
津山市地域防災計画

（震災対策編）

新旧対照表
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第１章 総則

（略）

第２節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

（略）

２ 処理すべき事務又は業務の大綱

(1)市（津山市消防団）、消防組合

（略）

⑥避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）の発

令を行う。

（略）

⑨被災者の広域一時滞在に関する協議、被災者の受け入れを行う。

（略）

(2)県

（略）

㉔市町村が実施する被災者の広域一時滞在の調整、代行を行う。

（略）

(6)指定公共機関

（略）

［日本放送協会（岡山放送局）］

（略）

③緊急警報放送、避難勧告等災害情報の伝達を行う。

（略）

第５節 南海トラフの巨大地震の被害想定

１ 岡山県が行った南海トラフの巨大地震の被害想定調査について（平成

24 年度）

南海トラフを震源とする大地震が 100 年～150 年の間隔で発生してお

り、岡山県においても被害が発生している。近年では、昭和南海地震(1946

年)がこれに当たる。すでに昭和南海地震が起きてから約 70 年が経過し

ており、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきてい

る。

第１章 総則

（略）

第２節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

（略）

２ 処理すべき事務又は業務の大綱

(1)市（津山市消防団）、消防組合

（略）

⑥高齢者等避難、避難指示又は緊急安全確保の発令を行う。

（略）

⑨被災者の広域避難及び広域一時滞在に関する協議、被災者の受け入

れを行う。

（略）

(2)県

（略）

㉔市町村が実施する被災者の広域避難及び広域一時滞在の調整、代行

を行う。

（略）

(6)指定公共機関

（略）

［日本放送協会（岡山放送局）］

（略）

③緊急警報放送、避難指示等災害情報の伝達を行う。

（略）

第５節 南海トラフの巨大地震の被害想定

１ 岡山県が行った南海トラフの巨大地震の被害想定調査について（平成

24 年度）

南海トラフを震源とする大地震が 100 年～150 年の間隔で発生してお

り、岡山県においても被害が発生している。近年では、昭和南海地震(1946

年)がこれに当たる。すでに昭和南海地震が起きてから約 70 年以上経過

しており、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まってきて

いる。

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

〃

〃

〃

時点修正
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（略）

第２章 震災予防計画

第１節 自立型の防災活動の促進

第１項 防災知識の普及啓発計画

（略）

２ 基本方針

（略）

市及び県は、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意

形成の促進のため、地震の被害想定をはじめ、防災に関するさまざまな

動向や各種データをわかりやすく発信し、自然災害によるリスク情報の

基礎となる防災地理情報を整備するとともに、過去の大災害の教訓や災

害文化の保存伝承に努める。

（略）

３ 対策

(1)実施主体

［市］

（略）

（新設）

⑤～⑥ 略

（略）

(2)家庭、地域においての普及対策

（略）

②市及び県は、防災週間や防災関連行事を通じ、次の項目について防

災意識の高揚を図る。

・住宅の耐震化、「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携

帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出

品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、自動車への

こまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家

具、ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物（特定

動物を除く）への所有明示や、同行避難、指定避難所での飼養に

ついての準備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の

（略）

第２章 震災予防計画

第１節 自立型の防災活動の促進

第１項 防災知識の普及啓発計画

（略）

２ 基本方針

（略）

市及び県は、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意

形成の促進のため、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情

報を整備するとともに、専門的な知見も活用しながら、地震の被害想定

をはじめ、防災に関する様々な動向や各種データをわかりやすく発信

し、過去の大災害の教訓や災害文化の保存伝承に努める。

（略）

３ 対策

(1)実施主体

［市］

（略）

⑤市町村は、災害発生時に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの

活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加

害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図る。

⑥～⑦ 略

（略）

(2)家庭、地域においての普及対策

（略）

②市及び県は、防災週間や防災関連行事を通じ、次の項目について防

災意識の高揚を図る。

・住宅の耐震化、「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携

帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出

品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、自動車への

こまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家

具、ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物（特定

動物を除く）への所有明示や、同行避難、指定避難所での飼養に

ついての準備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の

最近の防災に関する

施策の進展を踏まえ

た修正

〃
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家庭での予防・安全対策

（新設）

（新設）

・さまざまな条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で地震発生

時にとるべき行動、避難場所・避難所での行動

・警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等

避難開始の意味やその発令時にとるべき行動、家庭内の連絡体制、

初期救助、消防水利設置場所の周知、消火の方法など

・ハザードマップ等により、住民が地域の災害リスクやその根拠を

理解するための周知

（新設）

（新設）

（略）

第２項 防災教育の推進計画

（略）

３ 対策

市は、県と協力して、学校における体系的な防災教育に関する指導内

容の整理、防災教育のための指導時間の確保など、防災に関する教育の

充実に努め、学校においては、外部の専門家や保護者等との協力の下、

防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促す。

（略）

第４項 防災ボランティア養成等計画

１ 現状と課題

（略）

特に災害時には、特別な技能知識を要する専門ボランティアの需要が

高まること、また一般のボランティア活動を効率的に進めるうえで、現

場において的確な判断と活動ができるボランティアリーダーが求めら

家庭での予防・安全対策

・避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対

する危険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取

るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること

・指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館

等の避難場所、避難経路等の確認

・さまざまな条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害

時にとるべき行動、避難場所・避難所での行動

・警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の意

味やその発令時にとるべき行動、家庭内の連絡体制、初期救

助、消防水利設置場所の周知、消火の方法など

・ハザードマップ等により、住民が地域の災害リスクやその根

拠を理解するための周知

・広域避難の実行性を確保するための、通常の避難との相違点

を含めた広域避難の考え方

・家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写

真を撮影するなど、生活の再建に資する行動

（略）

第２項 防災教育の推進計画

（略）

３ 対策

市は、県と協力して、学校における体系的かつ地域の災害リスクに基

づいた防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の

確保など、防災に関する教育の充実に努め、学校においては、外部の専

門家や保護者等との協力の下、防災に関する計画やマニュアルの策定が

行われるよう促す。

（略）

第４項 防災ボランティア養成等計画

１ 現状と課題

（略）

特に災害時には、特別な技能知識を要する専門ボランティアの需要が

高まること、また一般のボランティア活動を効率的に進めるうえで、現

場において的確な判断と活動ができるボランティアリーダーが求めら

「防災教育・周知啓発

ワーキング」等を踏ま

えた修正

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

表現の適正化

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

〃

施策の進展等を踏ま

えた修正

「防災教育・周知啓発

ワーキング」等を踏ま

えた修正
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れることなどから、これらボランティアの養成と登録を平常時から実施

しておく必要がある。

（略）

第７項 要配慮者等の安全確保計画

（略）

３ 対策

（１）避難行動要支援者名簿の作成

［市］

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との

連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難

行動要支援者名簿を作成し、災害発生時に効果的に利用することによ

り、避難行動要支援者に対する避難支援や迅速な安否確認等が適切に

行われるよう努める。

また、避難支援等に携わる関係者として市地域防災計画に定めた消

防機関、県警察、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組

織等に対し、避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、または、

当該市町村の条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を

れることなどから、これらボランティアの養成と登録を平常時から実施

しておく必要がある。

また、防災ボランティアについて、自主性に基づきその支援力を向上

し、市、県、住民、他の支援団体と連携・協働して活動できる環境の整

備が必要である。

（略）

第７項 要配慮者等の安全確保計画

（略）

３ 対策

（１）避難行動要支援者名簿の作成

［市］

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局との連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を

把握し、避難行動要支援者名簿を作成し、災害発生時に効果的に利用

することにより、避難行動要支援者に対する避難支援や迅速な安否確

認等が適切に行われるよう努める。また、避難行動要支援者名簿につ

いては、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要

とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとと

もに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障

が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努める。

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住

民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行

動要支援者ごとに作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努

める。また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変

化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更を適

切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎

の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じな

いよう、個別避難計画の適切な管理に努める。

また、避難支援等に携わる関係者として市地域防災計画に定めると

ころにより消防機関、県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、

自主防災組織などの避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支

援者本人の同意を得ることにより、または、当該市町村の条例の定め

〃

表現の適正化

表現の適正化
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32

33
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提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難

訓練の実施等を一層図る。その際の名簿の提供に当たっては、個人情

報の漏えい防止に十分留意する。

なお、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要

支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したも

のとなるよう定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切

な管理に努める。

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を指定緊急避難場

所から指定避難所、あるいは一般の指定避難所から福祉避難所へ円滑

に移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方

法等についてあらかじめ定めるよう努める。

なお、避難行動要支援者名簿には、次の各項目について記載する

ものとする。

（略）

（新設）

（略）

（２）福祉避難所等の確保

［県］

県は、市が行う福祉避難所等の確保に協力するものとし、必要な場

合は、社会福祉施設等の関係団体と協力協定の締結等を行う。また、

により、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様

な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の

整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。

その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。

なお、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要

支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したも

のとなるよう定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切

な管理に努める。

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を指定緊急避難場所

から指定避難所、あるいは一般の指定避難所から福祉避難所へ円滑に

移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法

等についてあらかじめ定めるよう努める。

なお、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画には、次の各項目に

ついて記載するものとする。

ア 避難行動要支援者名簿

（略）

イ 個別避難計画

（ア）優先度の高い避難行動要支援者の範囲及び作成の進め方

（イ）避難支援等関係者となる者

（ウ）個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法

（エ）個別避難計画の更新に関する事項

（オ）個別避難計画情報の提供に際し、情報漏えいを防止するために

市が求める措置及び市が講じる措置

（カ）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるため

の通知又は警告の配慮

（キ）避難支援等関係者の安全確保

（ク）その他、個別避難計画の作成及び利用に関して必要な事項

（略）

（２）福祉避難所等の確保

［県］

県は、市が行う福祉避難所等の確保に協力するものとし、必要な場

合は、社会福祉施設等の関係団体と協力協定の締結等を行う。また、

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

〃

項目の追加

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正
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34

42

43

1

15

14

33

介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ県内の近隣県に

おける同種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の受け入れに

関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せてその内容を県に登

録するよう要請する。

（略）

第２節 迅速かつ円滑な震災対策への備え（危機管理）

第１項 災害応急体制整備計画

（略）

３ 対策

（略）

(2)非常時の処理権限の委譲

災害初期において、市長をはじめ幹部不在の場合における本部設置の

判断や自衛隊の派遣要請などの処理権限の順位をあらかじめ定める。

第１位 副市長 第２位 総務部長 第３位 危機管理室長

（略）

(5)関係機関の整備

①市及び防災関係機関の体制整備

（略）

イ 市は、躊躇なく避難指示（緊急）等を発令できるよう、平常時か

ら災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を

遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努

める。

（略）

②防災関係機関相互の連携

（略）

災害時には、防災関係機関相互の連絡体制が重要であり、平常時か

ら国、地方公共団体等関係機関間や企業等との間で協定を締結するな

ど、連携強化を進めることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効

果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結など

の連携強化に当たっては、訓練を通じて発災時の連絡先、要請手続等

の確認を行うなど実効性の確保に留意する。民間事業者に委託可能な

災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理等）について

は、あらかじめ、市及び県は、民間事業者との間で協定を締結してお

介護保険施設、障害者支援施設等に対し、あらかじめ県内の近隣県にお

ける同種の施設、ホテル・旅館等の民間施設等と施設利用者の受け入れ

に関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せてその内容を県に登

録するよう要請する。

（略）

第２節 迅速かつ円滑な震災対策への備え（危機管理）

第１項 災害応急体制整備計画

（略）

３ 対策

（略）

(2)非常時の処理権限の委譲

災害初期において、市長をはじめ幹部不在の場合における本部設置の

判断や自衛隊の派遣要請などの処理権限の順位をあらかじめ定める。

第１位 副市長 第２位 総務部長

（略）

(5)関係機関の整備

①市及び防災関係機関の体制整備

（略）

イ 市は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時

における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行する

ための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努める。

（略）

②防災関係機関相互の連携

（略）

災害時には、防災関係機関相互の連絡体制が重要であり、平常時か

ら国、地方公共団体等関係機関間や企業等との間で協定を締結するな

ど、連携強化を進めることにより、災害時に各主体が迅速かつ効果的

な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結などの連

携強化に当たっては、訓練を通じて発災時の連絡先、要請手続等の確

認を行うなど実効性の確保に留意する。民間事業者に委託可能な災害

対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送、避難者の

運送等）については、あらかじめ、市及び県は、民間事業者との間で

表現の適正化

市長の職務代理者を

定める規則

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

表現の適正化

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正
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44 3

15

28

く、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握して

おくなど、協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用

する。

（略）

イ 市は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請

の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連

絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備

を整えておく。

また、避難指示（緊急）等を発令する際に、国又は県に必要な助

言を求めることができるよう、必要な準備を整えておく。

（略）

オ 市及び県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・

的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整

備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当

者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。

（略）

コ 市及び県は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が

災害対応について庁内及び避難所等における連絡調整を行い、また、

男女共同参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよ

う、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共同

参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部

局が連携し明確化しておくよう努める。

第２項 情報の収集連絡体制整備計画

（略）

３ 対策

(2)災害対策本部の情報収集連絡体制

①情報収集の方法

（略）

ア 情報連絡員

（略）

協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理す

る施設を把握しておくなど、協力体制を構築し、民間事業者のノウハ

ウや能力等を活用する。

（略）

イ 市は、県への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請

の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連

絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備

を整えておく。

また、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求め

ることができるよう、必要な準備を整えておく。

（略）

オ 市及び県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・

的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整

備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当

者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。その際、新型

コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保

に配慮する。

（略）

コ 市及び県は、男女共同参画の視点から、地方防災会議の委員に占

める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同参画担当

部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調整を行

い、また、男女共同参画センターが地域における防災活動の推進拠

点となるよう、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及

び男女共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同

参画担当部局が連携し明確化しておくよう努める。

第２項 情報の収集連絡体制整備計画

（略）

３ 対策

(2)災害対策本部の情報収集連絡体制

①情報収集の方法

（略）

ア 情報連絡員

（略）

〃

新型コロナウイルス

感染症対策を踏まえ

た修正

第５次男女共同参画

基本計画を踏まえた

修正
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(ｲ)情報連絡員の任務

（略）

情報連絡員は、災害による避難のための立退きの勧告、指示

及び避難所等の開設並びに収容、保護につき、消防団員、救護

部員等と協力して実施するものとする。

イ 総括部危機管理班長の任務

総括部危機管理班長は、情報連絡員、各部各班長等からの情報

連絡を確実に受領整理し、これを逐次総務部長に報告するととも

に、関係する各部各班長に通報するものとする。

ウ 各部長は、災害が発生し又は発生することが予想されるときは、

防災活動とあいまって、速やかに所管事項にかかる被害状況を収

集把握するとともに、情報連絡員の情報が正しいかどうかを確認

しなければならない。

各部長は、正確な被害の状況及び活動の状況を総務部長に報告

するものとする。

総務部長は、これをまとめて本部長に報告するものとする。

（略）

②災害初期の情報収集・連絡

（略）

イ 報告の実施

(ｱ) 災害発生通報の報告は、災害の種類に応じ、その事務を統括

する部署の長が総務部長と合議のうえ、知事（美作県民局経由）

に電話及び岡山県総合防災情報システム等により迅速に連絡

し、事後必要に応じて文書で報告する。

なお、市から県民局を経由することを原則とするが、被害の

状況により緊急を要すると判断した場合には、直ちに県本部に

連絡する｡

(ｲ) 各部署の長は、災害発生にかかる被害状況を調査把握し、判

明の都度、災害速報、被害概況報告により県へ報告する。

この場合、少なくとも災害発生通報後２時間以内に速報第１

報を報告する。

(ｳ) 災害発生通報及び速報通報後において、被害の程度が確定し

たとき確定報告をする。

(ｲ)情報連絡員の任務

（略）

情報連絡員は、災害による避難のための立退きの指示及び避難

所等の開設並びに収容、保護につき、消防団員、救護部員等と協

力して実施するものとする。

イ 総括部危機管理班長の任務

総括部危機管理班長は、情報連絡員、各部各班長等からの情報

連絡を確実に受領整理し、これを逐次総務部参与に報告するとと

もに、関係する各部各班長に通報するものとする。

ウ 各部長は、災害が発生し又は発生することが予想されるときは、

防災活動とあいまって、速やかに所管事項にかかる被害状況を収集

把握するとともに、情報連絡員の情報が正しいかどうかを確認しな

ければならない。

各部長は、正確な被害の状況及び活動の状況を総務部参与に報告

するものとする。

総務部参与は、これをまとめて本部長に報告するものとする。

（略）

②災害初期の情報収集・連絡

（略）

イ 報告の実施

(ｱ) 災害発生通報の報告は、災害の種類に応じ、その事務を統括

する部署の長が総務部参与と合議のうえ、知事（美作県民局経

由）に電話及び岡山県総合防災情報システム等により迅速に連

絡し、事後必要に応じて文書で報告する。

なお、市から県民局を経由することを原則とするが、被害の

状況により緊急を要すると判断した場合には、直ちに県本部に

連絡する｡

(ｲ) 各部署の長は、災害発生にかかる被害状況を調査把握し、判

明の都度、災害速報、被害概況報告により県へ報告する。

この場合、少なくとも災害発生通報後２時間以内に速報第１

報を報告する。

(ｳ) 災害発生通報及び速報通報後において、被害の程度が確定し

たとき確定報告をする。

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正
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(ｴ) 市本部が設置された場合は、総務部危機管理班において災害

発生通報、速報等を行うとともに、県本部との連絡を行う。

（略）

第５項 指定緊急避難場所及び避難路等整備計画

（略）

３ 対策

(1)指定緊急避難場所の整備等

（略）

②指定緊急避難場所の整備

（略）

市は、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般図記号を使用して、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。

市及び県は、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。

第６項 避難及び避難所の設置・運営計画

（略）

３ 対策

(1)避難計画

［市］

（略）

市は、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、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生する

ことを考慮するよう努める。

また市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力

を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設ける。

市及び県は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生

徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう促

す。さらに市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のた

め、災害発生時における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設と市、

施設間の連絡・連携体制の構築に努める。

（略）

(ｴ) 市本部が設置された場合は、総括部危機管理班において災害

発生通報、速報等を行うとともに、県本部との連絡を行う。

（略）

第５項 指定緊急避難場所及び避難路等整備計画

（略）

３ 対策

(1)指定緊急避難場所の整備等

（略）

②指定緊急避難場所の整備

（略）

市は、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

本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、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。

市及び県は、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。

第６項 避難及び避難所の設置・運営計画

（略）

３ 対策

(1)避難計画

［市］

（略）

市は、避難指示等の発令区域・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、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生する

ことを考慮するよう努める。

また市は、災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力

を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設ける。

市及び県は、学校等が保護者との間で、災害時における児童生徒等

の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう促す。さ

らに市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災

害時における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設と市、施設間の

連絡・連携体制の構築に努める。

（略）

字句の修正

工業標準化法の改正

に伴う修正

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

表現の適正化
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第２ 指定避難所の設置

（略）

２ 基本方針

（略）

令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所

における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策

を推進する。

３ 対策

(1)指定避難所の指定・周知

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、公民

館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、地形等及び想定され

る災害に対する安全性等に応じ、その管理者の同意を得た上で、被災者

が避難生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し、ハザードマッ

プや広報紙等を通じ、また、所要の箇所に表示板を設置する等により、

住民への周知徹底を図る。

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障

害者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定するよう努め

る。

指定避難所について、市は、被災者を滞在させるために必要となる適

切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又

は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少な

く、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定する。

なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設

にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられて

おり、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受

第２ 指定避難所の設置

（略）

２ 基本方針

（略）

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員の

感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進す

る。

３ 対策

(1)指定避難所の指定・周知

市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施

設等を対象に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送

るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指

定避難所の確保、収容人数等についてハザードマップや広報紙等を通

じ、また、所要の箇所に表示板を設置する等により、住民への周知徹

底を図る。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知

することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段

の整備に努める。

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な

障害者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を指定するよう

努める。

指定避難所について、市は、避難者を滞在させるために必要となる

適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構

造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較

的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指

定する。

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な

障害者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避

難所を指定するよう努める。

福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設に

あっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられて

おり、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受ける

新型コロナウイルス

感染症対策を踏まえ

た修正
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けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるため

に必要な居室が可能な限り確保されるものを指定する。また、指定緊急

避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。

（略）

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症

患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉

担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含め

て検討するよう努める。

（略）

(2)指定避難所の施設設備の整備

市は、指定避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール

トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機

器のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備

の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレ

ビ、ラジオ等の機器の整備を図る。

市は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、

食料、飲料水、常備薬、マスク、消毒液、体温計、簡易ベッド、炊き

出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるとともに、

指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、

備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進める。また、必要に応じ指定

避難所の電力容量の拡大に努める。

ことができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために

必要な居室が可能な限り確保されるものを指定する。また、指定緊急

避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるが、指定緊急避難

場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害におい

ては当該施設に避難することが不適当である場合があることを日頃

から住民等へ周知するよう努める。

市は、福祉避難所について、受入れを想定しない避難者が避難して

くることがないよう、必要に応じてあらかじめ福祉避難所について、

指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する、市は、

前述の公示を活用しつつ福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事

前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要と

なった際に、福祉避難所へ直接避難出する事ができるよう努める。

（略）

市及び県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患

者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が

連携して、必要な措置を講じるよう努める。また、必要な場合には、

国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用等を

含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努める。

（略）

(2)指定避難所の施設設備の整備

市は、指定避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホール

トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機

器のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備

の整備に努めるとともに、避難者による災害情報の入手に資するテレ

ビ、ラジオ等の機器の整備を図る。

市は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、

食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、

体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

に必要な物資等の備蓄に努めるとともに、備蓄品の調達にあたって

は、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。指定避難所となる施設に

おいて、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設

〃
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（略）

(3)指定避難所における生活物資等の確保

市は、緊急の際の指定避難所への「緊急資機材等納入業者名簿」を

作成しておくとともに、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄

施設を確保し、食料、飲料水、燃料、常備薬、マスク、消毒液、体温

計、簡易ベッド、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備

蓄に努める。福祉避難所についても、同様とする。

（略）

(4)避難所設置マニュアルの策定

市は、災害時における指定避難所設置手続について、次の事項等を

内容とするマニュアルをあらかじめ策定し、指定避難所の開設・管理

責任者等必要な事項について住民への周知を図る。また、訓練・研修

等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努

める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定

避難所を運営できるように配慮するよう努める。

（略）

第 12 項 広域的応援体制整備計画

（略）

３ 対策

（略）

(2)広域支援体制の確立

市及び県は、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団

体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方

に所在する地方公共団体との協定締結も考慮する。

また、国は、県及び市町村等と協力し、被災市区町村応援職員確保

システム（総括支援チームによる支援を含む。）に基づき、全国の地

備の整備等を進める。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大

に努める。

（略）

(3)指定避難所における生活物資等の確保

市は、緊急の際の指定避難所への「緊急資機材等納入業者名簿」を

作成しておくとともに、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄

施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、燃料、常備

薬、マスク、消毒液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊

き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染

症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努める。また、備蓄品の

調達にあたっては、要配慮者、女性、子どもにも配慮する。福祉避難

所についても、同様とする。

（略）

(4)避難所設置マニュアルの策定

市は、災害時における指定避難所設置手続について、次の事項等を

内容とするマニュアルをあらかじめ策定し、指定避難所の開設・管理

責任者等必要な事項について住民への周知を図る。また、訓練・研修

等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努

める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定

避難所を運営できるように配慮するよう努める。特に、夏季には熱中

症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に

努める。

（略）

第 12 項 広域的応援体制整備計画

（略）

３ 対策

（略）

(2)広域支援体制の確立

市及び県は、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団

体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方

に所在する地方公共団体との協定締結も考慮する。

また、国は、県及び市町村等と協力し、応急対策職員派遣制度によ

り、全国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実

〃
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頼）」を踏まえた修正
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方公共団体による被災市町村への応援に関する調整を実施する。

（略）

第 13 項 行政機関防災訓練計画

（略）

３ 対策

（略）

（新設）

（略）

第３節 地震に強いまちづくり

第２項 公共施設等災害予防計画

（略）

第６ ため池

（略）

２ 基本方針

県の被害想定における最大震度を考慮しながら、決壊した場合の浸水

区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため

池（以下「防災重点ため池」という。）のうち、老朽化の著しいものや

耐震性が劣っており、緊急に整備を要するものについて、補修、補強、

耐震性の向上等改修整備や廃止を優先的に行い、地震によるため池の被

災を防止する。

また、防災重点ため池について、緊急連絡体制等を整備するとともに、

ハザードマップの作成・周知を行い、地域住民へ適切な情報提供を図る

など、防災知識の啓発に努めるとともに、市や住民等が連携して訓練を

行うなどにより、地域の災害への対応力を高める。

３ 対策

［市、県等］

農業用ダム、ため池の管理は水害防止上重要なものであり、阪神・淡

路大震災や東日本大震災の経験を踏まえ、一定規模以上のものについて

危険度等の基礎的調査を実施し、調査結果に基づき、管理者である土地

改良区等への安全管理の徹底を指導するとともに、防災重点ため池等で、

施する。

（略）

第 13 項 行政機関防災訓練計画

（略）

３ 対策

（略）

(8)避難所開設・運営訓練

市及び県は、新型コロナウイルス感染症対策を含む感染症の拡大の

おそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難

所開設・運営訓練を積極的に実施する。

（略）

第３節 地震に強いまちづくり

第２項 公共施設等災害予防計画

（略）

第６ ため池

（略）

２ 基本方針

決壊した場合に、人的被害を与えるおそれのある「防災重点農業用た

め池」のうち、耐震性が不足しているものについて、下流への影響度や

緊急性を考慮するなど、優先度を定めた上で必要な耐震対策を行い、地

震によるため池の被災を防止する。

また、防災重点農業用ため池について、緊急連絡体制等を整備すると

ともに、ハザードマップの作成・周知を行い、地域住民へ適切な情報提

供を図るなど、防災知識の啓発に努めるとともに、市や住民等が連携し

て訓練を行うなどにより、地域の災害への対応力を高める。

３ 対策

［市、県等］

農業用ダム、ため池の管理は水害防止上重要なものであり、阪神・淡

路大震災や東日本大震災の経験を踏まえ、一定規模以上のものについて

危険度等の基礎的調査を実施し、調査結果に基づき、管理者である土地

改良区等への安全管理の徹底を指導するとともに、防災重点農業用ため

新型コロナウイルス

感染症対策を踏まえ
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緊急に整備を要するものについては早期改修に努める。

また、適切な維持管理や監視体制を確保し、地震等により防災重点た

め池については、緊急連絡体制等を整備するとともに、ハザードマップ

の作成・周知を行い地域住民への適切な情報提供を図るなど、防災知識

の啓発に努めるとともに、住民等と連携して訓練等を行い、地域住民の

地域の災害への対応力を高める。

（略）

第３章 震災応急対策計画

第１節 応急体制

第１項 応急活動体制

（略）

３ 対策

(1)防災体制

震度階等に基づく防災体制及び職員の配備は次のとおりとする。

（略）

池等で、緊急に整備を要するものについては早期改修に努める。

また、適切な維持管理や監視体制を確保し、地震等により防災重点農

業用ため池については、緊急連絡体制等を整備するとともに、ハザード

マップの作成・周知を行い地域住民への適切な情報提供を図るなど、防

災知識の啓発に努めるとともに、住民等と連携して訓練等を行い、地域

住民の地域の災害への対応力を高める。

（略）

第３章 震災応急対策計画

第１節 応急体制

第１項 応急活動体制

（略）

３ 対策

(1)防災体制

震度階等に基づく防災体制及び職員の配備は次のとおりとする。

（略）

〃
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第５項 広域応援

（略）

２ 基本計画

（略）

市及び県は、大規模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ関係地

方公共団体により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体

制を整える。

３ 対策

(1)応急活動の応援要請

①市長の応援要請

（略）

（新設）

（略）

第２節 緊急活動

第１項 救助計画

（略）

３ 対策

(1)救助活動

（略）

［消防機関、県警察］

災害現場で活動する消防機関、県警察及び自衛隊の部隊は、必要

に応じて、合同調整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通

信手段等について、部隊間の情報共有および活動調整、必要に応じ

た部隊間の相互協力を行う。また、災害現場で活動する災害派遣医

第５項 広域応援

（略）

２ 基本計画

（略）

市及び県は、災害時は、あらかじめ関係地方公共団体により締結され

た広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。

３ 対策

(1)応急活動の応援要請

①市長の応援要請

（略）

ウ 「応急対策職員派遣制度」による協力の依頼

市及び県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、応援職員の派遣に当たっては派遣職員の健康管理やマスク着

用等を徹底する。また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議

の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配

慮する。

また、市及び県は、「応急対策職員派遣制度」により、岡山県以

外の地方公共団体への応援が円滑に実施できるよう、災害対応業

務の内容に応じ派遣する職員のリスト化や業務に必要な資材の準

備など、支援体制の整備を図る。

（略）

第２節 緊急活動

第１項 救助計画

（略）

３ 対策

(1)救助活動

（略）

［消防機関、県警察］

災害現場で活動する消防機関、県警察及び自衛隊の部隊は、必要

に応じて、合同調整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通

信手段等について、部隊間の情報共有および活動調整、必要に応じ

た部隊間の相互協力を行う。また、災害現場で活動する災害派遣医

表現の適正化
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療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携して

活動するとともに、あらかじめ定められた手順に従い、住民、自主

防災組織等の協力を得て、迅速かつ的確に救助活動を行う。

また、必要に応じて、他の消防機関、他都道府県警察本部等に応

援を要請する。

（略）

第３項 救急・医療計画

（略）

３ 対策

（略）

(2)救護所の設置、救護班の編成

（略）

［災害拠点病院］

（略）

(6)人工透析・難病患者等への対応

市は、広域災害救急医療情報システムの活用等により、患者団体へ

的確な医療情報の提供を行うとともに、水、医薬品等の確保について

は、水道局、医薬品卸業者等に対して、医療機関への優先的な供給を

要請する。

(7)小児・周産期医療への対応

市は、広域災害救急医療情報システムの活用等により、的確な医療

情報の収集・提供を行う。

（略）

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画

第１ 避難方法

３ 対策

(1)避難勧告及び指示

［市］

①避難勧告、指示の基準

市長は、災害が発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保

療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携して

活動するとともに、あらかじめ定められた手順に従い、住民、自主

防災組織等の協力を得て、迅速かつ的確に救助活動を行う。

また、必要に応じて、他の消防機関、他都道府県警察本部等に応

援を要請する。

災害現場で活動する警察・消防・自衛隊の部隊は、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着

用等を徹底する。

（略）

第３項 救急・医療計画

（略）

３ 対策

（略）

(2)救護所の設置、救護班の編成

（略）

［医療機関］

（略）

(6)人工透析・難病患者等への対応

市及び県は、広域災害救急医療情報システムの活用等により、患者

団体へ的確な医療情報の提供を行うとともに、水、医薬品等の確保に

ついては、水道局、医薬品卸業者等に対して、医療機関への優先的な

供給を要請する。

(7)小児・周産期医療への対応

市及び県は、広域災害救急医療情報システムの活用等により、的確

な医療情報の収集・提供を行う。

（略）

第４項 避難及び避難所の設置・運営計画

第１ 避難方法

３ 対策

(1)避難指示

［市］

①避難指示の基準

市長は、災害が発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保
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た修正
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護するため必要があるときは、あらかじめ定めた判断基準により必要

と認める地域の住民等に対し避難の勧告をする。また、危険の切迫度

及び避難の状況等により急を要するときは、避難の指示をする。

なお、市長は、避難の勧告又は指示を行う場合において、必要があ

ると認めるときは、知事に対し、当該勧告又は指示に関する事項につ

いて、助言を求めることができる。

②避難勧告、指示の内容

避難の勧告、指示を行う場合は、次に掲げる事項を伝達し、避難行

動の迅速化と安全を図る

ア 避難勧告、指示の理由

イ 避難の勧告、指示が出された地域名

ウ 避難経路及び避難先

エ 避難行動における注意事項

③避難勧告、指示の伝達方法

避難の勧告又は指示をしたときは、市長は直ちに勧告、指示が出さ

れた地域に市職員、消防団員等を派遣し、サイレン、放送、広報車等

により、住民及びその地域の滞在者に伝達するほか、警察官、自主防

災組織、報道機関等の協力を得て伝達し、その旨の周知徹底を図る。

④避難勧告等の解除

市は、避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の確保に努め

る。

［県］

知事は、避難の勧告又は指示について市長から助言を求められたと

きは、避難指示（緊急）又は避難勧告発令の対象地域、判断時期等に

ついて助言する。また、時機を失することなく避難指示（緊急）等が

発令されるよう、市に積極的に助言する。

知事は、県内の災害発生により市がその全部又は大部分の事務を行

うことができなくなったときは、市長に代わって避難の勧告及び指示

に関する措置の全部又は一部を行う。

また、報道機関を通じて住民が避難行動を起こすよう切迫感を持っ

て住民に呼びかけを行う。

（略）

(2)避難誘導及び一般住民の避難

護するため必要があるときは、あらかじめ定めた判断基準により必要

と認める地域の住民等に対し避難の指示をする。

なお、市長は、避難の指示を行う場合において、必要があると認め

るときは、知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求め

ることができる。

②避難指示の内容

避難の指示を行う場合は、次に掲げる事項を伝達し、避難行

動の迅速化と安全を図る

ア 避難指示の理由

イ 避難の指示が出された地域名

ウ 避難経路及び避難先

エ 避難行動における注意事項

③避難指示の伝達方法

避難の指示をしたときは、市長は直ちに指示が出された地域に市職

員、消防団員等を派遣し、サイレン、放送、広報車等により、住民及

びその地域の滞在者に伝達するほか、警察官、自主防災組織、報道機

関等の協力を得て伝達し、その旨の周知徹底を図る。

④避難指示の解除

市は、避難指示の解除に当たっては、十分に安全性の確保に努め

る。

［県］

知事は、避難の指示について市長から助言を求められたときは、避

難指示の対象地域、判断時期等について助言する。また、時機を失す

ることなく避難指示が発令されるよう、市に積極的に助言する。

知事は、県内の災害発生により市がその全部又は大部分の事務を行

うことができなくなったときは、市長に代わって避難の指示に関する

措置の全部又は一部を行う。

また、報道機関を通じて住民が避難行動を起こすよう切迫感を持っ

て住民に呼びかけを行う。

（略）

(2)避難誘導及び一般住民の避難
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［県］

県は、被災者保護のため緊急の必要があると認めるときは、運送事

業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人

並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請する。

県は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当

な理由が無いのに上述の要請に応じないときは、被災者の保護の実施

のために特に必要があるときに限り、当該機関に対し、当該運送を行

うべきことを指示する。

［市］

市は、発災時には、人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導を行

う。

避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や避難先、災害危険箇

所等（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の存在、雪崩危険箇所等）

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。

また、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定

し、日頃から住民等への周知徹底に努める。

市は、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成するものとす

る。また、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その

内容の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じるものとす

る。なお、防災マップの作成に当たっては、住民も参加する等地域の

災害リスクやその根拠を理解できるよう工夫をすることにより、災害

からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努める。

市職員は、警察官、消防職（団）員その他の避難措置の実施者と協

力し、住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努める

ものとする。

なお、誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織、町内会ごとに

［県］

県は、避難者の保護のため緊急の必要があると認めるときは、運送

事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき

人並びに運送すべき場所及び期日を示して、避難者の運送を要請す

る。

県は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当

な理由が無いのに上述の要請に応じないときは、避難者の保護の実施

のために特に必要があるときに限り、当該機関に対し、当該運送を行

うべきことを指示する。

県は、大規模災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能とな

るよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や広域避難における居

住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」とい

う。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結な

ど、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努

める。

［市］

市は、災害時には、人命の安全を第一に地域住民等の避難誘導を行

う。

避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や避難先、災害危険箇

所等（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、雪崩災害の危険箇所等）

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。

また、避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定

し、日頃から住民等への周知徹底に努める。

市は、災害時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成するものとす

る。また、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その

内容の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じるものとす

る。なお、防災マップの作成に当たっては、住民も参加する等地域の

災害リスクやその根拠を理解できるよう工夫をすることにより、災害

からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努める。

市職員は、警察官、消防職（団）員その他の避難措置の実施者と協

力し、住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努める

ものとする。

なお、誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織、町内会ごとに
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集団避難を行い、避難行動要支援者の避難支援を優先して行うことと

する。

避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避

難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等や

むを得ないと住民等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場所」へ移

動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、市は、住民等への

周知徹底に努める。

（略）

第２ 指定避難所の設置

１ 現状と課題

地震が発生し、住民の避難が必要となった場合、被災状況によっては、

あらかじめ指定した指定避難所の開設が困難な場合も考えられる。この

ため、被災状況を速やかに確認のうえ、該当地区すべての住民等に指定

避難所の設置状況を周知する必要がある。

また、指定避難所の収容力の不足が想定される地域において、指定避

難所への避難者そのものを低減させる対策を検討しておく必要がある。

さらに、災害の規模等によっては、被災市町村の区域外への広域的な避

難（広域一時滞在）が必要となる場合もあり、その対策を事前に検討し

ておく必要がある。

（略）

３ 対策

（略）

(2)指定避難所の開設

市は、発災時に必要に応じ、あらかじめ定めたマニュアルに基づき、

指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図るとともに速やかに

集団避難を行い、避難行動要支援者の避難支援を優先して行うことと

する。

避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場

所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするもの

の、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することが

できる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避

難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって

危険を伴う場合は、「緊急安全確保」行うべきことについて、市は、住

民等への周知徹底に努める。

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能

となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難者の

運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災害

時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。

市は、住民に新型コロナウイルス感染症を含めた感染症の濃厚接触

者がいる場合は、個室や避難所で専用の避難スペースに避難誘導する。

（略）

第２ 指定避難所の設置

１ 現状と課題

地震が発生し、住民の避難が必要となった場合、被災状況によっては、

あらかじめ指定した指定避難所の開設が困難な場合も考えられる。この

ため、被災状況を速やかに確認のうえ、該当地区すべての住民等に指定

避難所の設置状況を周知する必要がある。

また、指定避難所の収容力の不足が想定される地域において、指定避

難所への避難者そのものを低減させる対策を検討しておく必要がある。

さらに、災害の規模等によっては、被災市町村の区域外への広域避難又

は広域一時滞在が必要となる場合もあり、その対策を事前に検討してお

く必要がある。

（略）

３ 対策

（略）

(2)指定避難所の開設

市は、災害時に必要に応じ、あらかじめ定めたマニュアルに基づき、

指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図るとともに速やかに
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県に報告する。なお、市は避難所を開設する場合には、あらかじめ施

設の安全性を確認するものとする。また、要配慮者のため、必要に応

じて福祉避難所を開設する。指定避難所だけでは施設が量的に不足す

る場合にはあらかじめ指定し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上、管理者の同意を得て避難所として開設する。

さらに、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、

旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。

市は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれ

る場合や、道路の途絶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。

市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じ

られるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、県はその情報

を国に共有するよう努める。

（略）

(5)指定避難所の収容力不足への対応

避難者の中には、建物・ライフライン被害を受けていなくても、余

震等に対する自宅の安全性を危惧して避難する人、あるいは、生活必

需品等の不足を懸念して避難する人もいることから、被災建築物応急

危険度判定及び被災宅地危険度判定の迅速な実施や物資供給の対応に

より、安全な自宅への早期復帰を促すことも可能となる。指定避難所

不足の補完には、場合によってはこうした対応や社会福祉施設、公的

宿泊施設、旅館、ホテル等の借り上げ等により避難所を確保する。

（新設）

県に報告する。なお、市は避難所を開設する場合には、あらかじめ施

設の安全性を確認するものとする。また、要配慮者のため、必要に応

じて福祉避難所を開設する。市は、災害の規模にかんがみ、必要な避

難所を可能な限り当初から開設するよう努める。指定避難所だけでは

施設が量的に不足する場合には、市は国や独立行政法人等が所有する

研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を

開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して

周知するよう努める。

特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、

ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。

市は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれ

る場合や、道路の途絶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。

市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じ

られるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告し、県はその情報

を国に共有するよう努める。

市は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えること

を防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用

して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努める。

（略）

(5)指定避難所の収容力不足への対応

避難者の中には、建物・ライフライン被害を受けていなくても、余

震等に対する自宅の安全性を危惧して避難する人、あるいは、生活必

需品等の不足を懸念して避難する人もいることから、被災建築物応急

危険度判定及び被災宅地危険度判定の迅速な実施や物資供給の対応に

より、安全な自宅への早期復帰を促すことも可能となる。指定避難所

不足の補完には、場合によってはこうした対応や社会福祉施設、公的

宿泊施設、ホテル・旅館等の借り上げ等により避難所を確保する。

(6)広域避難

市は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、当該市町村の区域

外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要

であると判断した場合において、県内の他の市町村への受入れについ

ては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れにつ

新型コロナウイルス

感染症対策を踏まえ

た修正

表現の適正化

新型コロナウイルス

感染症対策を踏まえ

た修正

表現の適正化

災害対策基本法の改
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(6)広域一時滞在

（略）

市は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供す

ることについても定めるなど、他の市町村からの被災住民を受け入れ

ることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。

第３ 避難所の運営体制

（略）

２ 基本方針

（略）

なお、市及び県は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等

にかんがみ、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提供、公営住宅、民間賃貸住宅、空き家等、旅館

やホテル等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、指定避難

所の早期解消に努めることを基本とし、その際の取扱い等をあらかじめ

いては県に対し他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊

急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で自ら他の都道府県

の市町村に協議することができる。

県は、市からの協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。

県は、市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方

公共団体及び当該地方公共団体における避難者の受入能力（施設数、

施設概要等）等、広域避難について助言を行う。

市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域

避難の用にも供することについても定めるなど、他の市町村からの避

難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう

努める。

市、県、運送業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレーショ

ンを定めた計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、

広域避難を実施するよう努める。

政府本部、指定行政機関、公共機関、県、市及び事業者は、避難所

のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、放送事業

者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情

報を提供できるように努める。

(7)広域一時滞在

（略）

市は、指定避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供す

ることについても定めるなど、他の市町村からの被災住民を受け入れ

ることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めることがで

きる。

第３ 避難所の運営体制

（略）

２ 基本方針

（略）

さらに、市及び県は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化

等にかんがみ、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提供、公営住宅、民間賃貸住宅、空き家等、ホテ

ル・旅館等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、指定避難

所の早期解消に努めることを基本とし、その際の取扱い等をあらかじめ

字句の修正

表現の適正化
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定めておく。

３ 対策

市は、各指定避難所の適切な運営管理を行う。この際、指定避難所に

おける正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、

避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部

支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方

公共団体に対して協力を求める。また、市は、指定避難所の運営に関し、

役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、

被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に

移行できるよう、その立ち上げを支援する。

（略）

(3)生活環境への配慮

［市］

（略）

・避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易

ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の

頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑

さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ

の処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握

に努め、必要な措置を講じるよう努める。

（新設）

・市は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、

防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策とし

て必要な措置を講じるよう努める。

・指定避難所の運営における意思決定の場への女性の参画を推進

するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮す

る。特に、男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、

定めておく。

３ 対策

市は、各指定避難所の適切な運営管理を行う。この際、指定避難所に

おける正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、

避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部

支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の地方

公共団体に対して協力を求める。また、市は、指定避難所の運営に関し、

役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、

避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に

移行できるよう、その立ち上げを支援する。

（略）

(3)生活環境への配慮

［市］

（略）

・避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、段ボー

ルベッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び

利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の

状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難

所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。

・市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感

染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避

難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じ

るよう努める。

・市は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の

発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が

連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。また、

自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担

当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有

する。

・指定避難所の運営における意思決定の場への女性の参画を推進す

るとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。

特に、男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性

〃

〃
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女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等に

よる指定避難所における安全性の確保など、性別や子育て家庭の

ニーズ等に配慮した指定避難所の運営管理に努める。

（新設）

（略）

第 12 項 ボランティアの受入、調整計画

（略）

（新設）

第３節 民生安定活動

（略）

第２項 被災者に対する情報伝達後方計画

（略）

３ 対策

（略）

(1)被災者への情報伝達

［市］

（略）

① 災害の発生状況

② 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）

③ 地域住民等のとるべき措置等の呼びかけ

④ 災害応急対策の状況、復旧見込み

⑤ 道路情報、医療情報その他の生活情報

⑥ その他必要事項

用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの

配布等による指定避難所における安全性の確保など、性別や子育て

家庭のニーズ等に配慮した指定避難所の運営管理に努める。

・市は、指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴力・Ｄ

Ｖの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に

設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用

できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての

注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子ども等の安全

に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性支援団体との連携

の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。

（略）

第 12 項 ボランティアの受入、調整計画

（略）

４ その他

県又は県から事務の委任を受けた市は、共助のボランティア活動と地

方公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設

置する災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な

人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。

第３節 民生安定活動

（略）

第２項 被災者に対する情報伝達後方計画

（略）

３ 対策

（略）

(1)被災者への情報伝達

［市］

（略）

① 災害の発生状況

② 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保

③ 地域住民等のとるべき措置等の呼びかけ

④ 災害応急対策の状況、復旧見込み

⑤ 道路情報、医療情報その他の生活情報

⑥ その他必要事項

最近の施策の進展等

を踏まえた修正

〃
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正を踏まえた修正
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（略）

第４節 機能確保活動

（略）

第２項 住宅応急対策計画

（略）

２ 基本方針

地震被災地の住民の生活を再建し、円滑な地域の復興を図るためには、

住民の生活基盤となる住宅に関する不安を解消することが重要である。

（略）

３ 対策

(2)被災住宅の応急対策

①被災住宅の応急修理

ア 被災住宅の応急修理については、原則として市が行うが、災害

救助法が適用された場合においては、県と緊密な連携の下に行う。

イ 応急修理の内容

(ｱ) 災害によって住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度

の損傷を受け、自らの資力では応急対応をすることができない

者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である

程度に住家が半壊した者であること。

(ｲ) 被災住宅の応急修理は、居住のために必要な最小限度の部分

について、災害の発生の日から１ケ月以内に完成するものとす

る。

ウ 県は、市の協力を得て応急修理場所、個数、規模等の把握を行

うとともに市から応援要請があった場合は、協定を締結した団体

に対して協力を要請する。

（略）

第４節 機能確保活動

（略）

第２項 住宅応急対策計画

（略）

２ 基本方針

地震被災地の住民の生活を再建し、円滑な地域の復興を図るためには、

住民の生活基盤となる住宅に関する不安を解消することが重要である。

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを

基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の

推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供

により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。また、地域に十分

な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに

設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。なお、応急仮設住

宅を建設する場合には、二次被害に十分配慮する。

（略）

３ 対策

(2)被災住宅の応急対策

①被災住宅の応急修理

ア 被災住宅の応急修理については、原則として市が行うが、災害

救助法が適用された場合においては、県と緊密な連携の下に行う。

イ 応急修理の内容

(ｱ) 災害によって住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度

の損傷を受け、自らの資力では応急対応をすることができない

者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である

程度に住家が半壊した者であること。

(ｲ) 被災住宅の応急修理は、居住のために必要な最小限度の部分

について、災害の発生の日から３ケ月以内に完了するものとす

る。（災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場

合は６ヶ月以内。）

ウ 県は、市の協力を得て応急修理場所、個数、規模等の把握を行

うとともに市から応援要請があった場合は、協定を締結した団体

に対して協力を要請する。

「住生活基本計画」の

変更を踏まえた修正

「災害救助法による

救助の程度、方法及び

期間並びに実費弁償

の基準」（平成 25 年内

閣府告示第 228 号）の

一部改正による修正

等
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（略）

(4)公営住宅への一時入居

市は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第７項に基

づく目的外使用として公営住宅の空家に被災者を一時入居させること

ができる。

（略）

(6)建設資機材の調達

市は、住宅応急対策に必要な建設資機材の調達を行う。

不足する場合は、県に協力を求める。

（略）

第４章 震災復旧・復興計画

第１節

（略）

第２項 被災者等の生活再建等の支援

１ 基本方針

市及び県は、被災者等の生活再建に向け、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

等生活全般にわたり、きめ細かな支援を講じる。

また、被災者の救済及び自立支援や被災地域の総合的な復旧・復興対

策等を推進するため、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、

機動的、弾力的推進の手法について検討する。

（略）

第４項 公共施設等の復旧・復興計画

１ 基本方針

公共施設等の復旧計画は、被災者の生活再建を支援し、災害の防止に

配慮した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域振興のための

（略）

(4)公営住宅への一時入居

市は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第４項に基

づく目的外使用として公営住宅の空家に被災者を一時入居させること

ができる。

（略）

(6)建設資機材の調達

市は、住宅応急対策に必要な建設資機材の調達を行う。

不足する場合は、県に協力を求め、県は建設業界等の関連業界、政

府本部を通じて、又は直接資機材関係省庁［農林水産省、経済産業省、

国土交通省、環境省］に要請を行う。

（略）

第４章 震災復旧・復興計画

第１節

（略）

第２項 被災者等の生活再建等の支援

１ 基本方針

市及び県は、被災者等の生活再建に向け、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

等生活全般にわたり、きめ細かな支援を講じる。

また、被災者の救済及び自立支援や被災地域の総合的な復旧・復興対

策等を推進するため、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、

機動的、弾力的推進の手法について検討する。

市及び県は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取

り組むことができるよう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用し

たきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知るこ

とができる環境の整備に努める。

（略）

第４項 公共施設等の復旧・復興計画

１ 基本方針

公共施設等の復旧計画は、被災者の生活再建を支援し、災害の防止に

配慮した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域振興のための

字句の修正

災害対策基本法の改

正を踏まえた修正

最近の施策の進展等

を踏まえた修正
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基礎的な条件づくりを目指す。

このため、復旧計画の策定に当たっては、迅速な原状復旧を基本とし

つつ、被災状況等を勘案し、必要に応じて、さらに災害に強いまちづく

りについても検討する。

基礎的な条件づくりを目指す。

このため、復旧計画の策定に当たっては、迅速な原状復旧を基本と

しつつ、被災状況等を勘案し、必要に応じて、さらに災害に強いまち

づくりについても検討する。

市が特定大規模災害を受け要請、かつ市の工事の実施体制等の地域

の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要と認めるときは、国

及び県は市に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、

市に対する支援を行う。

「道路法」等の改正を

踏まえた修正
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