

第１節 火山災害対策 

本町に被害を及ぼすおそれのある火山として富士山がある。 

火山災害については、その活動状況から、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能で

あり、被害を軽減するために、富士山の火山情報の伝達、迅速な避難誘導等の必要な事項を定める。 

なお、火山災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対

策計画で定める事項を準用する。 

（１） 災害予防 

１） 火山情報の伝達体制等 

活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第三章（円滑な警戒避難の確保）の規定

に基づき、火山情報伝達体制等について、必要な事項を定める。 

噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を

整備する。 

① 異常現象発見の通報義務 

活動火山に関して、下記ア～クに記す通報を要する異常現象を発見した者は、ただちに最

寄りの市町村又は警察官に通報し、通報を受けた警察官はその旨を最寄りの市町村長に、市

町村長は関係機関に速やかに伝達する。 

ア 噴火(爆発、溶岩流、泥流、軽石流、火砕流(熱雲)）及びそれに伴う降灰砂等 

イ 火山地帯での火映、鳴動の発生 

ウ 火山地帯での地震又は地殻変動の発生 

エ 火山地帯での山くずれ、地割れ、土地の上昇、沈下、陥没等の地形変化 

オ 火口、噴気孔の新生拡大、移動、噴気、噴煙の量、色、温度又は昇華物等の顕著な異

常変化 

カ 火山地帯での涌泉の新生又は潤渇、量、味、臭、色、濁度、温度の異常等顕著な変化 

キ 火山地帯での顕著な地温の上昇、地熱地帯の新生、拡大若しくは移動及びそれらに伴

う草木の立枯れ等 

ク 火山付近の湖沼、河川の水の顕著な異常変化、量、臭、色、濁度等の変化、発泡、温

度の上昇、軽石、魚類等の浮上等 

② 異常現象の通報系統図 
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③ 噴火警報・予報の種類 

噴火警報 

気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・警報センターが、居住地

域や火口周辺に重大な影響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、予想さ

れる影響範囲を付した名称で発表する。なお、活動火山対策特別措置法第 12

条第１項に規定される火山現象に関する情報は、噴火警報として取り扱う。 

噴火予報 
気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・警報センターが、火山活

動が静穏（活火山であることに留意）な状態が予想される場合に発表する。

また、噴火警報の解除は、噴火予報で発表する。 

 

④ 噴火警戒レベル 

噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や住民、登山者、観光客等がとる

べき防災行動を踏まえて５段階に区分したものである。噴火警戒レベルを導入した火山では、噴

火警報及び噴火予報で噴火警戒レベルを発表する。住民、登山者、観光客等に必要な防災対応が

分かりやすいように、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺規制」「活火

山であることに留意」のキーワードをつけて警戒を呼びかける。 

  



第６章 特殊災害対策計画 

221 

富士山の噴火警戒レベル 

種別 名称 
対象
範囲 

レベル 火山活動の状況 
住民等の行動 
及び登山者・ 

観光客等への対応 
想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重大な
被害を及ぼす噴火
が発生、あるいは
切迫している状態
にある。 

危険な居住地域か
らの避難等が必要 

大規模噴火が発生し、噴石、火砕流、溶
岩流が居住地域に到達（危険範囲は状況
に応じて設定） 
【宝永(1707 年)噴火の事例】 
12月 16日～１月１日：大規模噴火、大

量の火山灰等が広範囲に堆積 
【その他の噴火事例】 
貞観噴火（864～865年）：北西山腹から

噴火、溶岩流が約８km まで到達 
延暦噴火（800～802年）：北東山腹から

噴火、溶岩流が約 13kmまで到達 

顕著な群発地震、地殻変動の加速、小規
模噴火開始後の噴火活動の高まり等、大
規模噴火が切迫している（噴石飛散、火
砕流等、すぐに影響の及ぶ範囲が危険） 
【宝永(1707 年)噴火の事例】 
12 月 15 日昼～16 日午前（噴火開始前

日～直前）：地震多発、東京など広域で揺
れ 

４
（
避
難
準
備
） 

居住地域に重大な
被害を及ぼす噴火
が発生すると予想
される（可能性が
高まってきてい
る）。 

警戒が必要な居住
地域での避難準
備、要配慮者の避
難等が必要。 

小規模噴火の発生、地震多発、 顕著な地
殻変動等により、居住地域に影響するよ
うな噴火の発 生が予想される（火口出現
が想定される範囲は危険） 
【宝永(1707 年)噴火の事例】 
12 月 14 日まで（噴火開始数日前）：山

麓で有感となる地震が増加 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域

近
く
ま
で
の
広
い 

範
囲
の
火
口
周
辺 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近くま
で重大な影響を及
ぼす（この範囲に
入った場合には生
命に危険が及ぶ）
噴火が発生、ある
いは発生すると予
想される。 

登山禁止・入山規
制等危険な地域防
災計画への立入規
制等。 

居住地域に影響しない程度の噴火の発
生、または地震、微動の増加等、火山活
動の高まり 
【宝永(1707 年)噴火の事例】 
12 月３日以降（噴火開始十数日前）：山

中のみで有感となる地震が多発、鳴動が
ほぼ毎日あった 

火
口
か
ら
少
し 

離
れ
た
所
ま
で
の

火
口
付
近 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影響を
及ぼす（この範囲
に入った場合には
生命に危険が及
ぶ）噴火が発生、
あるいは発生する
と予想される。 

住民は通常の生
活。火口周辺への
立入規制等。 

影響が火口周辺に限定される。ごく小規
模な噴火の発生等 
【過去事例】 
該当する記録なし 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ

と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。
火山活動の状態に
よって、火口内で
火山灰の噴出等が
見られる（この範
囲に入った場合に
は生命に危険が及
ぶ）。 

特になし。 
火山活動は静穏（深部低周波地震の多発
等も含む）  

※１ ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。 

※２ ここでは、噴火の規模を噴出量により区分し、２～７億㎥を大規模噴火、２千万～２億㎥を中規模噴火、２百

万～２千万㎥を小規模噴火とする。なお、富士山では火口周辺のみに影響を及ぼす程度のごく小規模な噴火が

発生する場所は現時点で特定されておらず、特定できるのは実際に噴火活動が開始した後と考えられており、

今後想定を検討する。 

※３ 火口出現が想定される範囲とは、富士山火山防災マップ（富士山火山防災協議会作成）で示された範囲を指す。 
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噴火警報等の通報及び伝達体制 

県は、国（気象庁）から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、予想

される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、指定地方行政機関、指定地方公共機

関、市町村その他の関係者に対し、必要な通報又は要請を行う。 

町は、県から噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の伝達を受けた場合は、伝達を受けた事

項を防災行政無線、緊急速報メール、あんしんメール等を活用した情報伝達等により、関係機関

や住民等へ伝達する。  

また、特別警報にあたる噴火警報の伝達を受けた場合は、これを直ちに住民等へ伝達する。 

放送事業者等は、伝達を受けた噴火警報等について、住民等への伝達に努める。 

噴火警報等の通報及び伝達系統は、概ね次のとおりとする。  
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２） 災害応急対策への備え 

① 情報の収集・連絡 

ア 災害情報の収集・伝達体制の充実 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関する

システムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な

訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

イ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

町は、罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被

災者の住所や家屋等の情報を効率的に処理するシステムの導入や体制の整備に努める。 

また、町民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等にあたり、インターネット等各種

通信手段の活用を図る。 

② 救助・救急、消火及び医療救護活動 

ア 救助・救急活動 

町は、平常時から消防本部との連携強化を図るとともに、応急措置の実施に必要な救

急・救助用資機材の整備に努める。 

イ 消火活動 

町は、平常時から消防本部、消防団、自主防災組織等の連携強化を図るとともに、出火、

延焼拡大予防のため初期消火等の指導の徹底、消防力の整備強化及び消防水利の整備に努

めるとともに、防火水槽、自然水利利用施設、消防ポンプ車等の消防用機械・資機材の整

備強化を図る。 

ウ 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に

必要な医薬品等の備蓄に努める。 

③ 避難誘導 

火山が噴火し、又は噴火するおそれのあるときは、富士山火山広域避難計画に従い住民、

登山者、観光客等の避難誘導を行う。 

ア 町は、指定緊急避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から住民、登山者、観光

客等への周知徹底に努める。 

イ 町は、避難行動要支援者の把握に努め、「避難行動要支援者名簿」を作成する。名簿

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

必要とする事由、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項を記載する。 

また、効果的に避難誘導を実施するため、市町村地域防災計画で定める避難支援に携

わる関係者である消防機関、県警察、民生委員・児童委員、自主防災組織等に対し、避

難行動要支援者の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿の情報共有を行う。 

ウ 町及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組

織、近隣居住者等の協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努める。 

エ 町は、設備・体制が整った高齢者福祉施設等を福祉避難所として活用するため、あら

かじめ、施設管理者と災害時の対応について協定を結ぶことに努める。 

④ 防災知識の普及 

ア 町民等への防災知識の普及 
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町は、被害の及ぶ範囲や避難所・避難路等防災関係施設の位置、災害時に対応すべき事

項等を総合的に表示した火山を含む防災ハンドブックを活用し、地域の実情にあった啓発

を行う。 

イ 観光客等への防災知識の普及 

町は、観光協会等の関係機関と連携して、溶岩流や火砕流、降灰及び降灰後の降雨によ

る土石流災害等に関する火山防災知識の普及啓発に努める。 

ウ 児童・生徒等への防災知識の普及 

公立学校は、火山に関する正しい知識及び火山防災対策を学習内容等に組み入れ、火山

防災教育の推進に努める。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

富士山が噴火した場合、降灰等による農作物の被害や土石流、河川の氾濫など町内全域にわた

る被害が予想される。 

町は、火山災害が発生、または、発生するおそれがある場合、町民への情報の伝達、避難措置

などの応急対策を実施する。 

１） 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するため、被害規模等の概括的

な情報をいち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠である。 

応急活動対策の実施にあたっては、生命・身体の安全を守ることを最優先に、災害の拡大や

再発の防止と二次災害等の防止や救助・救急、医療及び消火活動を進める。また、避難所の設

置等の避難対策、食糧、水、燃料等の確保対策等の生活支援対策を進めるとともに、そのため

の条件としての交通確保対策を進める。 

ライフラインの応急復旧活動、さらに被災地の社会的混乱や心理的動揺の防止に向けて、正

確な情報の提供や災害相談の実施等、時間経過に沿った対策を進める。 

① 災害情報の収集・連絡 

ア 災害発生による被害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況、建築物の被害、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、

被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

イ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 

② 通信手段の確保 

町は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するために、各種の情報通信

手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置

して、速やかな通信の復旧を図る。また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要

請する。 

２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、火山の活動状況や被害状況等の

収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、警戒区域の設定など必要な措置を

講じる。 



第６章 特殊災害対策計画 

225 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必

要と認めるときは、災害対策基本法第 23条の２に基づき、山北町災害対策本部を設置する。 

町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

③ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急、消火活動 

町は、事前に定めた災害時の計画等により消防活動を実施するとともに、被害情報を把握

しながら被害の拡大防止を主眼に、地域の防災組織等と連携して救助・救急活動を行う。特

に、被災地域の医療機関等が被災した場合は、医師会など関係機関の協力のもと「神奈川県

救急医療情報システム（広域災害・救急医療情報システム）（ＥＭＩＳ）」を活用して、広域

的な救急活動を実施する。 

また、災害発生時に傷病者の緊急度や重傷度に応じた適切な処置や搬送を行うため、傷病

者の治療優先順位を決定するトリアージの手法について、救急業務計画に定める。 

消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織と連携し、発災直後の初期消火や

被災者の救出・救護を行うとともに、常備消防を補佐し、各種消防活動を行う。 

町は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村長に救助・救急、消火活動の応援要請を

するとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消

防援助隊派遣要請を行う。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽減に

努める。 

また、町は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位

を決め、迅速に連絡する。 

② 医療救護活動 

町は、水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行う。 

また、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班の確保及

び神奈川ＤＭＡＴの要請をする。 

ア 救護所の設置 

町は、迅速な医療救護活動を実施するため救護所を設置し、自ら救護班を編成する。 

４） 避難対策 

町は、災害発生後、人命の安全を第一に住民、登山者、観光客等の避難誘導を行うとともに、

あらかじめ指定された避難所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の概要、その他避難に

関する情報の提供に努める。 
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① 避難の勧告又は指示等 

噴火による降灰等は、広範囲に及ぶため交通機関の不通、道路の通行止めなど町民生活に

多大な影響を及ぼすおそれがある。また、大量の降灰等は、大雨時の土石流や河川の氾濫な

どの二次災害を引き起こすことが予想される。 

災害が発生し、又は発生するおそれがあり、そのために人命の保護その他災害の防止等を

図るため特に必要があると認められるときは、危険地域の住民、登山者、観光客等に対し、

町長、警察官、自衛官、知事等が避難実施のために必要な勧告又は指示等を行う。 

② 避難勧告・指示等の内容 

町長等、避難勧告・指示等を実施する者は、原則として次の内容を明示して行う。 

ア 避難を要する理由 

イ 避難勧告・指示等の対象地域 

ウ 避難先とその場所 

エ 避難経路 

オ 注意事項 

③ 避難措置の周知等 

ア 関係機関への報告 

避難勧告又は指示等を行った者は、必要な事項を関係機関へ報告（通知・連絡）する。 

イ 町民への周知 

町は、避難勧告又は指示等を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受けた場

合は、防災行政無線や広報車等による災害広報により住民、登山者、観光客等への周知を

実施する。なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。 

ａ 噴火に関する広報 

気象台及び関係機関より、最新の情報収集を行うとともに、適切かつ効果的な広報を

実施し、情報不足による混乱の防止を図る。 

≪広報内容≫ 

○噴火活動の情報 

○降灰等の情報 

○避難の必要性、避難時の携帯品 

○交通の状況 

○被害の状況 

○その他必要事項 

≪広報の方法≫ 

○防災行政無線 

○広報車 

○インターネットホームページ 

○あんしんメール 

○ＴＶＫデータ放送 

ｂ 噴火警報及び予報の伝達系統と種類 

気象庁火山監視・情報センターで発表された噴火警報及び予報は、定められた伝達系

統に従い、町は情報を住民等へ伝達する。 
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また、気象業務法の一部を改正する法律（平成 19年 11 月 21 日公布、同年 12 月１日

施行）により、気象庁火山監視・情報センターが発表する噴火警報及び予報の種類は、

本節『（１）災害予防 １）火山情報の伝達体制等 ③ 噴火警報・予報の種類』（ｐ.220）

のとおりである。 

④ 指定避難所の開設 

町は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設する。 

ア 指定避難所の開設場所 

町は、災害の態様に応じて安全適切な場所を選定して指定避難所を開設する。ただし、

緊急の場合は、自主防災組織等の判断により、指定緊急避難場所に避難所を開設できるも

のとする。また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害

に対する安全性を確認のうえ管理者の同意を得て避難所を開設する。 

さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者の生活環境を考慮し

て、介護保険施設や障がい者支援施設等の福祉避難所としての指定や、被災地以外の地域

にあるものを含め、旅館やホテル等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に

努める。 

イ 指定避難所の周知 

町長は、指定避難所等を開設した場合においては、速やかに地域住民に周知するととも

に、県をはじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

ウ 指定避難所等の運営管理 

町は、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理者及び町職員で構成する避難所運営協

議会を設置し、指定避難所等の円滑な運営を行う。また、運営方針を決定する段階から、

男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反映できるよう、十分配慮する。指定避

難所等の運営にあたっては、被災者に対する給水、給食措置などが円滑に実施できるよう

努めるとともに、避難所における情報の伝達、食糧、水等の配布、清掃等については、避

難者、町民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られるよう努めるものと

する。 

⑤ 避難路の通行確保と避難の誘導 

町は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避

難できるよう消防職員及び警察官の協力を得て、避難先への誘導に努める。 

また、災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

⑥ 帰宅困難者への対応 

町は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑止を

図るとともに、滞在場所の確保等の支援に努める。滞在場所の運営にあたっては、男女のニ

ーズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努める。 

また、帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理運営を行うとともに、帰宅困難

者への開設状況の広報、鉄道事業者への情報伝達等を行う。また、帰宅困難者に対して飲料

水等を提供する。 

⑦ 多様な視点への配慮 

町は、避難誘導、情報提供、相談、指定避難所の運営等にあたって、要配慮者や男女双方

の視点などに十分配慮する。 
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５） 富士山の避難対策 

町は、噴火の状況に応じた的確な判断に基づく避難対策に努める必要があること、また、噴

火活動は一定期間継続することや、その規模等が時間の経過に伴い変化するため、これらを踏

まえた避難の拡大・縮小等が的確に実施できるようその方針を定める必要があることから、避

難対策については、噴火前の避難対策と噴火後の避難対策に分けて実施するよう努める。 

なお、本町は、以下に示す噴火前避難対策に係る避難対象エリアに該当しないことから、噴

火前避難対策を実施する必要はないが、富士山の避難対策に係る重要な内容であることを鑑み、

あえて位置づけるものとする。 

① 噴火前避難対策 

ア 噴火前の避難計画 

噴火前は、避難における時間的猶予のない溶岩流等と融雪型火山泥流からの避難を対象

とする。この際、各火山現象の避難対象エリアが重複する範囲では、より安全性の高い避

難行動となるよう、溶岩流等避難対象エリアではエリア外への避難を行い、溶岩流等避難

対象エリア外の融雪型火山泥流避難対象エリアでは堅牢な建物への避難を行う。  

噴火前は、火口が特定できないとされていることから、想定火口範囲内のどこで噴火し

ても対応できるよう、溶岩流等や融雪型火山泥流に対しては全方位避難とする。 

区分 火山現象 範囲 一般住民 
避難行動 

要支援者 

観光客・ 

登山者 

噴火警戒 

レベル３ 
溶岩流等 

第１次避難対象エリア 

【全方位】 

避難準備 

・避難 
避難 入山規制 

噴火警戒 

レベル４ 

溶岩流等 

第１次避難対象エリア 

【全方位】 
避難 避難 避難 

第２次避難対象エリア 

【全方位】 
避難準備 避難 入山規制 

融雪型 

火山泥流 

避難対象エリア 

【全方位】 
避難準備 避難 入山規制 

噴火警戒 

レベル５ 

溶岩流等 

第１次避難対象エリア 

【全方位】 
避難 避難 避難 

第２次避難対象エリア 

【全方位】 
避難 避難 避難 

第３次避難対象エリア 

【全方位】 
避難準備 避難 入山規制 

融雪型 

火山泥流 

避難対象エリア 

【全方位】 
避難 避難 避難 

※各火山現象の避難対象エリアは重複している範囲がある。本表は火山現象ごとの対応を記載しており、

エリアが重複している範囲については、より安全性の高い避難行動をとるものとする。なお、融雪型

火山泥流は、積雪期のみ発生する可能性がある。 

 

イ 噴火開始直後の避難計画 

噴火開始直後は、火口位置、噴火形態や噴火規模をすぐに把握できない場合があるため、

観測されている火山現象のほかに、可能性のある全ての火山現象に対応する必要がある。

この際、各火山現象の避難対象エリアが重複する範囲では、より安全性の高い避難行動と
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なるよう、溶岩流等避難対象エリアではエリア外への避難を行い、溶岩流等避難対象エリ

ア外の融雪型火山泥流避難対象エリアでは堅牢な建物への避難を行い、溶岩流等及び融雪

型火山泥流避難対象エリア外の降灰避難対象エリアでは堅牢な建物への避難準備を行い、

同じく降灰屋内退避対象エリア及び小さな噴石影響想定範囲では屋内退避準備を行う。 

噴火開始直後においては、火口の詳細な位置がすぐに特定できないことも考えられるた

め、溶岩流等と融雪型火山泥流からの避難は、必要なライン・範囲を対象とする。  

また、降灰及び小さな噴石についても同様に、どの方向に降灰等があるか特定できるま

では、降灰可能性マップにおいて 30cm 以上の降灰が想定される範囲では避難準備とし、

２cm 以上の降灰が想定される範囲(影響想定範囲)及び小さな噴石の影響想定範囲では屋

内退避準備とする。 

区分 火山現象 範囲 一般住民 
避難行動 

要支援者 

観光客・ 

登山者 

噴火開始

直後 

溶岩流等 

第１次避難対象エリア 

【全方位】 
避難 避難 避難 

第２次避難対象エリア 

【全方位】 
避難 避難 避難 

第３次避難対象エリア 

【必要なライン】 
避難 避難 避難 

第４次Ａ避難対象エリ

ア【必要なライン】 
避難準備 避難 入山規制 

融雪型 

火山泥流 

避難対象エリア 

【必要な範囲】 
避難 避難 避難 

降灰 

降灰可能性マップにお

ける 30cm以上の降灰が

想定される範囲 

避難準備 避難準備 避難準備 

影響想定範囲 
屋内退避 

準備 

屋内退避 

準備 

屋内退避 

準備 

小さな噴石 影響想定範囲 
屋内退避 

準備 

屋内退避 

準備 

屋内退避 

準備 

※各火山現象の避難対象エリアは重複している範囲がある。本表は火山現象ごとの対応を記載しており、

エリアが重複している範囲については、より安全性の高い避難行動をとるものとする。なお、融雪型

火山泥流は、積雪期のみ発生する可能性がある。 

 

ウ 噴火開始後の避難計画 

噴火開始後は、火口の位置及び噴火形態が把握され、規模が予測できた後には、溶岩流

等に対してはライン避難とし、降灰、小さな噴石及び降灰後土石流に対しては、状況に応

じて避難する。 

なお、これらの火山現象は複合して発生する可能性があるため、それぞれの火山現象に

対応する必要があるとともに、当該時点で発表されている噴火警戒レベルに基づく対応も

必要となる。 
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区分 火山現象 範囲 一般住民 
避難行動 

要支援者 

観光客・ 

登山者 

溶岩流

の流下

後 

溶岩流等 

第１次避難対象エリア 

【対象ライン】 
避難 避難 避難 

第２次避難対象エリア 

【対象ライン】 
避難 避難 避難 

第３次避難対象エリア 

【対象ライン】 
避難 避難 避難 

第４次Ａ避難対象エリ

ア【対象ライン】 

第４次Ａ避難対象エリアに流下の可能性がある場合  

避難 避難 避難 

第４次Ｂ避難対象エリ

ア【対象ライン】 

第４次Ａ避難対象エリアに流下の可能性がある場合  

避難準備 避難 入山規制 

第４次Ｂ避難対象エリアに流下の可能性がある場合  

避難 避難 避難 

＋ 

降灰後 

降灰 
避難対象エリア※ 避難 避難 避難 

屋内退避対象エリア※ 屋内退避 屋内退避 屋内退避 

小さな 

噴石 
影響想定範囲 屋内退避 屋内退避 屋内退避 

※降灰シミュレーション（気象庁作成）等の範囲 

＋ 

降灰後 

降雨時 

降灰後 

土石流 
避難対象エリア 避難 避難 避難 

＋ 

噴火警戒レベルに基づく対応 

※各火山現象の避難対象エリアは重複している範囲がある。本表は火山現象ごとの対応を記載しており、

エリアが重複している範囲については、より安全性の高い避難行動をとるものとする。なお、融雪型

火山泥流は、積雪期のみ発生する可能性がある。 

 

エ 避難所の指定 

町は、噴火時の状況に応じた避難のため、以下の避難所をあらかじめ指定する。 

ａ 降灰時避難所 

大量降灰時に住民が避難するため、屋根や建物の強度が確保された堅牢な建物を指定。 

ｂ 土石流避難所 

土石流の危険が生じた場合に避難するため、土石流警戒範囲の外側に指定。 

オ 広域避難の方向と避難対象者の受入れ 

広域避難は、同一県内の市町村への避難を基本とするが、火山活動の状況、地理的要因、

避難者の希望等から、県外への避難が必要な場合には、山梨県、静岡県及び神奈川県の三

県が相互に協力し、避難者の受入れを行う。 

なお、訓練等を通じてシミュレーションをしておくなど、日頃から連絡を取り合ってお

く。 
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６） 緊急輸送 

町は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県に

対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

７） 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動 

① 被災者等への情報提供 

町は、被災者のニーズを十分把握し、火山災害の状況に関する情報、安否情報、ライフラ

インや交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が

講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適

切に提供する。なお、その際、高齢者、障がい者、観光客、外国人等に配慮した伝達を行う。 

情報伝達にあたっては、被災者が必要とする情報を十分把握し、防災行政無線、掲示板、

広報紙、インターネットホームページ、あんしんメール、ＴＶＫデータ放送等によるほか、

放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得て的確に提供するよう努める。 

② 災害相談の実施 

ア 相談活動の実施 

町は、被災者から寄せられる生活上の不安や要望に応えるため、相互に連携して、臨時

相談所を開設して被災者の相談に応じるとともに、苦情、要望等を聴取し、その早期解決

に努める。 

相談等は、職員のみならず、関係機関、弁護士等専門家及び通訳ボランティアの協力の

もと、女性や外国人等への対応についても配慮しながら、広域的かつ総合的に行う。 

イ 相談業務の内容 

災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食糧・水・

衣類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相談、

復興期の住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援

する。 
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第２節 航空災害対策 

航空運送事業者の運航する航空機、米軍機及び自衛隊機の墜落等の大規模な航空事故による多数

の死傷者等の発生といった航空災害に対する対策について、必要な事項を定める。 

航空災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対策計画

で定める事項を準用する。 

（１） 災害予防 

１） 災害応急対策への備え 

① 情報の収集・連絡 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシ

ステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

② 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に

努める。また、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡 

① 航空事故発生による被害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

② 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 

２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じる。 

また、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

町長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施す

るため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を

設置する。 

② 関係事業者の活動体制 

関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じる。 

また、発災後、速やかに対策要員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設

置等必要な体制をとる。 

③ 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

④ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大
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臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 捜索、救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 捜索、救助・救急活動 

町及び県警察、消防機関は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

② 消火活動 

町は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。 

また、必要に応じて消防相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

なお、町は、発災現場の市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関によ

る応援の迅速かつ円滑な実施に努める。 

４） 災害広報の実施 

県、町、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施する。 
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第３節 鉄道災害対策 

鉄道（軌道を含む。以下同じ）における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道

災害に対する対策について、必要な事項を定める。 

なお、鉄道災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対

策計画で定める事項を準用する。 

（１） 災害応急対策の備え 

１） 災害情報の収集・伝達体制の充実 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシス

テムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継

続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

２） 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努

めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡 

① 鉄道事故情報等の連絡 

大規模な鉄道事故が発生した場合、鉄道事業者は速やかに関東運輸局、消防機関、県警察

及び市町に連絡し、市町は県に、県は関東運輸局へ連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 鉄道事故発生による被害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

③ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 

２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じる。 

町は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施する

ため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を設

置する。 

鉄
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者 
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町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 鉄道事業者の活動体制 

鉄道事業者は、災害が広範囲にわたり、その他異常事態が発生した場合は、事故対策本部

を設置し、状況に応じて現地対策本部を置き、応急措置又は応急復旧措置を講じ、被害を最

小限に防止する。 

③ 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

④ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急活動 

町は、被災者の早急な把握に努め、県警察及び消防機関は、救出救助活動を行うことに努

める。 

② 消火活動 

町は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うとともに、要

に応じて消防相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

なお、町は、発災現場の市町からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関による

応援の迅速かつ円滑な実施に努める。 

４） 災害広報の実施 

県、町、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施する。 
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第４節 道路災害対策 

道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害に対する対策について、必要

な事項を定める。 

なお、道路災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対

策計画で定める事項を準用する。 

（１） 災害予防 

１） 道路の安全確保 

① 道路交通の安全のための情報の充実 

道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報

の収集、連絡体制の整備を図る。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合

に、道路使用者にその情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

② 道路施設等の整備 

道路管理者は、道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現況の把握に努めるとともに、道

路における災害を予防するため、必要な施設の整備を図る。また、道路施設等の安全を確保

するため、必要な体制等の整備に努める。 

２） 災害応急対策への備え 

① 災害情報の収集・伝達体制の充実 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシ

ステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

② 救助・救急、医療救護活動 

ア 救助・救急活動 

町は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。 

イ 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立

に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡 

① 災害情報の収集・連絡 

道路管理者は、道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、速やかに国土交

通省等に連絡する。 

② 道路災害発生による被害情報の収集・連絡 

道路管理者は、被災状況を国土交通省等に連絡する。 

町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

③ 応急対策活動情報の連絡 

道路管理者は、国土交通省等に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡する。 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 
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２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じるとともに、大規模な災害が発生

し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため必要と認めるときは、災

害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を設置する。 

また、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 道路管理者の活動体制 

道路管理者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じるとともに、

発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部等必要な体制を

とる。 

③ 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

④ 自衛隊の派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知する。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急活動 

道路管理者は、県警察及び消防機関、町と連携し、迅速・的確な救助・救急活動の初期活

動を行う。 

町及び県警察、消防機関は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

② 消火活動 

道路管理者は、県警察及び消防機関、町と連携し、迅速・的確な初期消火活動を行う。 

町は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うとともに、必要に

応じて消防相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

なお、町は、発災現場の市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関によ

る応援の迅速かつ円滑な実施に努める。 

４） 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

道路管理者は、道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に関する基

準等を定め、通行規制、県警察・交通機関への連絡その他必要な措置を講じる。 

５） 危険物等の流出に対する応急対策 

道路管理者は、危険物の流出が認められたときには関係機関と協力し、避難誘導活動を行う。

また、流出した危険物の特定後は直ちに防除活動を行い、危険物による二次災害の防止に努め

る。 

消防機関は、危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うとともに、避難誘導活

動を行う。 
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６） 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 

道路管理者は、迅速・的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確

保に努めるとともに、道路施設の応急復旧活動を行うとともに、類似の災害の再発防止のため

に、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う。 

７） 災害広報の実施 

県、町、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施する。 
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第５節 放射性物質災害対策 

原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて原子力規制委員会等の

国の所管となっており、原子力基本法をはじめとする原子力関係法令により、国、関係事業者等に

おいて対策が講じられているが、核原料物質・核燃料物質・放射性同位元素等（以下「放射性物質」

という）による災害の特殊性を考慮し、不測の事態に備えて円滑な対策活動の実施が図られるよう

災害予防対策上及び災害応急対策上必要な事項を定める。 

放射性物質災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対

策計画で定める事項を準用する。 

なお、神奈川県地域防災計画（原子力災害対策計画）の対象となる災害については、本節の対象

から除外する。 

【取扱い・取締りに関する法令】 

・放射能同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（１） 災害予防 

１） 安全確保 

① 放射性物質取扱事業所等に対する指導 

ア 町の指導 

町は、放射性物質に係る安全管理の確保を図るため、放射性物質取扱事業者運搬事業者

（以下「放射性物質取扱事業者等」という）に対し、次の事項について指導する。 

ａ 消防設備の設置、施設・機械類の自主点検整備等、自主保安体制の整備 

ｂ 従業員に対する防災教育及び操作員の教育訓練の実施 

ｃ 自主防災体制の強化 

ｄ 消防計画の整備及び事故発生時の応急措置訓練の実施 

ｅ その他必要な事項 

イ 安全確保に関する協定等の締結 

町は、放射性物質の取扱事業者と次の事項を盛込んだ安全確保に関する協定等を締結し、

災害対策の万全を期すよう努める。 

ａ 放射性物質に係る安全確保の計画に関する事項 

ｂ 事故発生時等の連絡通報体制に関する事項 

ｃ 事故発生時等の応急措置に関する事項 

ｄ その他必要な事項 

ウ 放射性物質に関する教育及び知識の普及 

ａ 消防防災担当職員の教育 

町は、応急対策の円滑な実施を図るため、必要に応じ、国その他関係機関と連携して、

関係職員に対し次の事項について教育を実施する。 

≪教育の内容≫ 

○放射性物質及び放射線の特性に関すること 

○放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

○緊急時に町民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

○その他必要と認める事項 
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ｂ 町民に対する知識の普及・啓発 

町は、応急対策の円滑な実施を図るため、必要に応じ、国その他関係機関と協力して、

町民に対し、放射性物質に関する知識の普及・啓発に努める。 

教育機関においては、防災に関する教育の充実に努める。 

なお、防災知識の普及・啓発に際しては、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国

人等要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

める。 

≪普及の内容≫ 

○放射性物質及び放射線の特性に関すること 

○放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

○緊急時に町民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

○その他必要と認める事項 

２） 災害応急対策への備え 

① 放射性物質災害に対する町の防災体制の整備 

ア 防災体制の整備 

町は、放射性物質災害対策の迅速･的確な実施を図るため、平常時から相互の連携を図

るとともに、放射性物質に係る防災体制の整備に努める。 

消防機関は、放射性物質取扱事業所等（放射性物質の事業所外の輸送中を含む｡以下同

じ）の火災等緊急時における円滑な消防活動の確保、消防隊の被ばく防止及び放射能汚染

の防止等のため、消防活動体制の整備に努める。 

イ 放射性物質取扱事業所等の把握 

町は、放射性物質に係る防災対策を迅速・的確に行うため、放射性物質取扱事業所等の

把握に努める。 

② 情報伝達体制の充実強化 

町は、放射性物質災害発生時等、緊急時に必要な情報を迅速に受伝達できるよう、平常時

から国及び防災関係機関を含めた相互の情報伝達体制の充実強化に努めるとともに、災害発

生時に備え、通信設備等の充実確保に努める。 

また、夜間、休日の場合等においても対応できるよう、体制の整備を図る。 

③ 広報体制の整備 

ア 広報手段の整備 

町は、放射性物質災害発生後の経過に応じ、周辺住民に提供すべき情報の項目について

整理するとともに、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人等要配慮者に対し、災害

情報が迅速、かつ円滑に行えるよう、平常時から広報手段の整備に努める。 

主な広報方法・手段は、次のとおりである。 

ａ 放送機関への放送要請による広報 

ｂ 報道機関を通じての広報 

ｃ 防災行政無線による広報 

ｄ ヘリコプター等による広報 

ｅ 広報車等による広報 
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イ 広報の内容 

町が放射性物質災害発生時に行う広報の内容は、次のとおりである。 

ａ 災害等の状況及び今後の予測 

ｂ 被害状況と応急対策の実施状況 

ｃ 避難所、避難方法 

ｄ 町民のとるべき措置及び注意事項 

ｅ その他必要な事項 

④ 放射能観測の実施 

町は、関係機関と連携して、緊急時に備え、モニタリングのための要員及び機器の確保に

努める。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡 

① 放射性物質取扱事業所等の事故発生による被害情報の収集・連絡 

町は、被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握

できた範囲から直ちに県へ報告する。 

② 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 

２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、放射性物質の漏洩等による事故の状況に応じ、県の体制に準じた体制をとるととも

に、災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施する。また、町は、県に災害

対策本部の設置状況等を報告する。 

ア 救出救助・救急活動 

イ 消火活動 

ウ 医療救護活動 

エ 周辺住民等に対する災害広報 

オ 警戒区域の設定 

カ 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示、避難誘導 

キ 避難所の開設、運営管理 

ク その他必要な措置 

３） 災害時の町民への指示広報 

① 町の措置 

町は、防災行政無線や広報車、インターネットホームページ、あんしんメール、ＴＶＫデ

ータ放送、自主防災組織との連携等により、周辺住民等に対して、次の事項に対して迅速に

広報及び必要な指示を行う。 

② 町民等からの問い合わせに対する対応 

町は、関係機関と連携して、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応するた

め、人員の配置等の体制を確立する。 
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４） 放射線測定体制の強化 

町は、放射能測定資機材の整備に努める。 

５） 国への専門家の派遣要請等 

① 人員、資機材の要請 

町長は、必要に応じ、専門家の助言、指導を得るため、関係省庁に対して、原子力関係の

専門家又は専門知識を有する職員の派遣を求めるとともに、原子力関係機関に対し、必要な

人員及び資機材の応援を要請する。 

② 従事者の安全確保 

町は、国と協力し、救出・救助、立入制限、医療救護等各種災害応急対策に従事する者の

安全確保のための防護資機材の整備に努める。 

 

（３） 災害復旧 

１） 緊急事態解除宣言後の対応 

町は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置さ

れる原子力災害対策本部と連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施する。 

２） 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 

町は、国及び県と連携し、内閣総理大臣が定める原子力災害事後対策実施区域において、屋

内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示並びに警戒区域の設定を行うことができる。 

３） 各種制限措置の解除 

町は、環境放射線モニタリング、放射性物質による汚染状況等の調査結果及び国が派遣する

専門家等の判断、国の指導・助言等を踏まえ、飲料水・飲食物の摂取制限、農林畜水産物等の

採取・出荷制限等の各種制限措置を解除する。 

４） 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

町は、原子力緊急事態解除宣言後、原子力規制委員会、文部科学省、原子力事業者その他関

係機関と協力して環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表する。その後、国

の技術的支援のもとに行う、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行する。 

５） 災害地域住民に係る記録の作成等 

① 災害地域住民等の登録 

町は、避難及び屋内退避の措置をとった住民等が、災害時に当該地域に所在したこと、避

難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録する。 

② 災害対策措置状況の記録 

町は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録しておくものとする。 

６） 被害等の影響の軽減 

① 心身の健康相談体制の整備 

町は、国とともに、災害発生現場周辺地域の住民等からの心身の健康に関する相談に応じ

るための体制を整備する。 

② 風評被害等の影響の軽減 

町は、国と連携して、必要に応じ、科学的根拠に基づき、農林畜水産物等の適切な流通等

が確保されるよう、広報活動を行い、風評被害等を未然に防止又は軽減する。 
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③ 被災中小企業者等に対する支援 

町は、国と連携して、必要に応じ災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設備資金貸付、中

小企業体質強化資金貸付等により、設備復旧資金及び運転資金の貸付を行う。 

また、被災中小企業者等に対する援助及び助成措置について広く被災者に広報するととも

に、相談窓口を設置する。 
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第６節 危険物等災害対策 

危険物及び高圧ガスの火災、爆発、漏洩・流出による多数の死傷者等の発生、毒物・劇物の飛散、

漏洩、流出等による多数の死傷者等の発生、火薬類の火災、爆発による多数の死傷者等の発生とい

った危険物等災害に対する対策について必要な事項を定める。 

危険物等災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対策

計画で定める事項を準用する。 

【関係法令】 

№ 種類 関係法令 

① 危険物 消防法 

② 高圧ガス 
高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律 

③ 都市ガス ガス事業法 

④ 火薬物 火薬類取締法 

⑤ 劇薬物 毒物及び劇物取締法 

 

（１） 災害予防 

１） 安全確保 

① 施設等の安全確保 

危険物等の貯蔵・取扱いを行う事業者は、法令で定める技術基準を遵守し、県及び町は、

製造施設、貯蔵所等に対する保安検査、立ち入り検査及び移動タンク貯蔵所に対する路上立

ち入り検査を充実し、施設等の安全性の確保に努める。 

２） 災害応急対策への備え 

① 災害情報の収集・伝達体制の拡充 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシ

ステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

② 救助・救急、消火及び医療救護活動 

ア 救助・救急活動 

町は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。 

イ 消火活動 

町は、平常時から消防本部、消防団及び自営消防組織等の連携強化を図り、化学消防力

の確保、消防水利及び消防体制の整備に努める。 

ウ 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立

に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努める。 

③ 危険物等の大量流出時における防除活動 

町及び関係事業者は、危険物等が大量に流出した場合に備えて、防除資機材を整備し、災

害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備する。 
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（２） 発災時の応急活動計画 

１） 災害直後の情報の収集・連絡 

① 危険物等の大規模な事故発生による被害の情報の収集・連絡 

関係事業者は、被害状況を県、県警察及び町に連絡する。 

町は、人的被害状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに国または県へ報告する。 

② 応急対策活動情報の連絡 

関係事業者は、町又は消防機関に応急対策等の活動状況を連絡する。 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 

２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じる。 

町長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施す

るため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を

設置する。 

町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 関係事業者の活動体制 

関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じるとともに、

発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設置等必要な体

制をとる。 

③ 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

④ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急活動 

町及び県警察、消防機関は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

② 消火活動 

町及び消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うとと

もに、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行う。 

発災現場以外の市町村は、発災現場の市町村からの要請、消防相互応援協定等に基づき、

消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努める。 
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４） 避難対策 

発災時には、町は、人命の安全を第一に必要に応じて避難準備・高齢者等避難開始の発表ま

たは避難勧告、指示を行う。 

５） 危険物等の流出に対する応急対策 

町は、危険物等が大量流出した場合、直ちに防除活動を行う。また、危険物等が河川等に大

量流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、危険物等の処理等必要な措

置を講じる。 

６） 災害広報の実施 

県、町、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施する。 
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第７節 大規模な火事災害対策 

大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対する対策について、必

要な事項を定める。 

大規模な火事災害対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害

対策計画で定める事項を準用する。 

（１） 災害予防 

１） 安全確保 

① 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

町は、火事による被害を防止・軽減するため、土地利用の規制・誘導、避難地、避難路の

整備、建築物の不燃化等の施策を総合的に推進するとともに、防火地域・準防火地域の指定

等の活用により、安全で快適な市街地の形成を促進する。 

また、大規模な火事災害の発生時に延焼を防ぐ延焼遮断帯としての緑地、広幅員道路など

のオープンスペースの確保を図るとともに、街区内に、公園やコミュニティ防災拠点の整備

を図る。 

② 火災に対する建築物の安全化 

ア 消防用設備等の整備、維持管理 

町及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所の高層建築物等について、法令に適合

したスプリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築物に設置

された消防用設備等については、災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定

期的に点検を行うなど適正な維持管理を行う。 

イ 建築物の防火管理体制 

町及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所の高層建築物等について、消防法の規

定により防火管理者又は防災管理者を適正に選任するとともに、防火管理者又は防災管理

者が当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓

練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図る。 

また、消防法で規定する自衛消防隊に初期消火、消防機関への通報、避難誘導が適切に

行えるよう訓練を実施する。 

２） 災害応急対策への備え 

① 災害情報の収集・伝達体制の充実 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシ

ステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

② 救助・救急、消火及び医療救護活動 

ア 救助・救急活動 

町は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。 

イ 消火活動 

町は、消防力の整備強化に努めるとともに、県は、これに必要な指導・支援を行う。 

ａ 消防組織の強化 

町は、消防組織の強化に努め、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連

携強化を図る。 
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ｂ 消防施設等の整備・強化 

町は、「消防力の整備指針」及び｢消防水利の基準｣に適合するよう整備計画をたて、

消防施設等の整備に努め、その強化を図る。 

ウ 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に

必要な医薬品等の備蓄に努める。 

③ 避難誘導 

町は、指定緊急避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から町民への周知徹底に努め

るとともに、避難行動要支援者の避難誘導、搬送について、自主防災組織、近隣居住者等の

協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努める。 

④ 建築同意制度の活用 

小田原市消防本部は、消防法の規定による建築同意制度を効果的に運用し、建築面からの

火災予防の徹底を図る。 

３） 防災知識の普及 

① 一般家庭に対する指導 

小田原市消防本部は、一般家庭に対する火災防止に関する知識の普及に努めるとともに、

広報活動及び各種会合等において消火方法等の実地指導を行い、火災の防止及び初期消火の

徹底を図る。 

また、自主防災組織の指導者等に対し、消火に必要な技術を教育する。 

② 防火管理者等の指導・教育 

小田原市消防本部は、学校・病院・工場等消防法に規定する防火対象物には、必ず防火管

理者を選任するよう指導する。また、消防法に規定する大規模建築物等には、自衛消防隊を

設置し、防災管理者を必ず選任するよう指導するとともに、防火管理者又は防災管理者に対

し、消防計画の作成、防火訓練の実施、消防設備等の整備・点検及び火気の使用等について

十分指導する。 

また、消防法で規定する自衛消防隊に初期消火、消防機関への通報、避難誘導の指導を行

う。 

③ 予防査察等による指導 

町は、不特定多数の者を収容する施設を対象として予防査察時に防火安全対策について、

適切な指導するとともに、防火対象物の状況を把握し、火災の発生のおそれのある物件等の

発見に努め、関係者に対し、万全を期すよう指導する。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡 

① 災害情報の収集・連絡 

ア 大規模な火事発生による被害の情報の収集・連絡 

町は、火災の発生状況､人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関す

る概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

イ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 
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２） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じる。 

町長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施す

るため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を

設置する。 

町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

③ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急活動 

町及び県警察、消防機関は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

② 消火活動 

町及び消防機関、自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消

火活動を行う。 

町は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を行

う。 

町は、被災市町村からの要請又は消防相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努める。 

４） 避難対策 

発災時には、町は、町民や観光客等の安全確保のため、避難措置を実施する。人命の安全を

第一に必要に応じて避難準備・高齢者等避難開始の発表または避難勧告、指示を行う。 

５） 災害広報の実施 

県、町、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施する。 
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第８節 林野火災対策 

山北町は、町域の大部分が山林、原野であり、林野火災が発生した場合、天候や風向きによって

は、大規模な火災となる危険がある。本節では、火災による広範囲にわたる林野の焼失等による林

野火災に対する対策について、必要な事項を定める。 

林野火災対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対策計画

で定める事項を準用する。 

（１） 災害予防 

林野火災は、発生場所の地形的条件等から消火活動が著しく困難な火災である。近年の自然志

向の高まりにより、登山、トレッキング、ハイキングがブームとなっているほか、キャンプ等の

森林レジャーの定着とも相まって、山や森林に入る者が増加しており、その多発や住宅地等への

影響が懸念されている。 

このため、町、関係機関及び林業関係者等は、連携を図りながら総合的な林野火災対策を推進

する。 

１） 災害応急対策への備え 

① 災害情報の収集・伝達体制の充実 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシ

ステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

② 救助・救急、消火及び医療救護活動 

ア 救助・救急活動 

町は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。 

イ 消火活動 

町は、防火水槽、自然水利利用施設、林野火災用工作機器、可搬式消火機材等の整備強

化を図る。 

町は、ヘリコプターによる情報収集及び消火活動が円滑に行われるよう、活動拠点の整

備と資機材の整備に努める。 

ウ 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に

必要な医薬品等の備蓄に努める。 

③ 避難誘導 

町は、指定緊急避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から町民への周知徹底に努め

るとともに、避難行動要支援者の避難誘導、搬送について、自主防災組織、近隣居住者等の

協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努める。 

④ 広域応援体制の拡充 

町は、林野火災が隣接市町村、隣接都県に及ぶ場合があるため、隣接市町村と協議して、

林野火災発生時の広域応援体制の整備を図る。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡 

① 災害情報の収集・連絡 
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ア 林野火災発生による被害の情報の収集・連絡 

町は、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害状況等の情報を収集するとともに、

被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

イ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 

２） 活動体制の確立 

町は、小田原市消防本部、消防団及び林業等関係機関と連携を図り、的確な大規模林野火災

対策を実施するとともに、県等に対し、応援部隊の派遣を要請する。 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じる。 

町長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施す

るため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を

設置する。 

町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

③ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

３） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急活動 

町及び県警察、消防機関は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

② 消火活動 

ア 町は、小田原市消防本部、林業関係業者等と連携し、速やかに火災の状況及び被害状

況を把握するとともに、火災の規模や延焼のおそれなどを考慮し、消防団を出動させ、

迅速に消火活動を行う。なお、消火活動は、身の安全を最優先に行う。 

イ 町は、必要に応じ消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請、

火災偵察及び空中消火活動のため、ヘリコプターの出動要請を行う。 

ウ 小田原市消防本部は、必要に応じ、消防相互応援協定及び神奈川県内消防広域応援実

施計画に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請及びヘリコプターの出動要請をする。

町は、ヘリコプター臨時離着陸場の確保、空中消火活動用水利（丹沢湖面水を含む）の

確保を関係機関に要請する。 

エ 町は、大規模火災の場合、又は大規模火災のおそれがある場合には、緊急消防援助隊

及び自衛隊の出動要請を行う。 
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４） 避難対策 

発災時には、町は、町民や観光客等の安全確保のため、避難措置を実施する。人命の安全を

第一に必要に応じて避難準備・高齢者等避難開始の発表または避難勧告、指示を行う。 

① 避難活動等 

ア 町は、人命の安全を第一に、必要に応じて、地域住民、観光客等に対し、避難勧告等

を行う。 

イ 町及び警察は、必要に応じて、緊急輸送確保のため、一般車両の通行を禁止するなど

の交通規制を行う。 

ウ 町は、関係機関等と協力し、林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、

土石流等の二次災害が発生するおそれがあることについて十分留意して、二次災害の防

止に努める。 

５） 災害広報の実施 

県、町、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施する。 
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第９節 その他の災害に共通する対策 

その他の災害に共通する対策として、多くの災害対策に比較的共通する事項を定める。 

なお、対策の実施にあたり、本節で定める事項のほか、必要に応じて、第３章風水害対策計画で

定める事項を準用する。 

（１） 災害予防 

１） 災害応急対策への備え 

① 災害情報の収集・伝達体制の充実 

町及び防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシ

ステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練

を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努める。 

また、町は、住民等への確実な情報伝達のため、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）及びＬアラート（災害情報共有システム）の着実な運用に努める。 

② 救助・救急、消火及び医療救護活動 

ア 救助・救急活動 

町は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。 

イ 消火活動 

町は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、消防水利の

確保、消防体制の整備に努めるとともに、防火水槽、自然水利利用施設、火災用工作機器、

可搬式消火器材等の整備強化を図る。 

ウ 医療救護活動 

町は、関係機関と調整のうえ、医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に

必要な医薬品等の備蓄に努める。 

③ 避難誘導 

町は、指定避難所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から町民への周知徹底に努める。 

また、町及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送について、自主防災組

織、近隣居住者等の協力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努める。 

 

（２） 災害時の応急活動計画 

１） 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するため、被害規模等の概括的

な情報をいち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠である。 

① 大規模な災害発生による被害情報の収集・連絡 

町は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。 

② 一般被害情報の収集・連絡 

町、その他防災関係機関は、各種の被害情報等を県災害対策本部に災害情報管理システム、

防災行政通信網を通じて報告する。 

③ 応急対策活動情報の連絡 

町は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡する。 
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２） 通信手段の確保 

町は、通信手段を確保するため、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに

支障を生じた施設の復旧を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。また、通

信手段の確保について必要な措置を総務省に要請する。 

① 非常無線通信の利用 

町及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網が使用不能になったときは、あらか

じめ定める計画に基づき関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信

施設を利用する。 

３） 活動体制の確立 

① 町の活動体制 

町は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、

その情報により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じる。 

町長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施す

るため必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２に基づき、山北町災害対策本部を

設置する。 

町は、県に災害対策本部の設置状況等を報告する。 

② 広域的な応援体制 

町長は、町域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは応急措置を実施する

が、その被害状況によって、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市

町村長に対し応援要請をし、若しくは知事に対し、応援要請又は応急措置の実施を要請する。 

③ 自衛隊の災害派遣 

町長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大

臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知することができる。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められる場合には、自主派遣をすることができる。 

なお、町長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知する。 

４） 救助・救急、消火及び医療救護活動 

① 救助・救急活動 

ア 町による救助・救急活動 

町は、その区域内における救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、

必要に応じて、県及び他の市町村に応援要請を行う。 

イ 被災地への町の対応 

被災地へは、県又は被災市町村からの要請に基づき、救助・救急活動等の応援を迅速か

つ円滑に実施する。 

② 消火活動 

ア 町は、速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部

隊の配置を行う。 

イ 必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請をする

とともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消

防援助隊派遣要請などを行う。 
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③ 医療救護活動 

ア 被災地域内の医療救護活動 

町は、自らの公的医療機関において医療活動を行うほか、必要に応じ、その区域内の民

間医療機関に対し、医療活動の協力を求める。 

イ 被災地以外からの救護班の派遣 

町は、必要に応じて、速やかに医療関係機関又は県災害対策本部等に対し、救護班の派

遣について要請する。 

５） 避難対策 

① 避難誘導の実施 

発災時には、町は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難準備・高齢者等避難開始の発

表または避難勧告、指示を行う。 

避難誘導にあたって、町は、指定緊急避難場所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害

の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。 

② 避難所 

ア 指定避難所の開設 

町は、発災時に必要に応じ指定避難所を開設し、町民等に対し周知徹底を図る。 

イ 避難所の運営管理 

町は、県の避難所マニュアル策定指針を参考に、自主防災組織等地域住民の代表、施設

管理者及び市町村職員で構成する避難所運営協議会を設置し、避難所の円滑な運営を行う。

また、運営方針を決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反

映できるよう、十分配慮する。指定避難所の運営にあたっては、被災者に対する給水、給

食措置などが円滑に実施できるよう努めるとともに、この際、指定避難所における情報の

伝達、食糧、水等の配布、清掃等については、避難者、町民、自主防災組織等の協力が得

られるよう努めるとともに、指定避難所ごとの避難者に係る情報の早期把握に努める。 

また、指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。

また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等に配慮する。 

③ 帰宅困難者への対応 

「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑止を図ると

ともに、滞在場所の確保等の支援に努める。滞在場所の運営にあたっては、男女のニーズの

違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努める。 

町は、帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理運営を行うとともに、帰宅困難

者への開設状況の広報、鉄道事業者への情報伝達等を行う。また、帰宅困難者に対して飲料

水等を提供する。 

④ 応急仮設住宅等 

ア 応急仮設住宅必要戸数の把握 

町は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅及び民間賃貸住宅などの戸数を調査する。 

イ 応急仮設住宅への入居者募集及び運営管理 

町は、応急仮設住宅への入居者の募集について、町の協力のもとに行う。この際、要配

慮者優先の観点から、入居者の優先順位を設定して選考する。 

応急仮設住宅の運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独
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死や引きこもりなどを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及

び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映

できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮

する。 

ウ 公営住宅等への一時入居 

町は、被災者の一時入居のため、管理する公営住宅等の空家住宅を積極的に活用する。 

エ 民間賃貸住宅等の活用 

民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のた

め、その所有者に建物の提供について協力を要請する。 

⑤ 多様な視点への配慮 

町は、避難誘導、情報提供、相談、指定避難所の運営等にあたって、要配慮者や男女双方

の視点などに十分配慮する。 

６） 保健衛生、防疫、遺体対策等に関する活動 

① 保健衛生 

町は、被災地、特に指定避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康

に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努める。また、必要に応

じて健康相談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等

の設置やこころのケアを含めた対策を行う。 

また、町は、指定避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設

置するとともに、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等

についても必要な措置を講じる。入浴可能な公衆浴場等についての情報提供に努める。 

なお、災害による被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療、保健及

び福祉関係者等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じる。また、被災者のみ

ならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努める。 

② 防疫対策 

災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、町長は、被災地の状

況に応じて的確な指導あるいは指示を行う。 

③ 遺体対策等 

町は、遺体対策については、適切な対応をとるため、神奈川県広域火葬計画に定める「遺

体の取扱いに対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の

手配、遺体の保存のために必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮す

る。 

また、必要に応じて、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、

広域的な火葬の実施に努める。 

７） 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 

被災町は、備蓄物資、自ら調達した物資及び国、他の地方公共団体等によって調達され引き

渡された物資の被災者に対する供給を行う。 

町は、供給すべき物資が不足し、調達の必要がある場合には、物資関係省庁（総務省、厚生

労働省、農林水産省、経済産業省）又は国の非常（緊急）災害対策本部等に物資の調達を要請

する。 
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８） 緊急輸送 

町は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両の確保が困難なときは、県に対

して要請及び調達、あっ旋を依頼する。 

９） 物価の安定等に関する活動 

町は、生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、買い占め・売り惜しみが生じないよう、

監視するとともに、必要に応じ指導等を行う。 

10） 被災者への的確な情報伝達活動 

① 被災者への情報伝達活動 

町は、被災者のニーズを十分把握し、災害の状況に関する情報、安否情報、ライフライン

や交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じ

ている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に

提供する。なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等に配慮した伝達を行う。 

なお、情報伝達にあたっては、掲示板、広報紙、広報車等によるほか、放送事業者、通信

社、新聞社等の報道機関への協力を求める。 

② 町民等からの問い合わせに対する対応 

町は、必要に応じ、発災後速やかに町民等からの問い合わせに対応する窓口の設置、人員

の配置等を行い、情報のニーズを見極め収集・整理を行う。 

11） 自発的支援の受入れ 

① ボランティアの受入れ等 

町は、関係団体等と相互に協力し、ボランティア活動の円滑な実施が図られるように支援

に努める。また、消防機関においても、災害救援ボランティアと十分連携のとれた効率的な

活動を行う。 

② 義援物資、義援金の受入れ 

ア 義援物資 

ａ 民間企業や自治体等からの義援物資 

町は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、

受入れを希望するもの及び希望しないものを把握する。町は、その内容のリスト及び送

り先を公表し、周知等を図る。 

また、現地の需給状況を勘案し、同リストを逐次改定するものとし、これを活用し、

物資の配分を行う。 

イ 義援金 

町は、義援金の受入れ、配分に関して、町、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同

募金会等と義援金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、配

分を行う。その際、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努める。 

③ 海外からの支援受入れ 

町は、国の非常（緊急）災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合には、

その受入れと円滑な活動の支援に努める。 
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第７章 地震防災強化計画 

 

第１節 計画の目的 

（１） 東海地震に関する事前対策計画の目的 

この計画は、大規模地震対策特別措置法（昭和 53年法律第 73号。以下「大震法」という）第

６条の規定に基づき、東海地震に関わる地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という）にお

いて、警戒宣言等が発せられた場合にとるべき対策を中心に、緊急整備事業の推進等について定

め、東海地震の予防体制の推進を図ることを目的とする。 

１） この計画は、東海地震の発生に伴う被害の発生を防止し、または、軽減するために、全

町域を対象として、町及び防災関係機関等のとるべき事前措置の基本的事項について、定め

るものとする。 

２） この計画中、強化地域に係る部分については、大震法第６条の規定に基づく「地震防災

強化計画」とする。 

３） この計画は、東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報、東海地震予知

情報（以下、「東海地震に関連する情報」という）の発表及び警戒宣言が発せられた時から

地震発生までの間における事前応急対策を定めるものとする。 

４） 町及び関係機関は、この計画に基づいて、それぞれ必要な事前対策を実施する。 

 

（２） 地震防災対策強化地域 

大震法第３条の規定に基づき指定された県の強化地域は、次の８市 11 町である。 

伊勢原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、海老名市、南足柄市、寒川町、大

磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 
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（３） 東海地震に関する事前対策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 地震防災応急事前対策業務の大綱 

１） 町の処理すべき事務または業務の大綱 

東海地震に関連する情報によって、懸念される社会的混乱を未然に防止し、地震発生に伴う

被害を最小限にとどめるため、町がとるべき事前対策に関し、関係機関と協力して、概ね、次

の業務を実施する。 

① 緊急整備事業の推進 

② 地震防災応急計画の作成指導 

③ 警戒宣言発令に伴う地震災害警戒本部の設置、組織の運営 

④ 職員の動員配備体制 

⑤ 東海地震に関連する情報の収集伝達 

⑥ 警戒宣言発令時における広報対策 

⑦ 地震発生後に備え飲料水、食糧、生活必需品、資機材及び人員等の配備手配 

⑧ 事前に避難すべき地域の避難対策 

⑨ 消防対策 

⑩ 児童、生徒等保護対策 

⑪ 緊急輸送対策 

⑫ 医療福祉対策 

⑬ 町が管理する施設に関する対策 

⑭ 地震防災上必要な教育、広報及び訓練 
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２） 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

防災関係機関は、本計画に定める事前の措置に係る防災業務との整合性を図り、東海地震に

関連する情報や警戒宣言等に関する正確な知識の普及に努め、それぞれの公共的な業務に応じ

協力するものとする。 
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第２節 予防対策 

（１） 緊急整備事業 

大規模な地震が発生した場合の被害の軽減を図るため、あらかじめ避難地、避難路、消防用施

設をはじめ、緊急輸送道路、通信施設等各種防災関係施設を整備する必要がある。 

町は、県と連携を密にし、大震法施行令第２条に定める地震防災上緊急に整備すべき施設等に

ついて、その整備推進に努める。 

地震防災上緊急に整備すべき施設等の種類 

① 避難地 

② 避難路 

③ 消防用施設 

④ 緊急輸送道路 

⑤ 通信施設 

⑥ がけ崩れ等防止施設 

⑦ 医療施設 

⑧ 学校施設 

⑨ 社会福祉施設 

⑩ 防災資機材整備事業 

⑪ その他必要な施設 

 

（２） 地震防災応急計画の作成 

１） 計画作成義務等 

大震法第７条及び同法施行令第４条の規定に基づき、学校、病院、映画館、デパートなど不特

定多数の者が出入りする施設、大規模な工場や事業所、危険物の製造、電気・ガス・水道などの

施設、鉄道事業等については、東海地震注意情報及び東海地震予知情報が発表された場合、ある

いは警戒宣言が発せられた場合の災害防止と社会的混乱を避けるため、それぞれの施設管理者等

が、地震防災応急計画を作成する。 

 

（３） 東海地震に関連する情報に関する知識の普及 

町は、東海地震の切迫性や東海地震に係る防災意識の普及、啓発に努めるとともに、警戒宣言

が発せられた場合等に町民等が的確な判断に基づいて行動ができるよう、以下の防災知識の普及

に努める。 

１） 警戒宣言の正確及びこれに基づきとられる措置の内容 

２） 東海地震の予知に関する知識 

３） 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の内容 

４） 予想される地震及び津波に関する知識 

５） 東海地震に関連する情報の発表及び警戒宣言が発せられた場合、並びに地震が発生した

場合の出火防止、近隣住民との救助活動、自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する

知識 
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第３節 警戒宣言等の発令時対策 

町は、警戒宣言が発せられたときから、地震が発生するまで、または、警戒解除宣言が発せら

れるまでの間、警戒宣言発令時対策を実施する。 

警戒宣言発令時対策の実施にあたっては、町民の日常生活への影響や経済的影響並びに高齢者、

子供、病人等の要配慮者への配慮に努める。 

なお、東海地震に関連する情報が発表された場合、町は、その情報内容に応じて、職員の参集

や事前の準備行動などの必要な措置を、経済的影響等に配慮しながら講じる。 

（１） 東海地震に関連する情報が発表された場合の対応 

町は、東海地震に関連する情報の区分に応じ、事態の推移に伴い、速やかに、必要な対策が行

えるよう、次の体制をとる。 

配備 配備基準 配備人員 配備体制 

１
号
配
備 

東海地震に関連する調査情報（臨時）

が発表されたとき 

（東海地震注意情報よりも低レベル

のもの、すなわち東海地震の観測デー

タに異常が現れているが、東海地震の

前兆現象の可能性について直ちに評

価できない場合等に発表する情報） 

副主幹以上の職員 

平常時の活動を維持

しつつ、事態の推移

に伴い人員を増員

し、必要な対策が行

える体制 

２
号
配
備 

東海地震予知情報が発表されたとき 

（東海地震が発生するおそれがある

と認められた場合に発表する情報で、

これを受け警戒宣言等の対応がとら

れる。また、本情報の解除を伝える場

合にも発表する情報） 

全職員 

事態の応急対策及び

地震が発生したと

き、災害対策が円滑

に行える体制 

 

（２） 警戒宣言が発せられた場合の対応 

１） 地震災害警戒本部の設置 

町長は、警戒宣言が発せられた場合、その地域に係る警戒宣言発令時対策を実施するため、

大震法第 16条の規定に基づき、山北町地震災害警戒本部（以下、「警戒本部」という）を設置

し、直ちに防災関係機関に通知する。 

また、町長は、警戒解除宣言が発せられた場合、警戒本部を廃止する。なお、東海地震注意

情報が発表された場合には、警戒本部を設置できる体制をとる。ただし、本情報の解除に係る

情報が発表された場合は、その体制を解除する。 

２） 警戒本部の設置場所 

警戒本部は、防災対策室に設置する。 

３） 警戒本部の組織及び運営 

警戒本部の組織及び運営は、大震法、同施行令、町地震災害警戒本部条例に定めるところに

従い、災害対策本部に準じて組織化する。 

４） 配備体制 

① 町長は、次に定めるところにより、職員に参集を命ずる。 

ア 警戒宣言が発令されたとき 

② 職員は、東海地震予知情報の収集に積極的に努め参集に備えるとともに、警戒宣言発令

の報道に接したときは、動員命令を待つことなく、自己の判断により指定された場所に参
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集する。 

ア 配備基準 

配備 配備基準 配備人員 

２号配備 東海地震予知情報が発令されたとき 全職員 

 

５） 警戒本部の業務 

警戒本部は、次の業務を実施する。 

① 町民への情報提供と呼びかけ 

② 警戒宣言、東海地震予知情報等の受伝達 

③ 防災関係機関の業務に係る連絡調整 

④ 発災後における応急対策の事前準備 

⑤ その他地震防災応急対策の実施 

 

（３） 警戒宣言等の伝達 

１） 東海地震に関連する情報の伝達 

東海地域の観測データに異常が発見され、東海地震に関連する情報が発表された場合には、

気象庁から消防庁及び横浜地方気象台を通じて、その情報が県に伝達され、県から町に伝達さ

れる。 

２） 警戒宣言の伝達 

気象庁長官から地震予知情報の報告を受け、地震応急対策を緊急に実施する必要があると認

められた場合、内閣総理大臣は閣議決定の後、警戒宣言を発令する。警戒宣言は、報道機関を

通じて広報されるとともに、消防庁から県に伝達され、県から町に伝達される。 

３） 町民に対する伝達 

警戒宣言、東海地震に関連する情報等については、次の方法をもって、町民に伝達する。 

① 防災行政無線 

② 広報車（消防車等を含む） 

③ 地震防災信号（サイレン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（約１５秒） 

（約４５秒） サイレンは、適宜の時間継続する 
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（４） 広報対策 

東海地震注意情報及び東海地震予知情報の発表あるいは警戒宣言が発せられた場合、地震発生

に備えて事前の防災措置を実施することになるが、それに伴い、徐々に社会的混乱が発生し始め、

特に警戒宣言発令後は、帰宅を急ごうとする人による駅や道路での混乱、電話の異常輻輳等の発

生が考えられる。これらに対処するため、町は、次の項目に留意して、迅速、的確な広報を実施

する。 

なお、町民等に対する東海地震に関連する情報の広報に際しては、具体的にとるべき行動を併

せて示すとともに、状況に応じて逐次、平易な表現で、反復継続して行うよう努める。 

１） 広報内容 

① 冷静な行動をとること 

② 不要な火気の始末をすること 

③ 家具等屋内重量物の転倒防止措置をとること 

④ テレビ、ラジオ等の情報に注意すること 

⑤ 当面必要な飲料水、食糧品等の持ち出しの準備をすること 

⑥ 自動車による移動を自粛すること 

⑦ 避難対象地区として指定した地区以外は、避難行動を行わず、耐震性が確保された自宅

での待機等安全な場所で行動すること 

⑧ 電話の使用は自粛すること 

⑨ 東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言の情報 

⑩ その他生活関連情報等、町民等が必要とする情報 

２） 広報手段等 

広報は、防災行政無線、広報車、地震防災信号等で行うほか、自主防災組織等とも連絡をと

り、情報の伝達を行う。 

また、情報伝達に注意することを日常から周知しておき、町民等が、確実な情報を得る方法

としては、ラジオまたはテレビによるところが大きいと考えられるので、これらの視聴に努め

るよう指導啓発する。 

なお、外国人等の情報伝達について、特に、配慮を要する者の対応については、外国語によ

る表示、冊子または外国語放送など、様々な広報手段を活用するよう努める。 

 

（５） 施設、整備の点検及び緊急に講ずるべき措置 

１） 施設、設備の点検 

町及び防災関係機関等は、地震の発生に備え、災害の発生を防止し、または、軽減するため、

管理する施設、設備について、以下の項目を点検する。 

① 火気使用設備の安全確認 

② 自家発電装置、可搬式発電機の点検 

③ 消防用設備等の点検 

④ 落下、倒壊危険性のある備品等の点検 

⑤ 発火流出、爆発のおそれのある危険物等の安全確認 

２） 緊急に講ずるべき措置 

① 防災活動上必要な資機材等の確保 
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② 無線通信等の通信手段の確保 

 

（６） 事前避難対策 

１） 事前避難対象地区の指定 

警戒宣言が発せられた場合において、避難勧告等の対象となる区域は「急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律」に基づき指定を受けた区域（資料編『資料－17』（p.298～302）

による）とする。 

２） 避難の事前準備 

町長は、次の事項について、あらかじめ関係地区町民に十分周知を図る。 

① 避難勧告等の対象となる地区及び範囲 

② 想定される危険の種類 

③ 避難路・避難地（要配慮者については、耐震性のある建物への避難も可とする） 

④ 避難勧告等の伝達方法 

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

３） 避難勧告等についての措置等 

町長は、警戒宣言が発せられた場合において、町民の生命及び身体を保護するため、あらか

じめ定めた避難対象地区について、避難勧告等を行い、あわせて警戒区域の指定を行うととも

に、次の措置を講じる。 

① 防災行政無線、広報車等による勧告または指示等の周知措置 

② 消防団、自主防災組織、施設及び事務所への通知及び集団避難の指導 

③ 松田警察署への通知及び避難誘導、交通規制等の措置の依頼 

④ 避難所の開設及び応急対策用資機材の点検装備 

⑤ 警戒本部と避難所を結ぶ情報連絡網の開設 

⑥ 避難終了後の地区について、松田警察署、消防団等による防火防犯パトロールの実施 

４） 避難行動等 

避難勧告等を受けた町民等は、自主防災組織等の単位でお互い協力しつつ、徒歩で、速やか

に、避難するものとする。 

町は、警察、消防団等と連携を図り、要配慮者の避難行動を支援するとともに、自主防災会

長、民生委員児童委員等との情報交換により、避難行動が確実に行われたかの把握を行う。 

５） 避難地における措置等 

① 町長は、避難地に必要な設備、資機材の配備及び職員の派遣を行う。 

② 町長は、避難者に対し、次の措置をとるよう努める。 

ア 東海地震予知情報等の伝達 

イ 地震防災応急対策実施状況の周知 

ウ 避難施設の秩序維持 

エ 飲料水、食糧、寝具等の供与 

オ その他避難生活に必要な措置 

６） 県への報告等 

町長は、避難の状況等について、県に報告するとともに、松田警察署と相互に連絡をとる。 
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（７） 火災、救急救助対策 

１） 小田原市消防本部 

小田原市消防本部は、警戒宣言が発せられた場合、平常時の消防業務（災害活動を除く）を

停止または縮小し、次の事項を重点に必要な措置に努める。 

① 地震に備えての消防部隊の編成強化 

② 東海地震予知情報等の収集と伝達体制の確立 

③ 迅速な救急救助のための体制確保 

④ 火災、水災等の防除のための警戒 

⑤ その他必要な事項 

２） 山北町消防団 

消防団は、警戒宣言が発せられた場合、詰所に参集し、次の事項を重点に、必要な措置を行

う。 

① 情報の収集と伝達 

② 消火活動、救助活動の出動体制の確立 

③ 火気使用自粛の広報の実施 

④ 水利の確保（流水の堰止め等を含む） 

⑤ 町民の避難誘導 

⑥ 資機材の点検・整備 

⑦ その他状況に応じた防災活動 

 

（８） 警備対策 

１） 警備対策 

警察は、東海地震予知情報等の公表に伴い、東海地震に係る町民の危惧、不安等から発生す

るおそれのある混乱及び各種の犯罪に対処するため、早期に警備体制を確立し、警察の総力を

発揮して、迅速、的確な警戒宣言発令時対策を実施することにより、町民の生命、身体、財産

の保護活動に努め、治安維持の万全を期す。 

① 警備体制の確立 

ア 東海地震予知情報を受理した場合、または、警戒宣言が発せられた場合には、直ちに、

松田警察署に警察署長を長とする警察署東海地震警戒警備本部を設置し、指揮体制を確

立する。 

イ 別に定めるところにより、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応じ

て、迅速・的確な部隊運用を行う。 

② 警戒宣言発令時対策 

警察が実施すべき警戒宣言発令時対策に係る措置については、概ね、次に掲げる事項を基

準とする。 

ア 情報の収集・伝達 

東海地震予知情報等が公表された場合、その内容を正確かつ迅速に周知するとともに、

これに伴う諸般の情勢を迅速・的確に収集・把握し、町民の危惧、不安と混乱防止を図る

ため、次の活動を実施する。 

ａ 町が行う東海地震予知情報等の伝達への協力 
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ｂ 各種情報の収集・伝達 

ｃ 町警戒本部及び関係機関との相互連絡 

イ 広報 

住民等の混乱防止のため、次の事項を重点として、広報活動を実施する。 

ａ 東海地震予知情報等に関する正確な情報 

ｂ 道路交通の状況と交通規制の実施状況 

ｃ 自動車運転の自粛と自動車運転者のとるべき措置 

ｄ 犯罪の予防等のために町民がとるべき措置 

ｅ 不法事案を防止するための正確な情報 

ｆ その他混乱防止のために必要かつ正確な情報 

ウ 社会秩序の維持 

東海地震災害に係る危惧及び物資の欠乏、将来生活に対する不安等に起因する混乱並び

に窃盗犯、粗暴犯、集団不法事案等を防止するため、次の活動により、社会秩序維持に万

全を期す。 

ａ 正確な情報の収集及び伝達によるパニックの防止及び流言飛語の防止 

ｂ 民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済犯等の予防・取締り 

ｃ 危険物による犯罪または被害発生防止のための予防・取締り 

ｄ 避難に伴う混乱等の防止と人命の保護 

ｅ 避難場所、警戒区域、重要施設等の警戒 

ｆ 自主防犯活動等に対する指導 

 

（９） 交通対策 

町は、警戒宣言発令時の交通規制等の情報についてあらかじめ情報提供し、不要、不急な旅行

等の自粛を要請する。 

県警察は、東海地震に係る警戒宣言が発せられた場合における交通の混乱と交通事故の発生を

防止し、町民等の避難の円滑と緊急輸送の円滑を図るため、次により、交通規制等の交通対策を

実施する。 

なお、強化地域内の交通規制については、地震防災応急対策の実施状況、道路交通の状況、交

通規制に伴う町民の日常生活への影響等を総合的に判断して、効果的に実施することとする。 

１） 交通規制措置 

① 基本方針 

ア 強化地域内での一般車両の走行は、極力抑制する。 

イ 強化地域への一般車両の流入は、極力制限する。 

ウ 強化地域外への一般車両の流出は、交通の混乱が生じない限り、原則として、制限し

ない。 

エ 避難路及び緊急交通路については、優先的に、その機能を確保する。 

② 都県境における一般車両の流出入は、次により措置する。 

ア 東京都内へ流出する車両は抑制せず、東京都内から流入する車輌は状況により制限す

る。 

イ 山梨県内へ流出する車両または山梨県内から神奈川県に流入する車両は、状況により
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制限する。 

ウ 静岡県内へ流出する車両または静岡県内から神奈川県に流入する車両は、状況により

制限する。 

③ 警戒宣言が発せられた場合の交通規制 

警戒宣言が発せられた場合は、強化地域おける交通の混乱の防止を図り、地震防災応急対

策活動が円滑に行われるように、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域の

設定や緊急交通路の確保など、必要な規制を実施する。 

ア 通行禁止区域及び通行制限区域の設定 

警戒宣言が発せられた場合は、強化地域を中心に通行禁止区域、通行制限区域を定め、

同区域を補完するため、う回路を指定して、一般車両の通行禁止及び制限の交通規制を実

施する。 

イ 緊急交通路の確保 

緊急交通路として指定する想定のある道路（指定想定路）57 路線（資料編『資料－10』

（p.288～289）による）の中から、交通の状況に応じて確保する。 

２） 運転者のとるべき措置 

① 走行中の車両は、次の要領により、行動する。 

ア 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に移行する

とともに、カーラジオ等により、継続して地震情報及び交通情報を聴取し、その情報に

応じて行動すること。 

イ 車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動しておくこと。やむを

得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エ

ンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、

避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げになるような場所には、駐車しない

こと。 

ウ 危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかにとること。 

② 避難のために車両を使用しないこと。 

 

（10） 緊急輸送対策 

１） 緊急輸送の実施 

町は、警戒宣言が発せられた場合、警戒宣言発令時対策及び応急対策の円滑な実施を確保す

るため、次の要員、物資等の緊急輸送を実施する。 

① 警戒宣言発令時対策要員 

② 食糧、医薬品、防災資機材等の物資 

③ その他必要と認める人員、物資または資機材 

２） 緊急輸送道路等の確保 

町は、緊急輸送を実施するため、あらかじめ指定した緊急輸送道路及び避難所を結ぶ路線等

（資料編『資料－９』（p.287）による）を関係機関と協力して確保する。 

３） 緊急通行（輸送）車両等の確保 

町は、現況に則した車両等の調達を行う。 

また、必要な車両等の確保が困難なときは、県に対して、要請及び調達・あっ旋を依頼する。 
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４） 緊急通行（輸送）車両（確認対象車両） 

緊急通行（輸送）車両は、地震防災応急対策（警戒宣言発令時対策）の実施責任者、または、

その委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

① 東海地震予知情報の伝達及び避難の勧告、指示 

② 消防、水防その他の応急措置 

③ 応急の救護を要すると認められる者の救護その他の保護 

④ 施設及び設備の整備並びに点検 

⑤ 犯罪の予防、交通の規制、社会秩序の維持 

⑥ 緊急輸送の確保 

⑦ 地震が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保

健衛生に関する措置、その他応急措置を実施するため必要な体制の整備 

⑧ その他地震災害発生の防止または軽減を図るための措置 

 

（11） 鉄道等の公共輸送対策 

１） 鉄道 

警戒宣言が発令された場合、運行中の列車は、最寄りの駅その他の場所まで安全な速度で運

転して停車、待機等の措置をとる。 

２） 路線バス 

警戒宣言発令後の運行を各社地震防災応急計画の定めるところに従い、中止する。 

 

（12） 児童、生徒等の安全対策 

１） 基本方針 

警戒宣言の発令に伴い、学校等においては、園児・児童・生徒（以下「児童等」という）の

生命・身体の安全確保に万全を期するとともに、緊急事態に備え迅速にして的確に対応できる

細密な保護対策としての地震防災応急対策が講ぜられなければならない。特に、学校長等は、

児童等について、次の事項に十分留意し、避難・誘導・保護計画を具体的に定める。 

① 児童等の生命・身体の安全確保を最優先した対策計画であること 

② 地震防災強化計画等を踏まえ、さらに、交通機関の運行状況についても十分配慮したも

のであること 

③ 学校等の所在する地域の諸条件等を考慮した対策計画であること 

④ 警戒宣言発令に迅速に対応できる対策計画であること 

⑤ 児童等の行動基準並びに学校等や教職員等の対処、行動が明確にされていること 

⑥ 全職員の共通理解がなされ、個々の分担が明確にされていること 

⑦ 警戒宣言発令後においては、緊急連絡等ができない事態を想定して、特に、児童等の引

き渡し等については、保護者に十分理解される対策計画であること 

２） 学校等の対応 

① 学校長等は、警戒本部を設置し、予知情報等の把握に努め的確な指揮にあたる。 

② 児童等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確認されるまでは、学校で児童

等を保護し、安全が確認された後に、保護者へ引き渡す。ただし、公共交通機関の運行中

止等により保護者が帰宅できないことも想定されることから、保護者が来校するまでは、
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学校で児童等を保護する。 

③ 学校長等は、教育委員会に避難・誘導・保護等の状況を速やかに報告する。 

④ 初期消火、救護・救出活動等の防災活動体制をとる。 

３） 職員等の対処、指導規準 

① 警戒宣言が発令されたときは、児童等を教室等に集める。 

② 児童等の退避・誘導にあたっては、氏名・人員等の把握、異常の有無等を明確にし、的

確に指示する。 

③ 学級担任等は、学校名簿等を携行し、本部の指示により、所定の場所へ誘導・退避させ

る。 

④ 障がいのある児童等については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど十分配慮をす

る。 

⑤ 園児・児童・障がいのある児童等の保護者への引き渡しについては、あらかじめ決めら

れた方法で確実に行う。 

⑥ 生徒の帰宅は、地区別、方面別等班編制を工夫し、教職員引率のもと下校させるなど、

単独での下校は極力さける。 

⑦ 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童等については、氏名・

人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

⑧ 児童等の安全を確保したのち、本部の指示により、防災活動にあたる。 

４） 登下校時、在宅時に警戒宣言が発令された場合の対策 

① 登下校時に警戒宣言が発令された場合は、児童等の生命・身体の安全確保を図るととも

に、安全が確認されるまでは、学校で児童等を保護し、安全が確認された後に、保護者へ

引き渡す。 

② 交通機関の利用時には、関係機関の責任者の指示に従うよう指導する。 

③ 在宅中の時は、登校しないようにし、家族とともに、行動するよう指導する。 

④ 登下校の途上にあるときは、自分の判断で行動することになるので、警戒宣言発令時の

基本行動と災害時の避難に関する基本行動を併せ、特に、具体的な指導を徹底する。 

５） 町警戒本部の対応 

① 警戒宣言が発令された場合、警戒本部は、直ちに、防災行政無線サイレン及び放送によ

り、学校長等に伝達する。 

② 警戒本部は、教育委員会、学校長等の依頼により、児童等の保護者への引き渡し、帰宅

方法等を防災行政無線放送で周知する。 

 

（13） 医療機関・福祉施設の対策 

１） 医療対策 

医療機関は、速やかに、警戒宣言発令時対策を実施することにより、被害発生の防止を図る

とともに、医療機能の維持に努める。 

① 医療救護所の開設準備等 

ア 町は、発災後の医療救護に備えるため、医療救護所の開設準備及び足柄上医師会等に

対し、救護班の編成、待機の要請を行う。 

イ 町は、医療救護に必要な医薬品等の調達のため、必要な措置を講じる。 
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② 医療機関の措置 

ア 警戒宣言発令の周知 

医療機関の長は、警戒宣言が発令されたことについて、医師等の職員及び外来、入院患

者等に対し、周知徹底を図る。 

イ 医療機関、福祉施設の防災措置 

医療機関の長は、地震防災対策本部等を設置するとともに、消火設備、避難設備及び自

家発電装置等の点検並びに医療器械、備品、薬品等の転倒落下、移動の防止及び出火防止

対策を実施する。 

ウ 入院患者等の安全確保 

医療機関の長は、入院患者等の安全確保措置を講ずる。 

手術中の場合は、医師の判断により、安全措置を講ずるものとし、手術予定については、

緊急やむを得ない場合を除き延期する。 

エ 外来診察 

耐震性を有するなど安全性が確保されている医療機関については診療を継続できるも

のとする。 

なお、安全性が確保されていない医療機関については、救急患者を除き診察を中止する。 

オ 発災後への備え 

医療機関は、発災後の医療機能を維持するため、医薬品、血液、治療材料等の確保に努

めるとともに、水、食糧、燃料等の確保も併せて行う。 

また、医師をはじめとした職員については、あらかじめ定めた職員連絡網等により連絡

を行い、その確保を図るものとする。 

２） 社会福祉施設 

① 警戒宣言発令時の措置 

社会福祉施設は、警戒宣言が発せられた場合、入居者の生命・身体の安全確保に万全を期

するため、次の措置をとる。 

ア 警戒宣言発令の周知徹底 

イ 施設設備の点検 

ウ 落下物等の防止措置 

エ 飲料水・食糧等の確保 

オ 関係機関、保護者との連絡体制の確保 

② 発災後の備え 

入所者等の保護等の方法については、施設の耐震性を考慮し、他の福祉施設等への移送あ

るいは保護者への引き渡しを実施する。 

 

（14） 生活関連施設等の対策 

１） 電話（通信）の確保 

電気通信事業者は、警戒宣言が発せられた場合においても、電話（通信）の確保を図るため、

地震災害警戒本部の設置、応急用資機材の事前配備、電話（通信）の疎通措置など必要な体制

を確保し、応急措置を実施する。 
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２） 電力の確保 

電力事業者は、警戒宣言が発せられた場合においても、地震災害警戒本部の措置、資機材の

確保、特別巡視、特別点検、通信網の確保、応急安全措置など必要な電力を供給する体制を確

保し、応急措置を実施する。 

３） 上・下水道施設の確保 

① 上水道施設の確保 

町は、警戒宣言が発せられた場合、あらかじめ取水量を増加させるなど、需要量の増加に

対して、給水の確保、継続を図る。 

② 下水道施設の確保 

県及び町は、地震発生に備えて、被害を最小限とするため、下水道施設の保守点検並びに

応急復旧のための職員の配備及び資機材の点検、確保を行う。 

４） 金融機関、郵便局の措置 

① 金融機関 

町民等の日常生活に極力支障をきたさないよう、必要な範囲内で、キャッシュサービス等

（現金自動支払機を含む）の営業を継続するよう努める。 

② 郵便局 

町民等の日常生活に極力支障をきたさないよう、必要な範囲内で、郵便貯金の払い戻し窓

口取扱等を行う。 

５） 小規模小売店の対応 

食料品及び日用雑貨等の生活必需物資を取り扱う小規模小売店については、食品について、

衛生上の確保を図りつつ、地域の需要に応えるため、できるだけ営業の継続に努める。 

６） 不特定多数が出入りする施設の対策 

不特定多数が出入りする施設の管理者は、警戒宣言が発せられた場合、直ちに、次の措置を

講じる。 

① 情報の収集 

② 利用者等への情報伝達 

③ 利用者等の退避、誘導等の安全確保措置 

④ 施設の防災点検及び設備、備品の転倒・落下防止等の応急措置 

⑤ 消防用設備等の点検、作動確認 

⑥ 受水槽の確認、給水 

⑦ 非常持出品の準備 

⑧ その他必要な措置 

 

（15） 事業所等の措置 

１） 警戒宣言が発せられた場合の事業所の対応 

① 防火管理者、保安管理者などを中心に、地震災害を防止し、または、軽減するための体

制を確立する。 

② 防災行政無線・テレビ・ラジオ等から情報を正確に入手し、顧客・従業員等に迅速・正

確に伝達する。 

③ 地震防災応急計画ないし消防計画等に定められた分担に従って、地震災害を防止し、ま
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たは、軽減するため、次の措置を講じる。 

ア 火気使用設備等地震発生により、出火原因となるものについては、原則として、使用

を中止する。 

イ 建物の防火上または避難において、重要な施設及び消防用設備等を点検する。 

ウ 薬品類、危険物などの流出・漏えい防止を行う。 

エ 商品、事務機器及び窓ガラス等の転倒・落下防止を行う。 

④ 火気使用店舗は、原則として、営業を自粛する。 

⑤ 飲料水、非常食糧、医薬品等を確保する。 

⑥ その他必要と思われる措置を講じる。 

２） 事業所等の従業員の帰宅措置 

一般の事業所においては、応急保安措置を講じた後は、できるだけ通常の勤務体制をとるこ

とを原則とする。やむを得ず従業員を帰宅させる場合は、従業員数、最寄りの駅及び道路交通

状況、警戒宣言が発せられた時刻等を考慮して、帰宅経路に係る状況を確認したうえ、時差退

社をさせる。 

ただし、この場合も近距離通勤者にあっては、徒歩または自転車によるものとし交通機関の

利用はしないものとする。また、自家用車による帰宅は行わないものとする。 

なお、強化地域内では、鉄道の運行が中止されるので、遠距離通勤者で帰宅が困難となる者

については、それぞれの事業所等において適切な措置を講じる。 

 

（16） 自主防災組織・各家庭の対策 

警戒宣言発令時から地震が発生するまでの間、または、警戒解除宣言が出されるまでの間にお

いて、自主防災組織・各家庭は、自分（達）の身は自分（達）で守る対策を行う。 

１） 自主防災組織の本部の設置 

自主防災組織の活動拠点となる本部等を設置する。 

２） 情報の収集・伝達 

① 町等の情報伝達と平行し、地域内を広報する。 

② 警戒宣言等の情報が、正確に全家庭に伝達されているか確認に努める。 

③ 要配慮者世帯へは、個別訪問し、情報を伝える等、要配慮者を優先、配慮した活動を行

う。 

④ 応急対策の実施状況について、必要に応じ、町へ報告する。 

３） 初期消火の準備 

消火栓器具、可搬ポンプ等初期消火機材の点検と準備態勢をとる。 

４） 防災用資機材等の配備・活用 

防災倉庫等に保管中の資機材の点検し、必要な場所に配備するとともに、担当要員を確認す

る。 

５） 家庭内対策 

① 家具類の固定状況を確認する。 

② 落下防止のため、タンス、食器戸棚、本棚等の上部を整理する。 

③ 窓ガラス飛散防止のためガムテープを貼る等の安全対策を行う 

④ 火気危険物の除去、消火器の確認、水のくみ置き等、出火防止対策を講ずる。火気の使
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用は、必要最小限とする。 

⑤ 食料、飲料水を確保する。 

⑥ 動きやすい服装に着替え、夜もそのまま寝る。 

⑦ 非常持ち出し品の確認をする。 

６） 避難活動 

① 崖崩れ等危険予想地域の町民に対して、町長の避難勧告・指示を伝達し、あらかじめ定

められた避難所へ避難させる。避難状況は、確認後、町に報告する。 

② 自力避難の困難な要配慮者については、必要な場合、避難所まで搬送する。 

③ 避難対象地区外であっても、家屋の耐震強度が不十分な場合には、避難所または付近の

安全な空地等へ避難を勧める。 

７） 社会秩序の維持 

ラジオ、テレビ、防災行政無線放送等による正確な情報の伝達に努め、デマ等に惑わされな

いよう、町民に注意する。 

 

（17） 町民等救援対策 

町は、警戒宣言発令とともに、地震の発生に備え、食糧、生活必需物資、飲料水等を確保する。 

１） 食糧及び生活必需物資等の確保対策 

① 備蓄物資の確認 

② 町商工会等を通じ物資の調達 

③ 県に対する緊急物資の調達斡旋の要請 

④ 農林水産省（関東農政局横浜地域センター）への食糧調達体制の確認 

⑤ 緊急物資集積所の開設準備 

⑥ 応急給食の要員、資機材、運搬手段等の確保 

２） 飲料水の確保対策 

① 町民に対し、飲料水確保のため緊急貯水の呼びかけ 

② 応急給水活動の準備 

③ ろ水機の点検 

④ 水道施設の安全点検の実施 

⑤ 地震発生後の応急復旧要員、資機材等の確保 

３） 物価高騰の防止等の要請 

県及び町は、警戒宣言が発せられた場合に、食糧及び生活必需品等の売り惜しみまたは買い

占め、物価の高騰が生じないよう、関係する生産者、流通業者、小売店等に対して、必要な要

請、指導を行う。 

 

（18） 東海地震に係る防災訓練計画 

町は、警戒宣言発令時及び地震発生時に的確な防災対策を実施するため、防災関係機関、自主

防災組織、学校、事業所等と連携した防災訓練を実施する。 

訓練にあっては、地震の発生または警戒宣言が発令される各種の時間帯を想定して実施するほ

か、逐次訓練内容を高度化し、初動対応、情報収集・伝達体制の充実等、より実効性のあがる訓

練を行うものとする。 
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なお、訓練終了後は、評価を実施し、課題・問題点等を明確にし、必要に応じ体制等の改善を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 


