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第１編 風水害等対策編 

第１部 総則 

第１節 計画策定の趣旨 

第１ 計画の目的 
 この計画は、風水害、雪害、大規模事故災害、大規模火災等に対処するため災害対策基本

法第42条の規定に基づき、富岡市防災会議が作成する計画であって被害の軽減と応急対策及

び復旧対策について総合的に定め、市民の生命、身体及び財産を風水害等から保護すること

を目的とする。 

第２ 計画の性格 
 富岡市は過去において大規模な風水害に見舞われてきた。風水害等の特徴と社会的影響の

大きさに鑑み、この計画を「富岡市地域防災計画・風水害等対策編」として策定する。 

 市及び防災関係機関は、この計画に基づき各々処理すべき業務について必要事項を要領等

で定め、風水害等対策の万全かつ円滑な推進に努める。 

第３ 計画の修正 
 この計画は、災害対策基本法第42条の規定により、毎年検討を加え、必要があると認める

場合は、修正する。 

第４ 計画用語 
 この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

１ 災対法 災害対策基本法（昭和36年法律第223号） 

２ 救助法 災害救助法（昭和22年法律第118号） 

３ 県 群馬県 

４ 県防災計画 群馬県地域防災計画 

５ 市 富岡市 

６ 市防災計画 富岡市地域防災計画 

７ 県本部 群馬県災害対策本部 

８ 県支部 群馬県災害対策本部西部地方部 

９ 本部 富岡市災害対策本部 

10 消防本部 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 
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第２節 防災の基本理念 

防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、市域の土地並びに市民の生命、身体

及び財産を災害から保護する、行政上最も基本的で重要な施策である。 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の

迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が

失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策

を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければなら

ない。 

災害対策の実施にあたっては、市、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等は、それ

ぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図る。併

せて、市、県及び指定地方行政機関を中心に、市民一人一人が自ら行う防災活動や、地域の

防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進すること

で、市、県、指定地方行政機関、公共機関、事業者、市民等が一体となって最善の対策をと

る。 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があり、

それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。各段階における基

本理念は以下のとおりである。 

第１ 周到かつ十分な災害予防 

災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

(１) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、

ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推

進する。 

(２) 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる

被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災

害対策の改善を図る。 

第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 

(１) 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、

収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害

応急対策に必要な資源を適切に配分する。 

(２) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他の特に配慮

を要する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害
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の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

第３ 適切かつ速やかな災害復旧・復興 

災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 

(１) 発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、被災

地域の復興を図る。 
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第３節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱 

 市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係機関及び市内

の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務または業務の大綱は次のと

おりとする。 

第１ 富岡市 

１ 防災に関する組織の整備に関すること。 

２ 防災に関する訓練に関すること。 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。 

４ 災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関すること。 

５ 予報・警報の伝達に関すること。 

６ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）に関すること。 

７ 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

８ 被災者の救難、救助その他保護に関すること。 

９ 被災した児童及び生徒の応急の教育に関すること。 

10 施設及び設備の応急復旧に関すること。 

11 清掃、防疫その他の保健衛生に関すること。 

12 緊急輸送の確保に関すること。 

13 災害の発生の防ぎょまたは拡大の防止のための措置に関すること。 

14 災害復旧及び復興計画に関すること。 

15 市防災会議に関すること。 

16 市内の防災関係機関が行う災害対策の総合調整に関すること。 

第２ 県 

１ 防災に関する組織の整備に関すること。 

２ 防災に関する訓練に関すること。 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。 

４ 災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関すること。 

５ 予報・警報の伝達に関すること。 

６ 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

７ 被災者の救難、救助その他保護に関すること。 

８ 被災した児童及び生徒の応急の教育に関すること。 

９ 施設及び設備の応急復旧に関すること。 

10 清掃、防疫その他の保健衛生に関すること。 

11 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関すること。 

12 緊急輸送の確保に関すること。 

13 災害の発生の防ぎょまたは拡大の防止のための措置に関すること。 

14 災害復旧及び復興計画に関すること。 

15 群馬県防災会議に関すること。 

16 市町村その他県内の防災関係機関が行う災害対策の総合調整に関すること。 
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第３ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

関東管区警察局 １ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整に関

すること。 

２ 他管区警察局及び警視庁との連携に関すること。 

３ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告連

絡に関すること。 

４ 警察通信の確保及び統制に関すること。 

関東総合通信局 １ 電波及び有線電気通信の監理に関すること。 

２ 災害時における非常通信の確保並びに非常通信の運用監督に関

すること。 

３ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること。

４ 非常通信協議会の育成及び指導に関すること。 

関東財務局 

（前橋財務事務所）

１ 金融機関に対する非常金融措置のあっせん、指導等に関すること。

２ 災害復旧事業費の査定立合いに関すること。 

３ 災害つなぎ資金及び災害復旧事業資金の融資に関すること。 

４ 国有財産の貸付、譲与及び売払いに関すること。 

５ 提供可能な未利用地、合同宿舎に関する情報提供に関すること。

関東信越厚生局 １ 管内の被害状況の収集及び伝達に関すること。 

２ 関係機関との連絡調整に関すること。 

群馬労働局 １ 事業場における労働災害の防止に関すること。 

２ 災害応急工事、災害復旧工事等に必要な労働力の確保に関すること。

３ 災害による離職者の早期再就職の促進に関すること。 

関東農政局 

（群馬県拠点ほか） 

１ 災害予防 

（１）ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施

または指導に関すること。 

（２）農地、農業用施設等を防護するための防災ダム、ため池、湖

岸、堤防、土砂崩壊防止、農業用河川工作物、たん水防除、農

地侵食防止等の施設の整備に関すること。 

２ 災害応急対策 

（１）農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。 

（２）種もみ、その他営農資機の確保に関すること。 

（３）主要食糧の供給に関すること。 

（４）生鮮食料品等の供給に関すること。 

（５）農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関す

ること。 

（６）土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出及び動

員に関すること。 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

３ 災害復旧 

（１）農地、農業用施設等について特に必要がある場合の査定の実

施に関すること。 

（２）被災農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。 

４ その他 

 農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること。 

関東森林管理局 

群馬森林管理署 

下仁田森林事務所 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に

関すること。 

２ 災害復旧用材（国有林材）のあっせんに関すること。 

関東経済産業局 １ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関

すること。 

２ 商工鉱業事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

３ 被災中小企業の振興に関すること。 

関東東北産業保安

監督部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保

安に関すること。 

２ 鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

関東地方整備局（高

崎河川国道事務所

ほか） 

管轄する河川・道路・砂防・地すべり・ダムについての計画、工

事及び管理のほか、次の事項に関すること。 

１ 災害予防 

（１）防災上必要な教育及び訓練 

（２）通信施設等の整備 

（３）公共施設等の整備 

（４）災害危険区域等の関係機関への通知 

（５）官庁施設の災害予防措置 

（６）豪雪害の予防 

２ 災害応急対策 

（１）災害に関する情報の収集及び予警報の伝達等 

（２）水防活動、土砂災害防止活動及び地方公共団体による避難誘

導のための住民への情報伝達に関する指導助言等 

（３）建設機械の現況及び技術者の現況の把握 

（４）災害時における復旧用資材の確保 

（５）災害発生が予想されるときまたは災害時における応急工事等 

（６）災害時のための応急復旧用資機材の備蓄 

（７）緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

３ 災害復旧等 

災害発生後できる限り速やかに現地調査を実施し、被災施設の

重要度、被災状況等を勘案の上、再度災害の防止に努めるととも
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

に迅速かつ適切な復旧を図ること。 

関東運輸局 

（群馬運輸支局） 

１ 自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること。 

２ 被災者、必要物資等の輸送調整に関すること。 

３ 不通区間におけるう回輸送等の指導に関すること。 

東京航空局 

（東京空港事務所）

１ 航空機による輸送に係る安全の確保に関すること。 

２ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 

３ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

東京管区気象台 

（前橋地方気象台）

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関するこ

と。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動

に限る。）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解

説に関すること。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関

すること。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。 

第４ 陸上自衛隊 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

第12旅団 

第12後方支援隊 

１ 災害派遣の準備 

（１）防災関係情報資料の整備に関すること。 

（２）防災関係機関との連絡、調整に関すること。 

（３）自衛隊災害派遣計画の作成に関すること。 

（４）防災に関する教育訓練の実施に関すること。 

２ 災害派遣の実施 

（１）人命または財産保護のため緊急に行う必要のある応急救援ま

たは応急復旧に関すること。 

（２）災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲

与に関すること。 

第５ 指定公共機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

日本郵便(株) １ 郵便事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全に関すること。

２ 災害特別事務取扱いに関すること。 

(１) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及

び援護対策 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

ア被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ被災地あて救援用郵便物等の料金免除 

エ被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

(２) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

３ その他、要請のあったもののうち協力できる事項 

東 日本 電信 電話

(株)(群馬支店） 

１ 電気通信設備の保全に関すること。 

２ 重要通信の確保に関すること。 

(株)ＮＴＴドコモ 

(群馬支店) 

１ 携帯電話設備の保全に関すること。 

２ 重要通信の確保に関すること。 

日本銀行 

（前橋支店） 

１ 通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な調整、信用制度の保

持運営及び被災地金融機関に対する緊急措置についての要請等に

関すること。 

日本赤十字社 

（群馬県支部） 

１ 医療救護班の編成及び医療救護の実施に関すること。 

２ 救護所の開設及び運営に関すること。 

３ 日赤奉仕団及び防災ボランティアの活動に関すること。 

４ 輸血用血液の確保及び供給に関すること。 

５ 義援金品の受領、配分及び募金に関すること。 

６ 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること。 

７ 外国人の安否の調査に関すること。 

日本放送協会 

（前橋放送局） 

１ 防災思想の普及に関すること。 

２ 気象予報・警報の周知に関すること。 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

４ 放送施設に対する障害の排除に関すること。 

５ 避難場所等における受信機の貸与・設置に関すること。 

６ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関すること。

東 日本 高速 道路

（株）（関東支社）

１ 高速自動車国道の保全及び復旧に関すること。 

２ 緊急通行路の確保に関すること。 

東京ガス（株） 

（群馬支社） 

１ 都市ガス施設の保安の確保に関すること。 

２ 都市ガスの供給の確保に関すること。 

日本通運（株） 

（群馬支店） 

１ 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。

東京電力（株） 

（群馬総支社） 

１ 電力施設の保安の確保に関すること。 

２ 電力の供給の確保に関すること。 

第６ 指定地方公共機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

上信電鉄（株） １ 鉄道施設の保全及び輸送の安全確保に関すること。 

２ 鉄道車輌による救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。

（公社）群馬県医師

会 

１ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

３ 医療救護活動の実施に関すること。 
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（公社）群馬県歯科

医師会 

１ 被災者の医療及び口腔衛生の協力に関すること。 

２ 歯科治療痕等による身元確認作業の協力に関すること。 

（公社）群馬県看護

協会 

１ 救護活動に必要な看護の確保に関すること。 

（一社）群馬県ＬＰ

ガス協会 

１ エルピーガス設備の保安の確保に関すること。 

２ エルピーガスの供給の確保に関すること。 

３ 会員事業者の連絡調整に関すること。 

群馬県石油協同組

合 

１ 石油等燃料の供給に関すること。 

（一社）群馬県バス

協会 

１ バスによる救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。 

２ 被災地の交通の確保に関すること。 

（一社）群馬県トラ

ック協会 

１ 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。

放送機関 

 群馬テレビ（株）

 (株)エフエム群馬

１ 防災思想の普及に関すること。 

２ 気象予報・警報の周知に関すること。 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関す

ること。 

４ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関する

こと。 

甘楽多野用水土地

改良区 

１ 土地改良区の水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害

復旧に関すること。 

鏑川土地改良区 １ 土地改良区の水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害

復旧に関すること。 

第７ その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

報道機関 １ 防災思想の普及に関すること。 

２ 気象予報・警報の周知に関すること。 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

４ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関すること。

甘楽富岡農業協同

組合、鏑川東部森林

組合 

１ 共同利用施設の保全に関すること。 

２ 農業者または林業者に対する災害応急対策及び災害復旧の支援

に関すること。 

３ 県または市が行う農林関係の災害応急対策及び被害調査等への

協力に関すること。 

（一社）富岡市甘楽

郡医師会 

１ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

３ 医療救護活動の実施に関すること。 

（公社）富岡甘楽歯 １ 被災者の医療及び口腔衛生の協力に関すること。 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

科医師会 ２ 歯科治療痕等による身元確認作業の協力に関すること。 

富岡甘楽薬剤師会 １ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

病院経営者 １ 入院患者及び通院患者の安全の確保に関すること。 

２ 被災傷病者の救護に関すること。 

社会福祉施設経営

者 

１ 入所者及び通所者の安全の確保に関すること。 

富岡市社会福祉協

議会 

１ 被災生活困窮者の生活の支援に関すること。 

２ 義援金品募集及び配分に関すること。 

３ ボランティア活動の支援及び推進に関すること。 

（社福）群馬県共同

募金会 

１ 義援金の募集及び受付に関すること。 

富岡商工会議所 

富岡市妙義商工会 

１ 被災事業者に対する支援に関すること。 

２ 県または市が行う商工業関係の被害調査への協力に関すること。

３ 救援物資及び復旧用資材の確保についての協力に関すること。 

４ 物価の安定についての協力に関すること。 

金融機関 １ 被災事業者に対する復旧資金の融資その他の緊急措置に関すること。

学校法人 １ 児童、生徒等の安全の確保に関すること。 

２ 避難場所及び避難所としての施設の整備に関すること。 

危険物等施設の管

理者 

１ 危険物等施設の保安の確保に関すること。 

２ 周辺住民の安全の確保に関すること。 

（一社）群馬県建設

業協会富岡支部 

１ 建築物及び構築物に係る災害応急対策及び災害復旧への協力に

関すること。 

富岡建設組合 １ 建築物及び構築物に係る災害応急対策及び災害復旧への協力に

関すること。 

区長会、民生委員・

児童委員、婦人会 

１ 市が行う災害救助等についての協力 

２ 義援金品の募集・配分 

第８ 市民・自主防災組織・事業者 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

市民 １ 防災・減災の知識習得 

２ 自宅建物・設備の減災措置、避難行動の検討 

３ 飲料水・食料・生活用品等の３日分以上の備蓄と点検 

４ 消防団・自主防災組織への参加及び活動への協力 

５ 気象情報等の収集、家族・近所への伝達 

６ 家族・近所の避難行動要支援者等の避難支援 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

７ 災害廃棄物の分別 

８ その他自ら災害に備えるために必要な手段を講じること。 

自主防災組織 １ 自主防災活動マニュアル、資機材の整備、点検 

２ 地域の災害危険性の把握、点検 

３ 避難行動要支援者の把握、避難支援プランの作成協力 

４ 地区の孤立化対策（通信機器・食料備蓄等） 

５ 自主防災リーダーの養成 

６ 自主防災活動、訓練の実施 

７ 気象情報等の収集、伝達 

８ 地区内の避難行動要支援者、被災者の救助・救援対策の協力 

９ 災害時の避難場所の自主運営 

10 災害廃棄物の分別、集積所の管理協力 

事業者 １ 従業員の防災教育、訓練 

２ 事業継続計画（BCP）の作成・更新 

３ 所管施設・設備の減災措置、避難対策の検討 

４ 従業員等の飲料水・食料・生活用品等の備蓄と点検 

５ 自衛消防活動・訓練 

６ 気象情報等の収集、従業員・所管施設利用者等への伝達、避難誘導

７ 消防団・自主防災組織への参加及び活動への協力 

８ 要配慮者等の避難支援 

９ 災害廃棄物の分別 

10 その他自ら災害に備えるために必要な手段を講じること。 
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第４節 市の地勢及び災害記録 

第１ 市の地勢 
 本市は、群馬県南西部に位置し、面積は122.85㎢の都市である。東は関東平野に続く平坦

地で、西はしだいに山岳になり妙義・荒船に連なる。南は稲含山と一連の山地に通じ、北は

小高い丘陵地帯である。中央部に鏑川・高田川の両川があり、その流域に耕地がひらけ市街

地・集落を形成している。 

 地質は、第三紀層（富岡層）50％、第四紀層（こう積沖層）30％、古生層（三波川層）20％

となっており、平坦地は主にこう積沖層で５ｍ～10ｍで岩盤に達している。 

 本市は、山間部が多いため、河川は急流で川幅が狭く、出水による被害を受けることが多

く、特に台風及び梅雨前線による風水害・その他凍霜害による農業災害が多い。 

 気候は、年間平均気温14℃前後、年間降水量は1,100㎜前後であり、年200日以上が晴天で

降雪も少なく、年間を通じて温暖な気候である。 

【富岡市において昭和50年以降発生した主な災害の状況】 

年月 種別 被害状況 備考 

53.7 干 ば つ 田畑 1,605ha（被害程度50％） 栽培地総面積の約68％におよぶ。

54.7 
風雨ひょ

う害 
栽培地 473ha（被害程度30～50％） 栽培地総面積の約30％におよぶ。

55.8 
異常低温 

日照不足 
被害面積 1,406ha（被害程度30％） 栽培地総面積の約52％におよぶ。

56.8 
台  風 

15号被害 

死者 1人・住宅半壊 1棟・床上浸水

3棟・床下浸水52棟・田畑冠水 

362.4ha・公共施設（道路等を含む）

116箇所 

被害総額 457,808千円におよぶ。

57.8 
台  風 

10号被害 

死者 1人・軽傷 4人・住宅全壊 2棟

半壊 6棟・床上浸水 4棟・床下浸水

112棟・田畑冠水 1,280ha・公共施 

設（道路等を含む） 273箇所・罹災

世帯 382世帯 

被害総額 1,655,500千円におよ

ぶ。 

（この災害により群馬県内に災

害救助法が適用された。） 

57.9 
台  風 

18号被害 

床上浸水 1棟・床下浸水 6棟・田畑

冠水 4.0ha・公共施設（道路等を含

む。）74箇所・罹災世帯 7世帯 

被害総額 258,514千円におよぶ。

58.8 
台  風 

5.6号被害

床下浸水12棟・田畑冠水 6.7ha・公

共施設（道路等を含む。）51箇所 
被害総額 448,149千円におよぶ。

60.7 
台  風 

６号被害 

田畑冠水 7.5ha・公共施設（道路等

を含む。）32箇所 
被害総額 33,114千円におよぶ。

61.9 
台  風 

15号被害 

床下浸水13棟・田畑冠水 4.7ha・公

共施設（道路等を含む。）64箇所 
被害総額 170,398千円におよぶ。

63.6 
降ひょう 

集中豪雨 

桑、キウイフルーツ等被害面積

63.8ha 
被害総額 10,031千円におよぶ。
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63.8 集中豪雨 
農道崩壊、市道崩壊、山崩れ、河川 

崩壊等40箇所 
被害総額 381,913千円におよぶ。

元.7 集中豪雨 農道崩壊、市道崩壊等26箇所 被害総額 89,500千円におよぶ。

元.8 
集中豪雨 

台風17号 

農道崩壊、市道崩壊 7箇所 

農道崩壊、市道崩壊等 9箇所 

被害総額 8,700千円におよぶ。 

被害総額 100,764千円におよぶ。

2.7 降ひょう 

コンニャク、ニラ、サトイモ、リンゴ

ほか被害面積1,404ha 

ガラスハウス被害 

被害総額 977,206千円におよぶ。

被害総額 12,000千円におよぶ。

3.5 晩    霜 桑、ばれいしょ 被害総額 41,764千円におよぶ。

3.8 台風12号 
市道土留崩壊、河川崩壊11箇所 

甘楽多野用水路崩壊 
被害総額 83,218千円におよぶ。

5.8 台風11号 農道崩壊 3箇所 被害総額 7,595千円におよぶ。 

6.4 火    災 
焼失面積 708㎡ 

全焼10、半焼 2、部分焼 4 
損害額 35,280千円におよぶ。 

6.5 火    災 
焼失面積 1,675㎡ 

全焼 3、半焼 1、部分焼 3 
損害額 214,054千円におよぶ。

6.7 集中豪雨 農道法面の崩壊、温室ハウスの全壊 被害総額 2,130千円におよぶ。 

6.9 集中豪雨 農道崩壊、市道崩壊等 11箇所 被害総額 35,000千円におよぶ。

10.8 集中豪雨 市道路肩崩壊3箇所  

10.9 台風5号 

住宅一部損壊1棟、床上浸水2棟 

床下浸水18世帯、田畑冠水121ha 

市道・農道崩壊等69箇所 

崖崩れ12箇所 

被害総額 60,267千円におよぶ。

11.8 集中豪雨 

床下浸水５世帯、崖崩れ７箇所 

市道・農道崩壊等80箇所、公園等文教

施設・水道施設等多数 
被害総額106,420千円におよぶ。

12.9 集中豪雨 床下浸水４棟、３世帯  

13.8 台風11号 床下浸水１棟、１世帯  

13.9 台風15号 

死者２名、重傷者１名、軽傷者２名 

床下浸水19棟、19世帯、崖崩れ27箇所

道路路肩崩壊12箇所、鉄道不通４箇所

河川護岸崩壊３箇所 

被害総額 68,862千円におよぶ。

14.7 台風６号 
畦畔の崩壊10箇所、 ため池護岸崩壊

２箇所 
被害総額 1,500千円におよぶ。 

14.8 降ひょう 
屋根瓦被害３軒、とうもろこし倒伏１

アール、パイプハウス一部損壊１件 

19.9 台風９号 

軽傷者１人、全壊１世帯、一部損壊７世

帯、床上浸水23世帯、床下浸水90世帯、

家屋への土砂流入22世帯、土砂崩れ72箇

所、市道通行止め47箇所、市道・農道崩

壊・公園等文教施設・水道施設等多数 

被害総額1,142,770千円におよ

ぶ。 

21.10 台風18号 農道崩壊１箇所、非住宅倒壊１棟 

22.7 集中豪雨 床下浸水８棟、８世帯 

23.3 東日本大震災 負傷者４名、住宅一部損壊17棟 

26.2 大雪 
死者１名、重傷者５名、軽傷者９名 

被害 住家1,707棟、非住家2,119件 

被害総額1,983,970千円におよ

ぶ。 
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第２部 風水害等災害予防計画 

第１章 災害に強いまちづくり 

第１節 水害対策 

第１ 治水対策の推進 
 市は市内の浸水被害の解消、軽減を図るため、市民からの要望や雨水対策に係る事業の計

画に基づき事業の円滑な推進を図る。 

 また、国、県は鏑川等をはじめとする一・二級河川の重要水防箇所について河川改修を促

進する。 

〔関係資料〕資料編３－１ 重要水防箇所 

         ３－８ 浸水想定区域等の指定状況 

第２ 水防体制の充実 
 市は、消防団と連携して、水防計画を作成し、水防訓練の実施、水防倉庫、資機材の整備・

点検等を行い、洪水への備えに万全を期する。 

第３ 洪水浸水想定区域の指定に伴う対応 
 国（国土交通省）または県（河川課）は、水防法に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難

を確保するため、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される

区域を「洪水浸水想定区域」として指定するとともに、指定の区域及び浸水した場合に想定

される水深、浸水継続時間等を公表し、関係市町村の長に通知する。また、県（河川課）は、

その他の河川についても、役場等の所在地に係る河川については、過去の浸水実績を活用す

る等、河川の状況に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ浸水想定の情報を提供するよう

努める。 

 これを受け、市は住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組の契機

となるよう、分かりやすい水害リスクの提供に努める。 

第４ 富岡市防災マップの普及 
 市は平成21年度に市内全域を対象として、土砂災害の危険箇所や浸水想定地域を記入した

富岡市防災マップを作成した。富岡市防災マップに記載した浸水想定区域や洪水時避難場所

の位置、緊急連絡先や情報連絡経路などを市民等に対し周知徹底する。 
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第２節 土砂災害対策 

第１ 砂防事業の促進等 
 市は、土砂災害危険箇所や山地災害危険地区について、県による急傾斜地崩壊危険区域等

の法指定を推進し、砂防事業や治山事業による防災工事を推進する。 

 特に、要配慮者利用施設や学校等の周辺地区に対して、優先的に行うよう県に要望する。 

 また、市及び県は、土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域について、特定の開発行

為や建築物の構造等の規制及び必要に応じて建築物の移転勧告等を行う。 

第２ 警戒避難体制の強化 
 市は、次の対策を講じる。 

（１）土砂災害警戒区域対策 

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（以下、「土砂災害

防止法」という。）による土砂災害警戒区域が指定された場合には、次の事項を本計画の

風水害等応急対策に定める。 

ア 土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助等に関する事項 

イ 同区域内に、要配慮者関連施設（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の

配慮を要する者が利用する施設）がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒

避難が行われるよう、土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助等に関す

る事項 

（２）富岡市防災マップの活用 

平成21年に作成した富岡市防災マップには、市内の土砂災害等の危険箇所について明

記している。 

土砂災害警戒区域については、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等

のおそれがある場合の避難場所に関する事項その他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、富岡市防災マップ等を活用して市民に周知する。 

〔関係資料〕資料編３－７ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 
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第３節 避難場所・避難所・避難路の整備 

第１ 避難場所及び避難所の整備 
 市は、避難困難地区の解消、避難者の受入能力の増強、避難者の安全確保等を目的として、

避難場所や避難所となる体育館、公民館、学校等の公共施設の整備に努める。 

市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じ

て、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に

努める。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第２ 避難路等の整備 
 市は、避難に要する時間の短縮、避難路の有効幅員の拡大、避難路の安全性の向上等を目

的として、避難路となる都市計画道路、農道、林道その他の道路の整備に努める。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとと

もに、無電柱化の促進を図る。 



第１編 風水害等対策編 第２部 風水害等災害予防計画 第１章 災害に強いまちづくり

17

第４節 建築物の安全性の確保 

第１ 防災上重要な施設の堅ろう化 
 市は管理する施設のうち次に掲げる防災上重要な施設について、風水害及び雪害に対する

構造の堅ろう化を図る。 

（１）災害対策本部が設置される施設（市役所等） 

（２）応急対策活動の拠点施設（市の関係機関、消防署等） 

（３）救護活動の拠点施設（病院等） 

（４）避難施設（学校、体育館、公民館等） 

（５）社会福祉施設（老人ホーム、身体障害者養護施設等） 

（６）劇場等不特定多数の者が使用する施設 

第２ 建築基準の遵守指導 
 市は、住宅をはじめとする建築物の風水害及び雪害に対する安全性の確保を促進するため、

建築基準法（昭和25年法律第201号）に定める構造基準の遵守の指導に努める。 
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第５節 ライフライン施設等の機能の確保 

第１ ライフライン施設等の機能確保 
（１）ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支

障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、市、ライフライン事業

者、廃棄物処理業事業者は、次によりライフライン施設や廃棄物処理施設の機能の確保

を図る。 

（ア）設備の設置または改修にあたっては、各種技術基準に従うとともに、被害想定に配

慮した設計を行う。 

（イ）系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等により、代替性を確保する。 

（ウ）廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、熱供給等の役割

も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置する

よう努める。 

（２）市及び公共機関は、自ら保有するコンピュータシステムやデータのバックアップ対策

を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組を促進する。 

（３）ライフライン施設の機能の確保策を講じるにあたっては、大規模な風水害が発生した

場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確保、

災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行う。 

第２ 防災体制の整備 
 ライフライン事業者は、防災計画を作成し、次により防災体制の整備を図る。 

（１）保安規程を遵守し、設備の巡視・点検を励行する。 

（２）応急復旧に係る組織体制、動員体制を整備し、従業員に周知徹底させる。 

（３）情報連絡体制を整備する。 

（４）同業事業者及び関連事業者との広域的な応援体制を整備する。 

（５）防災訓練を実施するとともに、県または市が実施する防災訓練に積極的に参加する。 

第３ 応急復旧用資機材の整備 
（１）ライフライン事業者は、迅速な応急復旧を確保するため、応急復旧用資機材を備蓄す

るとともに同資機材の保守・点検を励行する。 

（２）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に努める。 

第４ 需要者への防災知識の普及 
 ライフライン事業者は、災害時に需要者が実施すべき安全措置及び平常時から需要者が心

がけるべき安全対策について広報等を行い、需要者への防災知識の普及に努める。 
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第６節 危険物施設等の安全確保 

第１ 危険物等施設の安全性の確保 
 危険物等の製造、貯蔵、取扱いまたは輸送を行う事業者（以下、本節において「危険物事

業者」という。）、危険物等の取扱規制担当官公署（以下、本節において「県及び消防本部」

という。）は、次の対策を行う。 

（１）技術基準の遵守 

危険物事業者は、法令で定める技術基準を遵守する。 

（２）立入検査の徹底 

県及び消防本部は、危険物等関係施設に対する立入検査を徹底し、施設の安全性の確

保に努める。 

（３）自主保安体制の整備 

危険物事業者は、自主保安規程等の遵守、自衛消防組織等の設置及び定期点検・自主

点検の実施等の自主保安体制の整備を推進する。 

（４）講習会・研修会の実施 

県及び消防本部は、危険物事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、講習会、研

修会の実施等により保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、危険

物等関係施設における保安体制の強化を図る。 

（５）防災に資する都市計画の推進 

市は、建築物用途の混在を防止するため、工業専用地域等の都市計画を行う。 

（６）再発防止の徹底 

県及び消防本部は、危険物等災害が生じた場合に、その原因の徹底的な究明に努め、

原因究明を受けて必要な場合には、法令で定める技術基準の見直し等を行い危険物等関

係施設の安全性の向上に努める。 

第２ 救急・救助、医療及び消火活動体制の整備 
（１）救急・救助活動体制の整備 

消防本部、県警察、自衛隊、県は、救助工作車、救急車、照明車等の車両、エンジン

カッター、チェーンソー等の救急･救助用資機材及び危険物施設から発生する有毒ガスや

放射性同位元素、核燃料等からの放射能漏えいに対する救急・救助用資機材の整備に努

める。 

（２）医療活動体制の整備 

ア 県、市、日本赤十字社、災害拠点病院（公立富岡総合病院）は、負傷者が多人数

にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。 

イ 消防本部と医療機関は、救急医療情報センターの情報を共有することにより、迅

速に負傷者を適切な医療機関に搬送できるよう、連携体制の整備を図る。 

（３）消火活動体制の整備 

ア 消防本部は、平常時から消防団、自衛消防組織等の連携強化を図り、消防水利の
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確保、消防体制の整備に努める。 

イ 消防本部は、河川等を消防水利として活用するための施設の整備を図る。 

ウ 消防本部及び事業者は、危険物等の種類に対応した化学消火薬剤等の備蓄及び化

学消防車等の資機材の整備促進に努める。 

第３ 防災訓練の実施 
 事業者、消防本部、県警察、その他の防災関係機関は、次の訓練を実施する。 

（１）防災訓練の実施 

ア 事業者、消防本部、警察等は、実践的な消火、救助・救急等の訓練を実施する。 

イ 訓練には、地域住民を参加させるよう努める。 

（２）実践的な訓練の実施と事後評価 

ア 訓練を行うにあたっては、危険物等の事故及び被害の想定を明らかにするととも

に、実施時間を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫

する。 

イ 訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

第４ その他の災害予防対策 
（１）防災業務関係者の安全確保 

危険物事業者、消防本部、県警察は、応急対策活動を行う防災要員の安全を確保する

ため、危険物等の性状に応じた防護マスク、防護服、環境測定機器等防護用資機材の整

備を図る。 

（２）防除活動体制の整備 

ア 危険物事業者、消防本部等は、危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動

のための体制の整備に努める。 

イ 危険物事業者、消防本部、県、市等の河川管理者は、危険物等が河川等に大量流

出した場合に備えて、オイルフェンス等防除資機材の整備を図る。 

ウ 石油事業者団体は、油が大量流出した場合に備えて、油防除資機材の整備を図る。 

（３）応急復旧活動体制の整備 

危険物事業者は、施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ

体制、資機材を整備する。 
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第２章 迅速かつ円滑な災害応急体制への備え 

県、市その他防災関係機関は、災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、迅

速かつ円滑に災害応急対策を実施し、被害を未然に防止し、又は最小限に抑える必要がある。 

災害応急対策としては、まず災害発生直前の警報等の伝達、水防等の災害未然防止活動、

避難誘導等の対策があり、発生後は機動的な初動調査の実施等被害状況の把握、次いでその

情報に基づき所要の体制を整備するとともに、被害の拡大の防止、二次災害の防止、人命の

救助・救急・医療活動を進めることとなる。さらに、避難所への受入れ、必要な生活支援(食

料、水等の供給)を行う。 

特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、

高齢者等の避難行動要支援者等の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避

難勧告及び避難指示（緊急）のほか、一般住民に対して避難準備及び自主的な避難を呼びか

けるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行

動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者

等避難開始を伝達する必要がある。 

市は、躊躇なく避難勧告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。 

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフライン等の復旧、

被災者への情報提供を行っていくこととなる。 

以上のような迅速かつ円滑な災害応急対策を実施するためにあらかじめ整備しておくべき

事項について、各種計画を推進する。 

第１節 避難誘導体制の整備 

第１ 警報等伝達体制の整備 
（１）市は、警報等を住民、水防管理者等に迅速かつ確実に伝達できるよう、伝達ルートを

明確にしておく。 

（２）市は、警報及び避難の勧告または指示（緊急）の内容を住民に迅速かつ確実に伝達でき

るよう、防災行政用無線（固定系）、緊急情報メールシステム、サイレン、広報車等の整

備を図る。 

(３) 市は、様々な環境下にある住民等に対して警報等が確実に伝わるよう、Ｌアラート（災

害情報共有システム）の活用や関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線（固定系）、

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急情報メー

ルシステムを含む。）、ワンセグ放送等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図る。 

第２ 避難誘導計画の作成 
（１）市は、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から市民等への周
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知徹底に努める。 

（２）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。 

（３）市は、消防機関、警察署等と協議して避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急

避難場所、避難経路等の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成する。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、

防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により、その内容の市民等に対する周知徹

底を図るための措置を講じる。 

なお、防災マップの作成にあたっては、市民も参加する等の工夫をすることにより、

災害からの避難に対する市民等の理解の促進を図るよう努める。 

（４）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市民等自身が判断する場合は、「安全な

場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、市は、日頃から市民等

への周知徹底に努める。 

（５）（３）の計画に定めるべき事項は、次のとおりとする。 

ア 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を行う基準 

イ 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）の伝達方法 

ウ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

エ 避難経路及び誘導方法 

（６）市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）について、県、

河川管理者、水防管理者、前橋地方気象台等の協力を得つつ、豪雨、洪水、土砂災害等

の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準（具体的な考

え方）及び伝達方法を明確にした「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作成する。 

特に、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練

を行うなど、実践的な避難訓練の実施等による市民の意識啓発に努める。 

（７）市は、気象警報、避難勧告等を市民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に

結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

（８）市は、土砂災害に対する市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、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に

分割した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険度の高まっている領域が

含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、

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。 

（９）市は、避難勧告の発令の際には、避難場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。また、そのような事態が生じ得ることを市民にも周知する。 

（10）富岡製糸場、駅、その他の不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者は、避難誘導

に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。 
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なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とす

るよう努める。 

（11）県及び市は、観光施設等不特定かつ多数の利用者がいる施設等においては、施設管理

者と連携して、避難誘導等安全体制の確保に配慮する。 

（12）市は、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や関係団体との協定

の締結や当該農地における防災訓練の実施等に努めるとともに、国は、都市農地の防災

機能の周知等を図る。 

第３ 避難誘導訓練の実施 
 市は、消防機関、警察機関等と協力して住民の避難誘導訓練を実施する。 

第４ 避難場所及び避難所等の周知 
 市は、避難が迅速かつ安全に行われるよう、平常時から広報紙等を活用し、市民に対し次

の事項を周知する。 

ア 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を行う基準 

イ 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）の伝達方法 

ウ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区 

エ 避難経路 

オ 避難時の心得 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第５ 案内標識の設置 
（１）市は、避難が迅速かつ安全に行われるよう、指定緊急避難場所及び指定避難所の案内

標識の設置に努める。 

（２）市は、案内標識の作成にあたっては、観光客等地元の地理に不案内な者でも理解でき

るように配慮する。 

（３）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には、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。 

（４）県及び市は、災害種別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 要配慮者への配慮等 
（１）市は、外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の整備

に努める。 

(２) 市及び教育委員会は、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。 

(３) 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。 
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第２節 災害危険区域の災害予防 

第１ 災害危険区域の種類 
 災害危険区域の種類は、次のようになっている。 

（１）土木関係 

 ア 重要水防箇所       イ 浸水想定区域     ウ 土石流危険渓流 

 エ 急傾斜地崩壊危険箇所   オ 地すべり危険箇所   カ 土砂災害警戒区域 

 キ 土砂災害特別警戒区域 

（２）治山関係 

 ア 山腹崩壊危険地区     イ 地すべり危険地区   ウ 崩壊土砂流出危険地区 

（３）農地関係 

   地すべり危険箇所 

〔関係資料〕資料編３－１ 重要水防箇所 

３－２ 土石流危険渓流 

３－３ 地すべり防止区域（林務関係） 

３－４ 地すべり危険箇所・地すべり防止区域（土木関係） 

３－５ 急傾斜地崩壊危険区域 

３－６ 急傾斜地崩壊危険箇所 

３－７ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 

３－８ 浸水想定区域等の指定状況 

第２ 住民等に対する危険性の周知 
（１）市は、住民に対し、広報紙への掲載、説明会の開催、標識の設置等の方法により、災

害危険区域の位置及び予想される災害の態様を周知する。 

なお、浸水被害については、浸水実績、浸水予想区域等の公表にも努める。 

また、災害危険区域の点検等に際しては、地域住民の協力を得つつ実施する。 

（２）市は、鉄砲水による水難事故を防止するため、過去の災害履歴等から鉄砲水が発生す

るおそれの大きい渓流について、危険性を周知する看板の設置や周辺宿泊施設へのチラ

シの配布など、入山者への注意喚起に努める。 

第３ 土地利用の誘導 
 市は、災害防止に配慮した土地利用を誘導するため、各種法規制の徹底及び開発事業者等

に対する啓発を行う。 

第４ 土砂災害特別警戒区域内の制限等 
 県は、土砂災害特別警戒区域においては、以下の措置を講ずる。 

ア 住宅宅地分譲地、社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 
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イ 建築基準法に基づく建築物の構造規制 

ウ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 

また、県は、上記ウの勧告による移転者への融資、資金の確保について必要な措置を講ず

るよう努める。 

なお、土砂災害により特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所で、住居の建築の禁止等

を行う必要のある区域においては、建築基準法に基づく災害危険区域の活用等を図り、当該

区域が指定されている場合には、県は、関係部局と連携し、その周知を図る。 

第５ 浸水被害拡大防止用資機材の備え 
 市は、浸水被害の拡大を防止するため、緊急時に排水対策を行えるよう、移動式ポンプ等

の備蓄等に努める。 

第６ 警戒避難体制の整備 
（１）市は、『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律』に基づき、

警戒区域の指定があったときは、警戒区域ごとに、情報伝達、予警報の発表・伝達に関す

る事項、避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避

難、救助、その他必要な警戒避難体制に関する事項について周知を図る。 

（２）市は、『水防法』に基づき、洪水浸水想定区域（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、浸水想定区域ごとに、洪水予報の伝達

方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水に係る避難訓練に関する事

項、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を定める。 

（３）市は、県、河川管理者、水防管理者、前橋地方気象台等の協力を得つつ、豪雨、洪水、

土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準（具

体的な考え方）及び伝達方法を明確にした「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作

成する。 

第７ 富岡市防災マップの作成と活用 
 本市は、上記「第６ 警戒避難体制の整備」の事項を住民に周知するため、これら事項を

記載した富岡市防災マップを作成しており、今後も活用を図る。 

なお、活用にあたっては、市民がその意味を正しく理解し、災害発生時に的確な行動が取

れるよう十分に説明する。 

第８ 要配慮者への配慮 
（１）市は、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児等

の要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。）で土砂災害のおそれがあるときに利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要なものがある場合には、地域防災計画において、

これらの施設の名称及び所在地について定める。また、当該施設について、市は、地域

防災計画において、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災害に関する情報等の伝
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達方法を定める。 

（２）市は、浸水想定区域内に主として要配慮者用施設で、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がある場合には、地域防災計画において、これらの施設の名

称及び所在地について定める。また、当該施設について、市町村は、地域防災計画にお

いて、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

達方法を定める。 

〔関係資料〕資料編４－14 土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設



第１編 風水害等対策編 第２部 風水害等災害予防計画 第２章 迅速かつ円滑な災害応急体制への備え

27

第３節 災害未然防止活動体制の整備 

第１ 公共施設における活動体制の整備 
 市等の公共施設の管理者は、所管施設の緊急点検、応急的な復旧等の対策のための体制を

整備するとともに、必要な資機材の備蓄を行う。 

第２ 水防活動体制の整備 
 水防管理者（市長）は、平常時から水防活動の体制を整備するとともに、必要な資機材の

備蓄を行う。 

第３ ため池等の適切な操作体制の整備 
（１）農業用ため池等のせき、水門等の管理者は、これらの施設の適切な操作を行うマニュ

アルの作成、人材の養成を行う。 

（２）市は、決壊した場合に大きな被害をもたらすおそれのあるため池について、ハザード

マップの作成等により、市民等に適切な情報提供を図る。 

第４ 気象情報の効果的利活用体制の整備 
 市は、前橋地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報、気象情報を避難準備・高齢者

等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）の基準設定等に役立てられるよう、体制の整備

を図る。 
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第４節 気象・水象観測体制・情報連絡体制の整備 

第１ 気象・水象観測の充実 
 市は、前橋地方気象台、関東地方整備局及び県、その他防災関係機関と連携し、気象及び

水象の観測に努める。 

第２ 気象・水象情報の収集・伝達の迅速化 
 市及び気象観測または水象観測を行う防災関係機関は、雨量等の気象、河川水位等の水象

の状況を観測し、これらの情報を迅速かつ正確に収集・伝達するための体制及び施設の充実

を図る。 

第３ 情報伝達の多ルート化及び情報収集・連絡体制の明確化 
 市及びその他防災関係機関は、災害が各機関の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、

関係機関相互の連絡が迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達の多ルート化及び情報収集・連

絡体制の明確化に努める。 

第４ 情報収集・連絡に係る初動体制の整備 
（１）市及びその他防災関係機関は、夜間・休日を含め、常時、情報の収集・伝達機能が確

保できるよう、必要な要員の配置、宿日直体制等を整備する。 

（２）市は、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等

を瞬時に受信・伝達するシステムを維持・整備するよう努める。 

第５ 多様な情報の収集体制の整備 
（１）市及びその他防災関係機関は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよう、電話や

ＦＡＸによる情報収集手段のほかに、防災行政用無線、インターネット等による情報収集体

制を整備する。 

 また、市は、災害現場から迅速に情報を収集するための衛星携帯電話や移動系デジタル防

災行政用無線の整備を行う。 

（２）県及び市は住民と連携し、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。 

第６ 情報の分析整理 
市は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整

理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努める。 
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第５節 通信手段の確保 

第１ 通信施設の整備及び保守管理の徹底 
 市及び電気通信事業者等のその他防災関係機関は、大規模災害発生時における通信を確保

するため、通信施設の整備、拡充及び構造の強化等防災対策を推進し、施設の被災を考慮し

て通信施設・手段等の複数化、予備電源の確保、点検等の保守管理を徹底する。 

 また、通信施設が被災した場合に迅速に復旧できるよう、体制を強化する。 

第２ 災害時優先電話の指定 
 市及び防災関係機関は、災害時における関係機関相互の連絡が迅速かつ確実に行えるよう、

災害時に使用する電話、携帯電話について、あらかじめ東日本電信電話㈱群馬支店及び㈱Ｎ

ＴＴドコモ群馬支店等の電気通信事業者から「災害時優先電話」の指定を受けておく。 

第３ 代替通信手段の確保 
 市及び防災関係機関は、災害による一般電話回線の途絶または輻そうにより通信が困難と

なった場合に備え、代替通信手段の確保に努める。 

第４ 通信の多ルート化 
 市は、災害時の通信を確保するため通信の多ルート化を推進し、施設被害に対応できる体

制整備に努めるとともに、地域衛星通信ネットワークと防災行政用無線の連携を図る。 

第５ 無線局開設者との連携 
 市及び防災関係機関は、災害時に防災関係機関や富岡アマチュア無線クラブ加入者等が開

設している無線局を利用できるよう、平常時から連携を図っておく。 

第６ 通信訓練への参加 
 市及び防災関係機関は、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係機

関との連携による通信訓練（防災訓練の際に実施されるものを含む。）に積極的に参加する。 



第１編 風水害等対策編 第２部 風水害等災害予防計画 第２章 迅速かつ円滑な災害応急体制への備え

30

第６節 職員の応急活動体制の整備 

第１ 職員の非常参集体制の整備 
 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に災害応急対策を円滑に推進する

ためには、災害応急対策に従事する職員の参集基準、連絡手段及び参集方法をあらかじめ定

めておくとともに、応急活動の内容を職員に周知徹底させておくことが必要である。 

（１）市は、次により職員の非常参集体制の整備を図る。 

ア 参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保、参集職員の確保等を図る。 

イ 交通・通信の途絶、職員または職員の家族等の被災などにより職員の動員に支障

が生ずる場合を想定し、災害応急対策ができるよう、訓練等の実施に努める。 

ウ 必要に応じ参集のための職員初期初動マニュアルを作成し、職員に周知するとと

もに定期的に訓練を実施する。 

（２）その他の防災関係機関は、それぞれの防災上の責務を踏まえ、必要に応じ（１）に準

じた体制の整備を図る。 

第２ 職員に対する応急活動内容の周知徹底 
（１）市は、応急活動のための職員初期初動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに

定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、

機関等との連携等について徹底を図る。また、訓練の実施後には、事後評価を行い、課

題を明らかにし、必要に応じマニュアルを見直す。 

（２）その他の防災関係機関は、それぞれの防災上の責務を踏まえ、必要に応じ（１）に準

じた体制の整備を図る。 

第３ 市における職員の応急活動体制の整備 
 市は、次により職員の応急活動体制の整備を図る。 

（１）毎年、所属ごとに動員計画表及び動員連絡系統図を作成し、当該内容を職員に周知す

る。 

（２）富岡庁舎から概ね１㎞以内に居住する職員の中から「緊急登庁職員」を指名する。 

（３）非常招集訓練を実施する。 

（４）新規採用職員研修において、災害対策に関する研修を行う。 
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第７節 防災関係機関の連携体制の整備 

第１ 市における受援・応援体制の整備 
（１）市は、災害対策基本法第67条の規定に基づく応援要請に関し、あらかじめ県内及び県

外の市町村との間での相互応援協定の締結に努める。協定の締結にあたっては、被災時

に周辺市町村が後方支援を担える体制になるよう周辺市町村等との締結を考慮するとと

もに、大規模な風水害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する市町村等と

の協定締結についても考慮する。また、雪害の少ない本市にあっては、雪害対応に係る

経験が豊富な市町村等との協定締結についても考慮する。 

また、市は、県への応援要請が迅速に行えるようあらかじめ県との連絡調整窓口等を

受援計画等に定めておくなどの必要な準備を行う。 

（２）市は、避難勧告等を発令する際に、また、土砂災害については、それらの解除を行う

際にも、災害対策基本法６１条の２の規定に基づき、指定行政機関、指定地方行政機関

（前橋気象台、河川管理者等）又は県（河川課、砂防課、各土木事務所等）に必要な助

言を求めることができるよう、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、必要な準備を整えておく。 

（３）市は、受援計画を定めるとともに、受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部隊の

活動拠点の確保を図り、訓練を実施するなど、日頃から、災害時において協力を得られ

る体制の整備に努める。 

〔関係資料〕資料編２－６ 災害時の相互応援協定（１）岡谷市 

２－７ 災害時の相互応援協定（２）甘楽町 

２－８ 災害時の相互応援協定（３）下仁田町 

２－９ 災害時の相互応援協定（４）南牧村 

２－16 大規模災害時の相互応援に関する協定（富岡市ほか８市） 

２－27 大規模災害時における相互応援に関する協定書（深谷市） 

２－28 災害時の情報発信に関する応援協定書（江南市） 

２－31 大規模土砂災害時等に備えた相互協力に関する協定書 

２－35 災害時における相互応援に関する協定書（小山市） 

２－36 大規模災害時における相互応援に関する協定書（出雲崎町） 

第２ 消防機関における応援体制の整備 
（１）消防組織法第39条の規定に基づく応援要請に関し、あらかじめ県内及び県外の消防機

関との間での応援協定の締結に努める。 

（２）消防組織法第44条の規定に基づく広域応援要請に関し、緊急消防援助隊を充実強化す

るとともに、実践的な訓練を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 

〔関係資料〕資料編２－１ 富岡甘楽広域市町村圏消防相互応援協定書 

２－２ 群馬県消防相互応援協定書 

２－３ 消防相互応援協定書 安中市 
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２－４ 消防相互応援に関する協定書（高崎市吉井町、甘楽町） 

２－５ 関越自動車道、上信越道及び北関東自動車道における消防相互

応援協定書 

２－10 災害時の救急医療活動についての協定書 

第３ 一般事業者等との連携体制の整備 
 市及び関係機関は、災害時における食料、水、燃料、生活必需品等の調達または土木等の

役務の提供について、一般事業者等との間で優先的な供給に関する協定の締結を推進する。 

〔関係資料〕資料編２－17 群馬県水道災害相互応援協定 

２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 

２－19 災害時における救援物資提供に関する協定書 

２－20 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

２－23 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 

２－24 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

２－25 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 

２－26 災害時における物資供給に関する協定書 

２－29 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－32 災害時における遺体搬送の支援協力に関する協定書 

２－33 災害時における応急レンタル機材供給に関する協定書 

２－34 災害時における救援物資供給に関する協定書 

２－37 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－39 災害時の情報収集等に関する協定書 

２－40 災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書 

第４ 救援活動拠点の整備 
 市及び消防本部は、機関相互の応援が円滑に行われるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊

の展開及び宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の

確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努める。 

〔関係資料〕資料編４－５ へリポート予定地 
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第８節 防災中枢機能の確保 

第１ 防災中枢機能の整備 
（１）市及び関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災

害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点等の整備、推進に努める。 

（２）市は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、災害対

策本部の機能の充実・強化に努める。 

第２ 災害応急対策にあたる機関の責任 
 市、救急医療機関等、災害応急対策にあたる機関は、その保有する施設、設備について防

災中枢機能等の確保を図るため、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備、ＬＰ

ガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備及び燃料等の確保を図り、停電時等でも利用可能

になるよう努める。 

第３ 災害活動拠点等の整備 
（１）市は、地域における災害活動の拠点として、非常用食料・資機材の備蓄倉庫、避難場

所、避難所等の機能をもつ施設の整備に努める。 

（２）市は、道路及び都市公園等に市域を超える支援を行うための広域防災拠点や被災自治

体を支援するための防災拠点を整備するよう努める。 

第４ 業務継続性の確保 
（１）市は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時

に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事

後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等により、

業務継続性の確保を図る。 

   また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的

な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制

の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂などに努める。 

特に、市は災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担

うこととなることから、業務継続計画の策定等にあたっては、少なくとも首長不在時の

明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特

定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要

な行政データのバックアップ並びに応援職員の受入れを想定した非常時優先業務の整理

について定めておく。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

４－４ 災害備蓄品等備蓄状況 

４－５ ヘリポート予定地 

４－７ 輸送拠点 
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第９節 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

第１ 救急・救助活動体制の整備 
（１）救急・救助用資機材の整備 

ア 市及び消防本部は、救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、

チェーンソー等の救助用資機材の整備に努める。 

イ 自主防災組織は救助用資機材の整備に努めるものとし、市は、資金面での支援を

行う。 

（２）保有資機材の把握 

災害時には必要に応じて、保有している救急・救助用資機材を効果的に活用する必要

があることから、市は各機関における資機材の保有状況を把握しておく。 

第２ 医療活動体制の整備 
（１）救護所の設置・運営体制の整備 

市、富岡市甘楽郡医師会（以下、「医師会」という。）及び地域災害医療センター（公

立富岡総合病院）は、救護所の設置・運営体制、県や消防等の関係機関との連携体制を

具体化し、訓練等により点検、見直しを行う。 

（２）医薬品、医療資機材の備蓄等 

市、医師会、地域災害医療センター（公立富岡総合病院）は、負傷者が多人数にのぼ

る場合や輸送が途絶し、又は困難な場合を想定し、応急救護用医薬品及び医療資機材等

の備蓄や災害時の調達体制の整備に努める。また、災害拠点病院は、ヘリポートの整備

や食料、飲料水、医薬品、非常電源用燃料の備蓄等の充実に努める。 

（３）消防と医療機関等との連携 

ア 救急搬送を受け持つ消防本部と医療機関は、広域災害救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）及び群馬県統合型医療情報システムの情報を共有することにより、迅速に

患者を適切な医療機関に搬送できるよう、連携体制の整備を図る。 

イ 災害時において救急患者を医療機関に搬送する場合、被災地に近い医療機関への

迅速な搬送が望ましいが、被災地に近い医療機関が被災した場合は遠隔地の医療機

関へ迅速に患者を搬送するシステムが必要となる。 

  このため、医療機関及び消防本部は、ヘリコプターによる患者の搬送体制及び広

域的な消防機関相互の連携体制の整備を図る。 

ウ 市は、地域の実情に応じて、広域後方医療施設への傷病者の搬送に当たり航空搬

送拠点として使用することが適当な自衛隊の基地・大規模な空き地等をあらかじめ

抽出しておくなど広域的な救急医療体制の整備に努める。 

なお、航空搬送拠点には、広域後方医療関係機関（厚生労働省、文部科学省、日

本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構）と

協力しつつ、広域後方医療施設への傷病者の搬送に必要なトリアージ（緊急度判定

に基づく治療順位の決定）や救急措置等を行うための場所・設備をあらかじめ整備
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しておくよう努める。 

（４）災害医療の研究 

市、医師会、医療機関等の災害医療に関係する者は、連携してトリアージ（緊急度判

定に基づく治療順位の決定）技術、災害時に多発する傷病の治療技術等について研究、

研修に努める。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 

         ４－12 医療機関（病院、診療所、歯科、薬局） 

第３ 消火活動体制の整備 
（１）消防水利の多様化 

市は、災害による火災に備え、消火栓にのみに偏ることなく、防火水槽、耐震性貯水

槽の整備、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水利としての

活用等により、消防水利の多様化を図るとともに、その適正な配置に努める。 

（２）関係機関等との連携強化 

市は、平常時から消防機関及び自主防災組織等の連携強化を図り、区域内の被害想定   

の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

（３）消防用機械・資機材の整備 

市は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。 
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第10節 緊急輸送活動体制の整備 

 大規模災害時には、救急搬送、消火活動、救援物資輸送等を円滑に実施するため、輸送施

設（道路、ヘリポート等）及び輸送拠点（物資の集積、配分スペース）が重要な施設となる。 

 このため、これらの施設が円滑に使用できるような体制を整備しておく必要がある。 

第１ 輸送拠点の確保 
 市は、災害時の物資集配拠点を指定し、集配体制を整備する。 

〔関係資料〕資料編４－７ 輸送拠点 

第２ ヘリポートの確保 
 災害時には陸路の寸断が予想され、この場合はヘリコプターによる患者の搬送、救援物資

の輸送等が効果的である。 

 このため、市及び消防本部は、臨時ヘリポートとして利用可能な施設を把握するとともに、

災害時におけるこれらの施設の使用について、あらかじめ当該施設の管理者の同意を得ておく。 

 また、臨時へリポートが災害時に有効に利用できるよう、これらの所在地を関係機関及び

住民等に周知する。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 

第３ 緊急輸送道路ネットワークの形成 
 県指定の緊急輸送道路のほか、市は、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ

区間も緊急輸送路に準ずる道路として位置づけ、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備を

推進する。 

〔関係資料〕資料編４－６ 緊急輸送道路 

第４ 道路の応急復旧体制等の整備 
 市（道路管理者）は市道等について次の対策を行う。 

（１）管理する道路について、事前に交通障害の防止または軽減の措置に努め、災害発生後

速やかに道路の啓開が行えるよう、動員体制及び資機材等を整備しておく。 

（２）（１）については、緊急輸送道路を優先して実施する。 

（３）富岡建設組合等との協定の締結に基づき、災害発生後の道路の障害物除去による道路

啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保を図る。 

〔関係資料〕資料編２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

         ４－６ 緊急輸送道路 

第５ 燃料の確保 
 緊急輸送を行う関係機関は、災害時に備えた燃料の調達体制の整備に努める。 
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第11節 避難の受入体制の整備 

 災害時には、建物の損壊、焼損等による二次災害や避難住民の大量発生等が予想される。

このため、市その他関係機関は、住民を適切に誘導し避難させるとともに、避難住民に対し、

避難場所、応急仮設住宅を迅速に提供できる体制を整備しておく必要がある。 

第１ 避難誘導計画 
（１）市は、避難場所、避難所及び避難路について、住民への周知徹底に努める。 

（２）市は、消防本部、警察等と協議して、避難誘導計画を定め、これらの機関と協力して

避難誘導訓練を行う。 

（３）大規模店舗、遊技場、駅その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、避難誘

導に係る計画を作成し、避難誘導訓練を行うよう努める。 

（４）市は、外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の整備

に努める。 

第２ 避難場所及び避難所 
 市は、次の対策を行う。 

（１）指定緊急避難場所の指定 

ア 市は、災害種別に応じて、災害及びその二次災害のおそれのない場所にある施設又は 

構造上安全な施設を指定緊急避難場所として指定する。指定した緊急避難場所について

は、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定め

る等管理体制を整備しておく。 

イ 指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発

生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきである

ことについて、日頃から市民等への周知徹底に努める。特に、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市民等への周知徹底に努める。 

（２）指定緊急避難場所の指定基準 

指定緊急避難場所については、市は、被災が想定されない安全区域内に立地する施設

等又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水

位以上の高さに避難者の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、

災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定

する。 

（３）指定避難所の指定 

ア 市は、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災 

害に対する安全性等に考慮し、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、避難所運営マニュアルの作成、訓練等を通

じて、市民への周知徹底を図る。この際、市民等への普及にあたっては、住民等が主
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体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める。 

イ 指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から市民等への周

知徹底に努める。 

（４）指定避難所の指定基準 

指定避難所については、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、主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、相談等の支援を受

けることができる体制が整備されているもの等を指定する。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。 

（５）学校を指定避難所として指定する場合の配慮 

市は、学校を指定避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに

配慮する。また、指定避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、指定

避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等

の関係者と調整を図る。 

また、教職員が避難所運営の協力業務を行った場合に円滑に引き継ぐため、市は教育

委員会及び学校と連携・協力体制を図る。なお、教育委員会及び学校は、学校が避難所

になった場合を想定して学校避難所運営方策の検証・整備を行う。 

（６）指定避難所における生活環境の確保 

ア 市は、指定避難所となる施設については、あらかじめ、必要な機能を整理し、必

要に応じ、避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の施設の整備に努め

る。 

イ 市は、指定避難所における貯水槽、仮設トイレ、マット、簡易ベット、非常用電

源、衛星携帯電話などの通信機器等避難生活に必要な施設・設備の整備を図る。ま

た、テレビ、ラジオ等、被災者が災害情報を入手する手段としての機器の整備を図る

とともに、空調、洋式トイレなど要配慮者に配慮した避難の実施に必要な施設・設

備の整備に努める。 

  加えて、指定避難所に指定した施設における備蓄のためのスペース整備等を進め

る。 

ウ 市は、指定管理施設が指定避難所となっている場合は、指定避難所となっている

場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう

努める。 

エ 市及び各避難所に運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、

専門家等との定期的な情報交換に努める。

（７）物資の備蓄 

市域のバランスに考慮し、食料、水、非常用電源、常備薬、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。 
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（８）案内標識の設置 

ア 避難が迅速かつ安全に行われるよう、指定避難場所の案内標識の設置に努める。 

イ 案内標識の作成にあたっては、観光客等地元の地理に不案内な者や外国人でも理

解できるように配慮する。 

（９）運営管理に必要な知識の普及 

市は、指定避難所の運営管理のために必要な知識の市民への普及に努める。 

（10）福祉避難所 

市は、一般の指定避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため、介護

保険施設、障害者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努める。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第３ 応急仮設住宅等 
 市は、次の対策を進める。 

（１）資機材の調達・供給体制の整備 

市は、企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に要する資機材に関し、供給可

能量を把握するなど、あらかじめ調達・供給体制を整備しておく。 

（２）用地供給体制の整備 

災害に対する安全性を考慮しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把

握するなど、あらかじめ供給体制を整備しておく。 

（３）学校の教育活動への配慮 

市及び県は、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育

活動に十分配慮する。 

（４）住居のあっせん 

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

あっせんできるよう、あらかじめ体制を整備する。また、民間賃貸住宅借り上げの円滑

化に向け、その際の取扱い等について、あらかじめ定めておくよう努める。

〔関係資料〕資料編４－８ 応急仮設住宅設置予定地 
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第12節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給体制の整備 

第１ 備蓄計画 
（１）市は、災害時に必要とされる食料、飲料水、生活必需品及び関連資機材の備蓄を推進

する。 

（２）備蓄にあたっては、物資の性格に応じ、集中備蓄及び避難場所の位置を勘案した分散

備蓄を組み合わせて行い、備蓄拠点を設置するなどの整備に努める。 

（３）備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、円滑な緊急輸送が行われるよう

配慮する。 

（４）各家庭においては、最低３日分の非常用の飲料水、食料等を備蓄するよう、市民に対

し啓発を行い備蓄に努める。 

〔関係資料〕資料編４－４ 災害備蓄品等備蓄状況 

４－７ 輸送拠点 

４－９ 補給水利の所在地及び水量 

第２ 調達計画 
 市は、食料、飲料水、生活必需品、燃料及び関連資機材の調達について、事業者間との協

定の締結に努め、あらかじめ調達体制を構築しておく。 

〔関係資料〕資料編２－19 災害時における救援物資提供に関する協定書 

２－23 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 

２－24 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

２－25 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 

２－26 災害時における物資供給に関する協定書 

２－29 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－34 災害時における救援物資供給に関する協定書 

２－37 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－40 災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書 

第３ 市における備蓄・調達・供給の体制 
（１） 備蓄品目は、乳幼児、高齢者、病弱者等の要配慮者の特性にも配慮して決める。特に、

食料については、通常の食事を摂取できない要配慮者への配慮に努める（アレルギー対

応の食料、粉ミルクやお粥等）。 

（２）備蓄品目は、男女のニーズの違いにも配慮して決める。 

（３）救助用資機材等についても備蓄を進める。 

（４）民間の流通在庫備蓄等を活用するものとし、業者との協定の締結に努める。 

（５）燃料確保の観点から、市は、富岡甘楽石油協同組合との重要施設※１の情報※２共有に係
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る協定の締結による緊急調達体制を整備し、燃料の供給に必要な情報共有を事前に図る。 

※１ 庁舎、公立病院、警察・消防施設など 

※２ 燃料を配送すべき重要施設の連絡先や構内図、タンクの給油口や容量等の基礎情報 
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第13節 広報・広聴体制の整備 

第１ 広報体制の整備 
（１）市、ライフライン事業者（市水道局）等は、災害関連情報の広報が迅速かつ的確に行

えるよう、次のとおり広報体制の整備を図る。 

ア 広報事務の担当部署をあらかじめ定めておく。 

イ 広報する事項をあらかじめ想定しておく。 

   （例） 

気象・水象状況          

被害状況             

二次災害の危険性         

応急対策の実施状況        

住民、関係団体等に対する協力要請 

避難準備・高齢者等避難開始、避難

勧告、避難指示（緊急）の内容

避難場所、避難所の名称・所在地・

対象地区 

避難時の注意事項 

受診可能な医療機関・救護所の所在地 

交通規制の状況 

交通機関の運行状況 

ライフライン・交通機関の復旧見通し 

食料・飲料水、生活必需品の配給日時・場所

各種相談窓口 

住民の安否 

ウ 広報媒体をあらかじめ想定しておく。 

   （例） 

テレビ、ラジオ、同報系無線（戸別受信機）、広報車、航空機、インターネット、

新聞、チラシ、掲示版、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ファックス、

緊急情報メール、Ｌアラート（災害情報共有システム）等 

エ 広報媒体の整備を図る。 

   （例） 

広報車、同報系無線（戸別受信機）、携帯電話、緊急情報メール、Ｌアラート（災

害情報共有システム） 

オ 災害時における報道要請及びその受け入れについて、協力体制を構築する。 

（２）報道機関及び放送機関は、災害情報を常に住民に伝達できるよう、その体制及び施設・

設備の整備を図る。 

第２ 広聴体制の整備 
 市、ライフライン事業者（市水道局）その他防災関係機関は、住民等からの問い合わせ等

に的確に対応できるよう、広聴体制の整備を図る。 
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第14節 二次災害の予防 

第１ 建築物・宅地の応急危険度判定体制等の確保 
 市は、災害時の危険度判定作業が円滑に行えるよう調査票、ステッカー等を計画的に備蓄

する。 

 また、市内の応急危険度判定士の養成を推進する。 

第２ 危険物等による被害の防止 
 消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすおそれのある物

質若しくは毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、または取扱う施設

等の管理者（以下、「危険物等の管理者」という。）は、災害等によって、これらの危険物

等による二次災害が発生しないよう、災害予防計画を策定するとともに防災訓練を行う。 
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第15節 複合災害対策 

第１ 複合災害への備え 

市及びその他の防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、そ

れらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の

発生可能性を認識し、備えを充実する。 

第２ 複合災害時の災害予防体制の整備 

市及びその他の防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の

発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望まし

い配分ができない可能性があることに留意する。また、外部からの支援を早期に要請するこ

とも考慮する。 

第３ 複合災害を想定した訓練の実施 

市及びその他の防災関係機関は、様々な複合災害を想定した図上訓練等を行い、結果を踏

まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い

複合災害を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。
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第16節 防災訓練の実施 

市は、自衛隊等国及び県の機関と協力し、また、学校、自主防災組織、非常通信協議会、

民間企業、ボランティア団体、要配慮者を含めた地域住民等の地域に関係する多様な主 

体と連携した訓練を実施する。 

第１ 総合防災訓練 
 市は、地域における第１次的な防災機関として災害応急対策の円滑な実施を確保するため、

他の防災関係機関、民間企業及び住民の協力を得て、総合的な訓練の実施に努める。 

第２ 個別防災訓練 
（１）関係機関は、それぞれの防災上の責務に応じ、次に例示する訓練を適宜実施する。 

ア 非常招集訓練    イ 消防訓練    ウ 水防訓練 

エ 避難訓練      オ 非常通信訓練  カ 応急復旧訓練 

（２） 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、

洪水時等の避難確保に関する計画に基づき、避難誘導等の訓練を行う。 

第３ 広域的な訓練 
 市及び関係機関は、災害応急対策の相互応援が円滑に行えるよう、県等が主催する広域的

な防災訓練に積極的に参加する。 

第４ 図上訓練 
 市及び関係機関は、関係職員の状況判断能力等の災害対応能力の向上を図るため図上訓練

の実施に努める。 

第５ 実践的な訓練の実施と事後評価 
（１）訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、被害の想定を明らか

にするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境等について具体

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ものとな

るよう工夫する。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意する。また、災害対応

業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努める。 

（２）市及び関係機関は、防災訓練の実施後には事後評価を行い、課題等を明らかにし、必

要に応じ体制等の改善を行う。 
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第３章 市民等の防災活動の促進 

 災害から市民の生命、身体及び財産を守ることは、市に課せられた使命といえるが、同時

に自らの安全は自らが守ることも防災の基本である。市民は、その自覚を持ち、食料・飲料

水の備蓄など、平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの安全を

守るように行動することが重要である。 

また災害発生時には行政が本格的に対応を行うまでの間にある程度の時間が必要であるこ

と、通信、交通等の混乱により、被災地における活動が一時的に中断することも予想される。 

 このため、市民には、発生時に近隣の負傷者・避難行動要支援者（要配慮者のうち、災害

が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者。以下同じ。）を救出・救

助する、市や関係機関が行う防災活動に協力するなど防災に寄与することが求められる。 

 したがって、市及び関係機関は、市民に対する防災思想の普及、徹底に努める必要がある。 

第１節 災害被害を軽減する市民運動の展開 

 市民を災害から守るためには、公助、自助、共助の取組が必要であり、個人や家庭、地域、

企業、団体等が日常的に減災のための行動と投資を息長く行う市民運動を展開する必要があ

る。 

第１ 防災（減災）活動へのより広い層の参加 
 市は、次の対策を行う。 

（１）地域に根ざした団体における身近な防災への取組 

   ・地域の祭りやスポーツイベント等に防災コーナーの設置など 

（２）予防的な取組を加味した防災訓練の工夫 

   ・富岡市防災マップの確認や家具の固定など 

（３）地域における耐震補強の面的な広がりの推進 

（４）防災教育の充実 

   ・学校教育の充実 

   ・公民館の防災講座の開催など 

（５）トップから一人ひとりまでの参加者への動機づけ 

第２ 正しい知識を魅力的な形でわかりやすく提供 
 市は、次の対策を行う。 

（１）多様な媒体の活用による防災教育メニューの充実 

（２）災害をイメージする能力を高めるための質の高い防災教育コンテンツの充実 

・実写やシミュレーション映像の活用 

・過去の災害体験談の収集、活用 
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・郷土の災害史の継承（石碑やモニュメントの活用等） 

・防災教育素材のユニバーサルデザイン化や多言語化など 

（３）災害のリスクや対策等に関する情報の作成、公開、周知の徹底 

第３ 企業や家庭等における安全への投資の促進 
 市は、次の対策を行う。 

（１）企業や家庭等における安全への投資の促進 

（２）ビジネス街、商店街における防災意識の醸成 

（３）事業継続計画への取組の促進 

第４ より幅広い連携の促進 
 市は、次の対策を行う。 

（１）企業と地域社会の連携 

（２）国、学校、企業等の様々な主体が連携した地域における防災教育の推進 

（３）災害に関する情報のワンストップサービス 

（４）防災ボランティアの地域社会との積極的連携 

第５ 市民一人ひとり、各界各層における具体的行動の継続的実践 
 市は、次の対策を行う。 

（１）市民運動の継続的な推進、枠組みの形成 

（２）地域における防災活動の継続的な推進の枠組み作りの促進 

（３）防災活動の優良な実践例の表彰 

（４）人材育成のための活動強化 

（５）防災活動に対する動機付けの検討 
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第２節 防災思想の普及 

第１ 防災知識の普及 
 市及び消防本部は、防災週間や防災関連行事等を通じ、市民に対し、以下の事項の周知、

徹底を図る。 

（１）風水害及び雪害の危険性 

（２）家庭防災会議の開催 

災害への対応について、日頃から家族で話し合いをしておく。 

ア 災害が起きたときまたは災害の発生が切迫したときの各自の役割 

（誰が何を持ち出すか、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者の避難は誰

が責任を持つか。） 

イ 家族間の連絡方法 

ウ 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路の確認 

（避難時の周囲の状況等により、あらかじめ決めておいた避難場所まで移動する

ことが危険だと判断されるような場合は、近隣のより安全な場所や建物へ移動

したり、それさえ危険な場合は屋内に留まることも考える。） 

エ 安全な避難経路の確認 

オ 非常持出し品のチェック 

カ 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者の避難方法 

キ 気象情報、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等の避難

情報の入手方法 

ク 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 

ケ 愛玩動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

コ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（３）非常持出し品の準備 

ア 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水の家庭内備蓄（乾パン、缶詰、飲

料水等の保存食料・飲料） 

イ 貴重品（現金、権利証書、預貯金通帳、免許証、印鑑、健康保険証等） 

ウ 応急医薬品等（消毒薬、目薬、胃腸薬、救急絆創膏、常用薬、三角巾、携帯トイ

レ、簡易トイレ、トイレットペーパー等） 

エ 携帯ラジオ 

オ 照明器具（懐中電灯（電池は多めに）、ろうそく（マッチ、ライター）） 

カ 衣類（下着、上着、タオル等） 

（４）屋内、屋外及び自動車運転中にとるべき措置 

ア 崖や川べりに近づかない。 

イ 避難方法 

（ア）徒歩で避難する。 

（イ）携行品は必要な物のみにして、背負うようにする。 
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（ウ）山ぎわや急傾斜地域では、山崩れ、がけ崩れが起こり易いので、すばやく判

断し、避難する。 

ウ 応急救護 

対応可能なケガは、互いに協力し合って応急救護を行う。 

エ 避難協力 

自力での避難が困難な人がいたら、地域の人々が協力し合って避難に協力する。 

（５）正しい情報の入手 

ア ラジオやテレビの情報に注意して、デマに惑わされない。 

イ 市役所、消防署、警察署等からの情報には絶えず注意する。 

（６）電話に関する留意事項 

ア 不要不急な電話はかけない。特に消防署等に対する災害情報の問合せ等は、消防

活動に支障を来すので控える。 

イ 輻そう等により電話がつながりづらくなったときは、ＮＴＴが提供する「災害用

伝言ダイヤル（１７１）」を利用する。 

第２ 学校教育による防災知識の普及 
 市は、学校教育を通じて災害に対する知識の普及を図るとともに、避難訓練を実施するな

ど、児童、生徒の防災意識の高揚を図る。 

第３ 防災知識の普及啓発資料の作成・配布等 
 市は、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、地域住民の適切な避難や防

災活動に資する富岡市防災マップ、災害時の行動マニュアル等を分かり易く作成し、住民等

に配布するとともに研修を実施する等防災知識の普及啓発に努める。 

第４ 防災訓練の実施指導 
 市及び消防本部は、地域、職場、学校等において定期的な防災訓練を行うよう指導し、住

民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。 

第５ 要配慮者等への配慮 
 防災知識の普及及び訓練の実施にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人

等要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、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。 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第６ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 
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した防災を進めるため、防災の

現場及び防災の方針等検討過程における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入

れた防災体制を確立するよう努める。 

第７ 疑似体験装置等の活用 
 防災知識の普及にあたっては、疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するよう努める。 
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第３節 市民等の防災活動の環境整備 

第１ 消防団、水防団、自主防災組織、自主防犯組織の育成強化 
（１）消防団の育成強化 

市は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の施設・装備の

充実、青年層の団員への参加促進等消防団の活性化を推進し、その育成を図る。 

（２）水防団の育成強化 

市は、水防団の研修・訓練や災害時における水防活動の拠点となる施設の整備を図り、

水防資機材の充実を図る。また、青年層・女性層の団員への参加促進等水防団の活性化

を推進する。 

（３）自主防災組織の育成強化 

市は、次のように自主防災体制の育成強化を図る。 

ア 育成強化の重点地域の設定や年次計画を定めて計画的に取り組む。 

イ 自主防災組織の充実、自主防災リーダーの育成、防災活動に必要な資機材の整備

等の助成等に努める。 

ウ 青年層・女性層の自主防災リーダーとしての育成の促進に努める。 

エ 県が開講する「県民防災塾」等へ、各自主防災組織のリーダーの参加を促進する。 

（４）自主防犯組織の育成強化 

市は、地域住民による地域安全活動の中核となる自主防犯組織に対して、訓練の実施、

資機材の整備等に関し、助成その他の支援を行う。 

〔関係資料〕資料編４－10 消防団等責任分担区域 

第２ 災害時救援ボランティア活動の環境整備 
 市は、災害時における救援ボランティアの果たす役割の重要性を認識し、災害時に備えた

ボランティアネットワークの形成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進するとと

もに、専門分野における行政とボランティアの連携体制を確立する。 

（１）災害時救援ボランティア活動の啓発 

市及び社会福祉協議会は、広報紙、パンフレット等を活用し、災害時における救援ボ

ランティア活動の啓発に努める。 

また、県等が主催する災害時救援ボランティア連絡会議と連携して、ボランティアの

自主性を尊重しつつ、災害時におけるボランティア活動が効果的に展開されるよう、ボ

ランティアコーディネーターの養成やボランティアの受け入れ、調整等の体制づくりを

推進する。 

（２）各領域における専門ボランティアとの連携 

市は、通信や外国語等の専門分野において平常時の登録や研修制度についても検討し

つつ、専門ボランティア等との災害時の連携体制を確立する。 
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第３ 事業所（企業）防災の促進 
 事業者は、生命の安全確保、二次災害の防止、地域貢献・地域との共生、事業継続の重要

性を十分に認識し、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（ＢＣ

Ｐ）を策定するよう努める。また、防災体制の整備、防災訓練の実施、予想被害からの復旧

計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフラインの供給不足への対応、

取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなど事業継続

マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努める。 

 また、「消防団協力事業所表示制度」を活用し、事業所のイメージアップや消防団との協

力、連携の強化を進める等、次の対策を行う。 

（１）災害時の顧客や従業員の安全確保、二次災害等の防止を図るため、自衛消防隊等を活

用した自主的な事業所等自衛防災組織を作り、次の活動を行う。 

ア 従業員の防災教育 

イ 情報収集伝達体制の確立 

ウ 火災その他災害予防対策 

エ 避難体制の確立 

オ 防災訓練の実施 

カ 応急救護体制の確立 

キ 飲料水、食料、生活必需品等災害時に必要な物資の確保（備蓄） 

ク 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対策 

（２）地域コミュニティの一員として、平常時から地域住民、自主防災組織等と連携して災

害に対応する仕組みの構築に努める。 

特に、平常時における事業活動で培った組織力や専門的な資機材、スキルは、多様な

応急対策活動が可能であるほか、その事業所の業務に見合った応援（帰宅困難者への一

時避難施設の提供、食料や飲料水及び生活必需品の提供など）も行える特徴があり、地

域防災力向上の鍵といえるものである。 

（３）事業所の自主的判断による地域貢献だけでなく、市や関係機関が行う災害対策の一部

を事業所が、その得意な業務において協力することについて、あらかじめ協定を締結す

るなど、平常時から市や関係機関との連携に努める。 

（４）災害時の事業活動の維持または早期の機能回復は、都市機能回復に重要な役割を果た

す一方、事業所は災害による被害を最小化し、自ら存続を図って行かなければならない。 

   そのため、バックアップシステムの整備、要員の確保、安否確認の迅速化などにより

災害時に事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開できるよう

な経営戦略の策定に努める。 

（５）以上をふまえ、市は、事業所等に対し、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけ及

び事業所防災に資する情報の提供等を進める。 

   また、事業所のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優

良企業表彰、事業所の防災に係わる取組の積極的評価等により事業所の防災力向上の促

進を図る。 
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（６）市は、企業をコミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加を

呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

（７） 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

を作成する。また、当該計画に基づく自衛水防組織の設置に努め、作成した計画及び自

営水防組織の構成員等について市長に報告する。また、当該計画に基づき、避難誘導等

の訓練を行う。 

（８）要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害

からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成する。 

（９）県（監査指導課）及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の

実施状況等について、定期的に確認するよう努める。 

第４ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進 
市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防

災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体

制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。 
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第４章 要配慮者対策 

近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機能

の低下に伴い、災害発生時には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人などの

要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。 

 このため、市、関係機関及び要配慮者利用施設の管理者は、平素より連携して要配慮者の

安全を確保するための対策を行う。 

＜用語の定義＞ 

本計画で使用している「要配慮者」及び「避難行動要支援者」の定義は次のとおりとす

る。 

「要配慮者」 

高齢者、障害者、乳幼児その他の災害時特に配慮を要する者 

「避難行動要支援者」 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難す

ることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を

要する者 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第１節 要配慮者対策 

第１ 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 
（１）市は、内閣府（防災担当）作成「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

を参考にして、地域防災計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確

認等を行うための措置について定める。 

（２） 市は、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する。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。 

本市における避難行動要支援者とは、次のいずれかに該当する者のうち、直接的な援

護が必要であり、在宅かつ家族による避難支援が困難な者を主な対象とする。 

① 介護保険における要介護者で要介護認定３以上の者 

② 身体障害者手帳１・２級を所持する者 

③ 療育手帳区分表記Ａを所持する知的障害者 

④ 精神障害者精神保健福祉手帳1級を所持する者 

⑤ 難病患者 

⑥ 一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の者 
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⑦ その他市長が認める者 

市は、次に掲げる通常業務等を通じて避難行動要支援者情報の把握に努める。 

① 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 

② 障害者の情報に関しては、各種障害者手帳台帳における情報、障害程度区分情報等

により把握する。 

③ 一人暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、ひとり暮らし高齢者基礎

調査を活用することなどにより把握する。 

④ 民生委員・児童委員等から情報収集により把握する。 

⑤ 福祉団体、国際交流団体など関係団体からの情報収集により把握する。 

第２ 避難行動要支援者名簿の提供及び緊急連絡体制の整備 
（１）市は、避難支援等に携わる関係者として消防機関、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、市条例の定めにより、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。 

（２）市は、在宅の避難行動要支援者が災害発生のおそれがある時や災害発生時に迅速・的

確な行動がとれるよう、地域の避難行動要支援者の実態に合わせ、家族や地域の協力の

もとに避難行動要支援者ごとに担当者を配置するなど、きめ細やかな緊急連絡体制の確

立を図る。 

   また、市及び福祉関係者等は、避難行動要支援者の特性に応じて、防災行政無線、防

災ラジオ、緊急情報メール、インターネット等の情報伝達機器整備・導入について推進

に努める。 

第３ 避難体制の強化 
 市は、在宅の避難行動要支援者の避難に関して、「富岡市避難支援プラン全体計画」に基

づき、避難行動要支援者が必要な生活支援や相談等が受けられるよう特別な配慮を行う福祉

避難所の指定・整備を行うなど地域の実情に応じた避難行動要支援者の避難支援体制の整備

に取り組む。 

（１）避難勧告等の伝達体制の整備 

市長が発令する避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）が避難

行動要支援者ごとの特性に応じ、迅速・正確に伝達できる手段・方法を整備する。 

（２）避難誘導体制の整備 

避難行動要支援者が避難するにあたっては、介助が必要であることから、避難誘導員

をはじめ、自主防災組織や地域住民等の協力、地域ぐるみの避難誘導の方法を平常時か

ら確立する。 

また、災害時には避難支援等関係者自身とその家族の安全を確保した上で、災害情報
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の伝達や的確な避難誘導を行う。 

（３）緊急避難場所から避難所への移送 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ

移送するため、運送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。 

（４）避難行動要支援者が参加する防災訓練の実施 

災害時に避難行動要支援者の避難誘導が適切に実施されるよう避難行動要支援者が参

加する防災訓練を実施するよう努める。 

（５）福祉避難所の指定・整備 

福祉避難所をあらかじめ指定し、整備するように努める。 

福祉避難所の指定にあたっては、民間の社会福祉施設等との協定締結なども検討し、

指定数の確保及び福祉避難所の運営支援体制の確立に努める。また、整備にあたっては、

可能な限り、要配慮者ごとの特性に応じた対応をとれるよう資機材や人的支援体制等の

整備に努める。 

（６）福祉避難所の設置・運営訓練 

災害時に福祉避難所の設置・運営に係る取組事項が円滑に実施されるよう、福祉避難

所指定施設の管理者等の協力を得て、福祉避難所の設置・運営訓練を実施するよう努め

る。 

第４ 環境整備 
 道路管理者及び駅その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、高齢者、障害者、

外国人、乳幼児、妊産婦等が安全に避難できるよう歩道の拡幅、段差の解消、点字案内板及

びわかりやすい避難場所案内板の設置を行うなど、環境整備に努める。 

第５ 人材の確保 
市は、要配慮者の支援にあたり、福祉避難場所などにおける介助者等の確保を図るため、

平常時からヘルパー、手話通訳者、外国語通訳者等の広域的なネットワーク化に努める。 

第６ 要配慮者利用施設管理者との連携 
（１）要配慮者利用施設の安全性の確保 

要配慮者利用施設の管理者は、施設の建物や防災設備について定期的に点検を行い、

風水害及び雪害に対する安全性を確保する。 

（２）要配慮者利用施設の防災体制整備 

要配慮者利用施設の管理者は、次により、施設の防災体制を整備する。 

ア 施設の立地環境による災害危険性（洪水、土石流、急傾斜地崩壊、地すべり、雪

崩等）の把握及び職員への周知 

イ 防災気象情報の的確な入手手段の整備 

ウ 職員の動員基準及び動員伝達体制の整備 

エ 施設周辺のパトロール体制の整備 
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オ 避難場所、避難所及び避難経路の確認 

カ 避難、救出及び安否確認の体制の整備 

キ 市、消防機関、警察機関等防災関係機関との連絡体制の整備 

ク 避難誘導、救出等についての地域住民や自主防災組織との協力体制の整備 

ケ 防災訓練等防災教育の充実 

コ 食料品、避難生活用の医療・介護用品等の備蓄 

サ 燃料の調達体制の確保 

（３）市の支援 

ア 市は、要配慮者利用施設の立地環境による災害危険性（洪水、土石流、急傾斜、

地すべり、雪崩等）を把握し、当該情報を要配慮者利用施設に提供する。 

イ 市は、要配慮者利用施設との緊急連絡体制を整備する。 

ウ 市は、要配慮者利用施設に避難勧告等の避難情報を速やかに伝達する体制を整備

する。 

〔関係資料〕資料編４－14 土砂災害警戒区・洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設

第７ 消防及び警察の支援 
 消防本部及び警察署は、避難行動要支援者の避難体制の整備について、市と協力して次の

支援を行う。 

（１）緊急時における消防・警察と避難行動要支援者との連絡体制の整備 

（２）避難誘導、救出等に対する支援体制の整備（地域住民や自主防災組織の協力を含む。） 

（３）避難行動要支援者への防災教育・啓発への協力 

第８ 地域住民及び自主防災組織の支援 
 地域住民及び自主防災組織は、避難行動要支援者の避難誘導、救出等の体制の整備に協力す

る。 

第９ 防災教育及び啓発 
 市は、要配慮者及びその家族に対し、防災パンフレット等の配布や地域の防災訓練等への

積極的な参加の呼びかけを行うなど、災害発生時にとるべき行動等、防災に対する理解を深

めるよう啓発に努める。
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第５章 その他の災害予防対策 

第１節 孤立化集落対策 

 山間集落では、地震や大雨等により道路が被災し、さらに通信が途絶し、孤立化するおそ

れがあるため、事前に集落の状況を把握し、道路危険箇所の対策、無線通信手段の確保、孤

立時の備え、救援対策等を検討しておく必要がある。 

第１ 孤立化のおそれのある集落の把握 
 市は、道路や通信手段が途絶し、孤立化が予測される集落について、事前に把握するとと

もに、県、消防、警察等の関係機関との当該情報の共有化が常に図られるよう努める。 

 なお、孤立化のおそれのある集落は、次の事項を参考に想定する。 

（１）集落につながる道路等においてう回路がない。 

（２）集落につながる道路において落石及び土砂崩れの発生が予測される道路危険箇所が多

数存在し、交通途絶の可能性が高い。 

（３）集落につながる道路においてトンネルや橋梁の耐震化がなされておらず、交通途絶の

可能性が高い。 

（４）土砂災害危険箇所及び山地災害危険地区が道路に隣接し、通行途絶要因となる可能性

が高い。 

（５）架空線の断絶等によって、有線通信が途絶する可能性が高い。 

（６）一般加入電話以外の多様な通信手段が確保されていない。 

第２ 孤立化対策 
 市は孤立化のおそれのある集落について、次の対策を進める。 

（１）集落の代表者（町内会長、自主防災会長、消防団員等）を災害時の連絡担当者として

あらかじめ決めておくなどして、災害時の情報連絡体制を整備する。 

   また、自主防災組織を育成、強化し、集落内の防災力の向上に努める。 

（２）集落内に学校、駐在所、通信会社、電力会社等の関係機関がある場合には、それらの

持つ通信手段を確認し、災害時の活用方法を調整しておく。 

（３）アマチュア無線を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、日頃から富岡アマ

チュア無線クラブ等関係者との連携に努める。 

（４）停電時でも、防災行政用無線の使用が可能となるよう、非常用電源設備の整備を行う。 

（５）一般加入電話を災害時優先電話に指定するとともに、衛星携帯電話の配置を推進する。 

（６）救助や物資投下等のための緊急ヘリポート用地を確保しておく。 

（７）水、食料等の生活物質、負傷者発生に備えた医薬品、救出用具、簡易トイレ等の備蓄

を確保する。この際、自主防災組織及び個々の世帯レベルでの備蓄も積極的に推進する。 

   また、備蓄量に応じた倉庫の確保・拡充を進める。 

（８）孤立化するおそれのある集落に通じる道路（市道等）の橋梁の耐震化対策等に計画的
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に取り組む。 

（９）県や国が実施する土砂災害危険箇所、山地災害危険地区の対策工事を促進する。 

〔関係資料〕資料編２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 
         ６－１ 群馬県災害時における孤立化集落対策指針 
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第２節 雪害の予防 

第１ 雪害に強い土地利用、まちづくり 
市は、地域の特性に配慮しつつ、大雪に伴う交通の途絶孤立集落が発生するおそれがあ

る地域等を考慮し、各道路管理者間で連携し、道路の除雪優先順位と応援体制のルールを定

めておく。また、市等の道路管理者は、歩道について優先的に除雪する区間をあらかじめ定

めておくよう努める。

第２ 雪に強い道路の整備 
（１）市等の道路管理者は、山間地道路における冬期の交通を確保するため、道路整備、除

雪体制の整備を進める。 

（ア）堆積帯及びチェーン着脱帯の確保 

（イ）除雪資機材の整備 

（ウ）排雪場所の確保 

（エ）融雪剤の備蓄 

（オ）除雪資機材の格納庫、融雪剤の保管庫、除雪要員の詰所及び積雪観測施設の機能を

有する除雪基地の整備 

（カ）除雪要員の確保 

（キ）所管施設の緊急点検 

（２）市等の道路管理者は、平常時から、大雪のおそれがあるときに的確な情報収集による

迅速な対応ができるよう、必要な要員の動員体制を整備するとともに、速やかに除雪を

開始できるよう除雪体制を整備する。 

（３）市等の道路管理者は、大雪時に必要となる排雪場所について、河川高水敷や河川敷を

利用した広場、未利用の道路予定地等の管理者の同意を得た上で、あらかじめ確保する。 

第３ 除雪の優先順位 
市等の道路管理者は、緊急輸送道路を優先に除雪を実施するとともに、孤立集落が発生す

るおそれがある地域等を考慮し、各道路管理者間で連携し、道路の除雪優先順位と応援体制

のルールを定めておく。また、市等の道路管理者は、歩道について優先的に除雪する区間を

あらかじめ定めておくよう努める。 

第４ 道路の通行規制 
（１） 市等の道路管理者は、降雪時において車両が通行不能となる前に必要に応じ、通行規

制を実施できるよう、体制整備に努める。また、迅速かつ円滑に通行規制を実施するた

め、各道路管理者間で連携し、通行規制の実施基準を設定するよう努める。 

（２） 市等の道路管理者は、山間地道路において、大雪時には早期に通行止めとし、車両の

立ち往生等を防ぎ、除雪作業を迅速かつ効率的に進めるため、警察と連携し、大雪によ

る事前通行止めのルールを定める。 
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第５ 雪害対策マニュアルの整備等 
市は、市内全域にわたる大雪にも対応できるよう、体制整備、人命救助活動、除雪体制、

孤立集落への対応、道路の交通規制及び広域応援の要請等の応急活動等を実施するためのマ

ニュアル「大雪対策指針」を必要に応じて見直し職員に周知するとともに、活動手順や他機

関等との連携等について徹底を図る。 

第６ 除雪（雪下ろしを含む）援助体制の整備 
 山間部、一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯、母子家庭等、個人での除雪作業が困難な地

区等では、民生委員・児童委員、町内会、消防団等の地域コミュニティ、市による対応も必

要となってくるため、市は、地域住民等による除雪体制の充実や支援のための仕組みづくり

を進める。 

第７ 市民に対する防災知識の普及 
市、警察、消防機関は、防災週間、防災等関連行事等を通じ、住民に対し、第３章第２節

「防災思想の普及」に加え、以下の留意事項の周知、徹底を図る。 

雪害時には、次のことに留意し、落ち着いて行動する。 

雪

害

時

の

心

得

○ラジオやテレビ等で気象情報、防災上の注意事項をよく聞く。 

○外出は見合わせる。 

○自家用車の使用は極力避ける。 

やむを得ず車で外出する場合は、携帯トイレ等を持っていくよう心掛ける。 

○エンジンをかけたままの駐車における一酸化炭素中毒に注意する。 

○カーポート等車庫の倒壊に注意し、屋根下に近づかないようにする。 

○屋根の雪下ろしは、安全確保のため、命綱や滑り止めの着用をするとともに、複数

で作業を行うなどに留意する。 

○屋根雪の落下に注意し、極力、屋根下に近づかないようにする。 

○消防車や救急車等の緊急車両が通行できるよう、生活道路の除雪等に協力する。 

○協力しあって生活道路、歩道等を除排雪する。 

○雪崩に注意し、がけ、川べりには近づかない。 

〇協力しあって応急救護を行う。 

○水道管の破裂に注意する。 
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第３節 大規模事故の予防 

第１ 鉄道事故対策 
 鉄道事業者は、次の予防措置を構ずる。 

（１）鉄道交通の安全のための情報の充実 

踏切道における自動車との衝突、置石等による列車脱線等の外部要因による事故を防

止するため、全国交通安全運動等の機会を捉えて、ポスターの掲示、チラシ類の配布等

を行うなどして、事故防止に関する知識を広く一般に普及させるよう努める。 

（２）鉄道の安全な運行の確保 

ア 列車防護用具の整備等 

事故災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう、また、

自然災害または列車の脱線その他の鉄道事故による線路等の支障によって被害がさ

らに拡大することを防止するため、異常時における列車防護その他の手段による関

係列車の停止手配の確実な実施及び防護無線その他の列車防護用具の整備に努める

とともに、建築物等を設置してはならない範囲の確保や保安設備の点検等の運行管

理体制の充実に努める。 

イ 職員の教育訓練等 

乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と教育内容について、教育成果の向上

を図るとともに、科学的な適正検査の定期的な実施に努める。 

ウ 施設の点検・監視 

土砂災害等からの鉄道の保全を図るため、トンネル、雪覆、落石覆その他の線路

防護施設の点検を行うよう努めるとともに、災害により本線を走行する列車の運転

に支障が生ずるおそれのあるときには、当該線路の監視に努める。 

（３）鉄道車両の安全性の確保 

ア 検査精度の向上 

新技術を取り入れた検査機器の導入を進めることにより、検査精度の向上を図る

とともに、検査修繕担当者の教育訓練内容の充実に努める。 

イ 各種データの分析 

鉄道車両の故障データ及び検査データを科学的に分析し、その結果を車両の保守

管理内容に反映させるよう努める。 

（４）通信手段の確保 

事故災害時の重要通信の確保のために指令電話、列車無線等並びに外部機関との災害

時の情報連絡手段を確保するための無線設備または災害時優先電話の整備に努める。 

（５）救助・消火体制の整備 

事故災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるほか、火災によ

る被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のための体制の整備や消防機関との連携

の強化に努める。 
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（６）緊急自動車の整備 

公安委員会その他の関係機関の協力のもとに、事故災害時の応急活動のために必要と

なる人員または応急資機材等の輸送のための緊急自動車の整備に努める。 

（７）事故災害訓練 

事故災害の発生を想定した情報伝達訓練を実施するよう努めるとともに、警察、消防

を始めとする県及び市の防災訓練に積極的に参加するよう努める。また、防災関係機関

と相互に連携した訓練を実施する。 

訓練にあたっては、災害及び被害の想定を明らかにするとともに、実施時間を工夫す

る等様々な条件を設定し、実践的なものとなるよう工夫する。また訓練後には評価を行

い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

（８）事故原因の調査研究と安全対策への反映 

事故災害の発生後、その徹底的な原因究明を行うために必要となる事故災害発生直後

の施設、車両その他の事項に関し、事故災害発生の直接または間接の要因となる事実に

ついて、警察、消防等の協力を得て調査を進め、事実の整理を行う。 

また、事故の再発防止に資するため、必要に応じ、専門家等による実験を含む総合的

な調査研究を行うよう努める。 

事故災害の原因が判明した場合には、個々の鉄道事業者の施設の状況、列車の運転状

況等の実情に応じて、その成果を速やかに安全対策に反映させることにより、同種の事

故災害の再発防止に努める。 

第２ 道路事故災害予防対策 
 市等の道路管理者は、次の対策を実施する。 

（１）気象・地象・水象の情報の収集・伝達 

気象、地象、水象に関する情報を有効に活用するため、前橋地方気象台と協力して情

報を活用できる体制の整備を図る。 

（２）異常現象の発見及び情報提供 

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

路利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。 

（３）道路施設の整備 

次により道路施設の整備を図る。 

ア 道路施設の点検を通じ、道路施設の現況の把握に努める。 

イ 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。 

ウ 道路施設の安全を確保するため、必要な体制等の整備に努める。 

エ 道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画

的かつ総合的に実施する。 

（４）消火活動体制の整備 

消防機関等と平常時から機関相互間の連携の強化を図る。 
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（５）防災訓練 

防災訓練の実施を通じ、災害時の対応等について周知徹底を図る。また、県、警察、

消防と相互に連携した訓練を実施する。 

訓練にあたっては、災害及び被害の想定を明らかにするとともに、実施時間を工夫す

る等様々な条件を設定し、実践的なものとなるよう工夫する。また、訓練後には評価を

行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

（６）その他の対策 

ア 危険物等防除資機材の整備 

危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機材の整備促進

に努める。 

イ 応急復旧活動体制の整備 

施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧のため、あらかじめ体制、資機材を整

備する。 

ウ 災害復旧への備え 

円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備

しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

エ 防災知識の普及 

道路利用者に対し、災害時の対応等の防災知識の普及を図る。 

オ 再発防止対策の実施 

原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を実

施する。 
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第４節 大規模火災の予防 

第１ 大規模火災予防対策 
（１）火災に強いまちの形成 

ア 市及び消防本部は、次により、火災に強い都市構造の形成を図る。 

（ア）避難路、避難場所、延焼遮断帯、幹線道路、都市公園、河川など骨格的な都

市基盤施設等の整備 

（イ）市街地再開発事業等による市街地の面的な整備 

（ウ）建築物や公共施設の耐震・不燃化 

（エ）水面・緑地帯の計画的確保 

（オ）備蓄倉庫、河川水・下水処理水等を消防水利として活用するための施設の整備 

（カ）都市基盤施設や防災施設の整備に合わせて、「防火地域」または「準防火地

域」の指定を見通した検討及び建築物の難燃化・不燃化及び耐震化の促進 

イ 公共施設の管理者、事業者等は、火災時に消防活動が制約される可能性のある建

築物、緊急時に速やかな傷病者の搬送・収容等が必要とされる医療用建築物等につ

いて、ヘリコプターの屋上緊急離発着場または緊急救助用のスペースの設置を促進

するよう努める。 

（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 

公共施設の管理者、多数の人が出入りする大規模店舗、病院、ホテル等の事業者

は、建築物について消防法に基づく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、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 

公共施設の管理者、事業者等は、建築物等の防火対象物について防火管理者を適

正に選任するとともに、防火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。 

ウ 建築物の安全対策の推進 

公共施設の管理者や大規模店舗等の事業者は、避難経路・火気使用店舗等の配置

の適正化、防火区画の徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃

性材料・防炎物品の使用、店舗等における火気の使用制限、ガスの安全な使用など

による火災安全対策の充実を図る。 

エ 一般住宅への火災警報器の設置 

平成16年６月２日に消防法が改正され（平成18年１月１日公布）、全ての家庭に

住宅用火災警報器を設置することが義務付けられた。これを受けて、消防本部は、

設置及び維持管理に関する基準を設けて、住宅用火災警報器設置の推進を図る。 

（３）消火活動体制の整備 

消防本部は、大規模な火事に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備、河
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川水等の自然水利の活用、水泳用プール、ため池等の活用により、消防水利の多様化を

図るとともに、その適正な配置に努める。 

また、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、区域内の

被害の想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

さらに、消防ポンプ自動車等の消防用機械器具の整備促進に努める。 

（４）防災訓練の実施 

消防本部は、大規模火災を想定し、より実践的な消火、救急･救助等の訓練を実施する

とともに、消防本部、市、警察、事業者、地域住民等が相互に連携して実施する。 

訓練にあたっては、大規模な火事及び被害の想定を明らかにするとともに、実施時間

を工夫する等、様々な条件を設定し、実践的なものとなるよう工夫する。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

（５）防火知識の普及 

消防本部は、防火意識の向上を図る。 

ア 全国火災予防運動等を通じ、住民に対し、大規模な火災の危険性を周知させると

ともに、災害時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及を図る。 

イ 住民等に対して消火器、避難用補助具等の普及に努める。 

ウ 地域、職場、学校等において、定期的な防火訓練を行うよう指導し、大規模な火

災発生時の住民の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。 

第２ 林野火災予防対策 
（１）防火に資する林道の整備 

市、県及び関東森林管理局は、林野火災の延焼防止に資する林道の整備を図る。 

（２）監視パトロール等の強化 

市は、県及び関東森林管理局と連携して、林野火災多発時期における監視パトロール

等の強化、火入れを行う者に対する適切な対応等を行う。 

（３）林野火災消火体制の整備 

消防本部は、林野火災用工作機器、可搬式消火機材等の消防用機械器具の整備促進に

努める。 

（４）防災訓練の実施 

消防本部は、大規模林野火災を想定し、より実践的な消火、救急・救助等の訓練を実

施するとともに、消防本部、市、警察、自衛隊、林業関係機関、地域住民等が相互に連

携して実施する。 

訓練にあたっては、被害の想定を明らかにするとともに、実施時間を工夫する等、様々

な条件を設定し、実践的なものとなるよう工夫する。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 
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第５節 災害廃棄物対策 

第１ 災害廃棄物の発生への対応 
（１）仮置き場・処分場の確保 

市は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立や民間連携の促進及び十

分な大きさの仮置き場・処分場の確保に努める。 

（２）災害廃棄物処理計画 

   市は、仮置き場の配置や災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物

処理計画を策定する。 
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第６節 罹災証明書の発行体制の整備 

第１ 罹災証明書の発行体制の整備 
（１）罹災証明の発行体制の整備 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証

明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民

間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築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。 

（２）罹災証明発行業務支援システムの活用 

   市は、効率的な罹災証明の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について

検討する。 
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第３部 風水害等応急対策計画 

災害応急対策の実施にあたっては、住民に最も身近な行政主体として、第１次的には市が

当たる。 

また、県及び市の対応能力を超えるような大規模災害の場合には、国が積極的に災害応急

対策を支援することとなっている。 

災害応急対策としては、まず災害発生直前の警報等の伝達、水防等の災害未然防止活動、

避難誘導等の対策があり、発生後は機動的な初動調査の実施等被害状況の把握、次いでその

情報に基づき所要の体制を整備するとともに、被害の拡大の防止、二次災害の防止、人命の

救助・救急・医療活動を進めることとなる。さらに、避難所への受入れ、必要な生活支援(食

料、水等の供給)を行う。 

風水害による被害を軽減するためには、近年の気象・水象予測精度の高度化を踏まえ、事

前に住民の避難誘導を行うなどの種々の措置を的確に行うことが重要である。特に、避難準

備・高齢者等避難開始の発令により、高齢者や障害者等、避難行動に時間を要する避難行動

要支援者の迅速な避難や、風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難

を促進するなど、市があらかじめ定めるマニュアル・計画に沿った避難支援を行うことが重

要である。 

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフライン等の復旧、

被災者への情報提供を行っていくこととなる。この他広域的な人的・物的支援を円滑に受け

入れることも重要である。 

なお、本計画では標準的な対策を記述しているので、実際の活動にあたっては、当該災害

の態様、規模等に応じ、本計画の内容を選択又は補足する必要がある。 

第１章 応急活動体制の確立 

災害の発生を未然に防止し、又は発生する被害を最小限度に食い止めるため、収集・連絡

された情報に基づく判断により、防災関係機関は自らの又は他機関と連携をとった応急対策

の活動体制を迅速に確立する必要がある。 

第１節 災害対策本部の設置 

第１ 設置の決定 
 市長は、次のいずれかに該当する場合は、災害対策本部を設置する。水防本部（道路建設

課所管）は、災害対策本部が設置された場合、同本部に統合され引き続き水防事務を処理す

る。 
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【本部の設置基準】 

①市内に風水害等による大規模な被害が発生したとき、または被害が発生するおそれのあ

るとき。 

 ○避難勧告の発令の必要が生じたとき 

  ア 市内の河川において、避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が予想される場

合、河川はん濫のおそれがある場合 

  イ 土砂災害警戒情報が発表され、土砂災害危険度情報において１時間後に「土砂災

害が多発するおそれがある地域」が市内に発生した場合 

②その他市長が必要と認めたとき。 

〔関係資料〕資料編１－４ 富岡市災害対策本部条例 

１－５ 富岡市災害対策本部要綱 

１－６ 富岡市災害対策本部活動実施要領 

第２ 設置場所 
 市は、災害対策本部を本庁舎に設置する。災害の状況により本庁舎に設置できない場合は、

市民体育館を第一候補とし、市長の定めた場所に設置する。 

第３ 廃止の決定 
 本部長（市長）は、予想された災害の危険が解消されたと認めるとき、または応急対策が

概ね終了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。 

第４ 設置・廃止の通知 
 本部長は、災害対策本部を設置または廃止したときは、県、防災関係機関、報道機関等に

対し、その旨を通知する。 

第５ 災害対策本部の組織 
 災害対策本部に本部室を配置する。本部の運営、組織及び各部・班の事務分掌については、

富岡市災害対策本部要綱及び富岡市災害対策本部活動実施要領に定める。 

 また、災害に関する情報を収集するため、必要に応じて現地対策本部を設置する。 

第６ 災害警戒本部 
 災害のおそれがある場合、災害対策本部を設置するに至らない規模の災害への対応や災害

対策本部の規模を縮小する場合は、災害の規模や状況に応じて、災害警戒本部を設置する。 

（１）災害警戒本部の設置 

災害警戒本部の設置は、市長が必要と認めたとき及び災害関係部長の協議の上、必要

に応じて設置する。 

（２）組織、編成 

災害警戒本部の組織、編成は、災害対策本部に準じて災害関係部長の協議の上、決定

する。 
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第２節 職員の非常参集 

第１ 非常参集体制 
 動員体制は、富岡市災害対策本部活動実施要領による。 

 動員の際は、本部長に諮り動員規模を指定する。 

〔関係資料〕資料編１－６ 富岡市災害対策本部活動実施要領 

第２ 動員の方法 
（１）動員伝達経路 

動員伝達経路は、次のとおりである。 

なお、緊急登庁職員への動員伝達経路は、職員初期初動マニュアルによる。 

（２）勤務時間内における動員 

庁内放送等を通じて各班に動員を連絡する。 

（３）勤務時間外における動員 

勤務時間外の動員は、あらかじめ定めた連絡網により各職員へ連絡する。 

また、市は、緊急情報メール、防災行政用無線（固定系）による呼びかけも行う。 

第３ 動員配備場所 
（１）登庁場所 

原則として、通常の勤務場所に登庁する。道路被害等により登庁ができない場合は市

の関係機関または指定公共施設に登庁する。 

（２）緊急登庁職員 

緊急登庁職員に指定された職員は、市役所に登庁し、災害対策本部（本部が設置され

ていない場合は、総務部危機管理課）に集合し、所属する部署に関係なく応急初動措置

を行う。 

（３）現地登庁職員 

現地登庁職員に指定された職員は、あらかじめ定められた市の関係機関及び指定公共

施設に集合し、地区の情報収集等の業務を行う。 

本部長 

（市長）
本部員 各班長 各所属長 班員 
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第３節 広域応援の要請 

第１ 県への応援要請 
 本部長は、災害対策基本法第68条に基づき、「群馬県市町村災害時受援体制ガイドライン」

に定めるところにより、応急措置の実施について県知事に応援を求める。 

【要請事項】 

①災害の状況 

②応援（応急措置の実施）を要請する理由 

③応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

④応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

⑤応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

⑥その他必要な事項 

第２ 県等への職員派遣の要請 
 本部長は、県、市町村、防災関係機関に対し、職員派遣の要請または派遣のあっせんを求

める。 

（１）指定地方行政機関に対する職員派遣の要請 

災害対策基本法第29条に基づき、指定地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請する。 

（２）県に対する職員派遣のあっせんの要請 

災害対策基本法第30条に基づき、知事に対し市町村、県または指定地方行政機関の職

員派遣のあっせんを要請する。 

（３）県または市町村に対する職員派遣の要請 

地方自治法第252条の17に基づき、知事または市町村長に対し職員の派遣を要請する。 

【要請事項】 

①派遣要請または派遣のあっせんを求める理由 

②派遣要請または派遣のあっせんを求め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勤務条件 

⑤その他参考となるべき事項 

第３ 他市町村への要請 
（１）応援の要求 

本部長は、災害対策基本法第67条に基づき、他市町村等に応援を要請する。 

（２）協定に基づく要請 

本部長は、あらかじめ締結された協定に基づき、締結先の市町村等に応援を要請する。 

災害対策基本法第67条の規定に基づき、応援を求められたときは、災害応急対策のう
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ち、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、

正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、応援に従事する

者は、被災市町村の指揮の下に行動する。 

〔関係資料〕資料編２－６ 災害時の相互応援協定（１）岡谷市 

２－７ 災害時の相互応援協定（２）甘楽町 

２－８ 災害時の相互応援協定（３）下仁田町 

２－９ 災害時の相互応援協定（４）南牧村 

２－16 大規模災害時の相互応援に関する協定（富岡市ほか８市） 

２－27 大規模災害時における相互応援に関する協定書（深谷市） 

２－28 災害時の情報発信に関する応援協定書（江南市） 

２－31 大規模土砂災害時等に備えた相互協力に関する協定書 

２－35 災害時における相互応援に関する協定書（小山市） 

２－36 大規模災害時における相互応援に関する協定書（出雲崎町） 

第４ 消防機関への要請 
（１）応援の要請 

消防長は、群馬県消防相互応援協定に基づき、協定締結先の消防機関に応援を要請す

る。 

（２）応援の要請 

消防長は、消防組織法第44条に基づき、知事を通じて消防庁長官に他の消防機関及び

緊急消防援助隊の応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－１ 富岡甘楽広域市町村圏消防相互応援協定書 

２－２ 群馬県消防相互応援協定書 

２－３ 消防相互応援協定書 安中市 

２－４ 消防相互応援に関する協定書（吉井町、甘楽町） 

２－５ 関越自動車道、上信越道及び北関東自動車道における消防相互

応援協定書 

２－10 災害時の救急医療活動についての協定書 

第５ 応援の受け入れ 
（１）受け入れ体制 

市は、応援隊等を受け入れるために、次の体制を確保する。 

   応援の受け入れ体制・手順については、「群馬県市町村災害時受援体制ガイドライン」

と整合を図る。 

【受け入れ体制】 

連絡窓口 総合的な窓口を総務部におく。受け入れ後は、応援を受ける各班が対応

する。 
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現場への案内 応援を受ける担当班 

受け入れ施設 もみじ平総合公園 

食料、飲料水等 原則、自前で確保を要請する。 

まかなえない場合は、市職員と同様の方法で食料、物資等を手配する。 

（２）経費の負担 

応援に要した費用は、原則として市の負担とする。 

第６ 撤収要請 
 本部長は、応援の目的が達成されたとき、またはその必要がなくなったときは、要請先と

協議の上、撤収要請を行う。 
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第４節 自衛隊への災害派遣要請 

第１ 自衛隊の災害派遣活動の範囲 
 自衛隊の災害派遣活動の範囲は、次のとおりである。 

【災害派遣活動の範囲】 

①車両、航空機等による被害状況の把握 

②避難者の誘導、輸送等避難のために必要がある場合の援助 

③行方不明者、負傷者等の捜索、救助 

④堤防等の決壊に対する水防活動 

⑤消防機関の消火活動への協力 

⑥道路または水路が損壊し、または障害物がある場合の啓開または除去 

⑦被災者に対する応急治療、救護及び防疫並びに病害虫防除等の支援 

⑧通信支援 

⑨救急患者、医師その他救急活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

⑩被災者に対する炊き出し、給水の支援 

⑪救援物資の支給または貸付の支援 

⑫交通規制への支援 

⑬その他災害の発生時において知事が必要と認め、自衛隊の対応が可能な事項 

第２ 自衛隊派遣の要求 
 本部長は、自衛隊の災害派遣が必要であると認めるときは、自衛隊に対し災害派遣要請を

行うよう知事（危機管理室）に要求し、その旨及び市に係る災害の状況を第１２旅団長に通

知することができる。要求は、文書で行うが、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日文書

を送達する。 

 また、通信の途絶等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請の要求が行えない場合は、

その旨及びに係る災害の状況を第12旅団長に通知する。 

 なお、前項の通知をしたときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

〔関係資料〕資料編５－６ 自衛隊災害派遣要求様式 

【要請事項】 

①災害の情況及び派遣を要請する事由 

②派遣を希望する期間 

③派遣を希望する区域及び活動内容 

④その他、参考となるべき事項 

 例）○必要な車両、航空機、資機材  ○必要な人員  ○連絡場所及び連絡責任者 

【最寄りの自衛隊連絡先】 

部隊名（駐屯地等） 所在地 電話番号 

第12旅団司令部第三部 

（相馬原） 

〒370-3594 

榛東村新井1017-2 

0279-54-2011 内線234、239

（夜間208） 

県防災4-361-6301 

第12後方支援隊 

（新町） 

〒370-1394 

高崎市新町1080 
0274-42-1121 
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第３ 自衛隊の自主派遣 
 第12旅団長または第12後方支援隊長は、特に緊急を要し、知事からの派遣要請を待ついと

まがないと認めるときは、当該要請を待たないで部隊等を派遣する。 

 自主派遣の基準は、次のとおりである。 

【自主派遣の基準】 

①災害に際し、関係機関に対し当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を

行う必要があると認められる場合 

②災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

③災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に

関するものであると認められる場合 

④その他、災害に際し、前記に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがな

いと認められる場合 

第４ 自衛隊の受け入れ 
 市は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような対応を行う。

応援を受ける各班は、資機材や自衛隊部隊を作業現地に案内するなど派遣された自衛隊の活

動を支援する。 

 また、連絡員を派遣して各班相互の連絡にあたる。 

【自衛隊の受け入れ体制】 

項 目 内 容 

作業計画の作成 ①作業箇所及び作業内容 

②作業の優先順位 

③作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

④部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 必要な資機材を確保する。 

連絡窓口 ①本部から連絡員を派遣する。 

②自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。 

自衛隊連絡室 市役所に設置する。 

集結地候補地 もみじ平総合公園 

ヘリコプター離発

着場

もみじ平総合公園北ゾーン 

和合公園 

妙義総合運動公園 
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第５ 派遣部隊の撤収要請 
 本部長は、派遣活動または派遣期間が終了し、自衛隊の災害派遣の必要がなくなったと認

めるときは、直ちに知事に対し、文書で撤収の要請を要求する。 

 ただし、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日文書を送達する。 

第６ 費用負担区分 
 派遣部隊等の活動に要した費用のうち次の費用については、原則として市が負担する。 

 これ以外の費用の負担区分については、市と自衛隊とで協議して定める。 

 派遣部隊の活動が他市町村にわたって行われた場合の費用の負担割合については、関係市

町村と協議して定める。 

【費用の負担区分】 

①宿泊施設の借上料 

②宿泊施設の汚物処理費用 

③災害派遣活動に係る電気、ガス、水道及び電話料金 

④災害派遣活動に係る資機材の調達費用 
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第２章 情報収集・連絡及び通信の確保 

風水害又は雪害が発生した場合、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報は、

効果的に応急対策を実施する上で不可欠である。 

このため、災害の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこと

とするが、この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝

達し、被害規模の早期把握を行う必要がある。

第１節 気象情報等の収集・連絡 

第１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 
大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重

大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大

きい場合には「特別警報」が、群馬県内の市町村ごとに発表される。また、大雨や洪水等の

警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的

に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる場合がある。

（１）特別警報・警報・注意報の種類及び概要 

   前橋地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報の種類は、次表のとおり。 

特別警報・警報・注意報の概要 

種  類 概  要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるためによって重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪によって重大な災害の起こるおそれがあ

る場合、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪等によって災害が起こるおそれがある場合

に、その旨を注意して行う予報 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

特別警報・警報・注意報の種類 概  要 

特別警報 大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

きに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別

警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒す

べき事項が明記される。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

きに発表される。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

きに発表される。 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うこ

とによる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけ

る。 

警報 大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報
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（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

洪水警報 大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の増

水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視

程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

注意報 大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

洪水注意報 大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等によ

る災害」のおそれについても注意を呼びかける。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ま

た、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」によ

る災害についての注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意に

ついても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表され

る。 

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのある

ときに発表される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれのある

ときに発表される。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表され

る。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体

的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表

される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、低温のために農作物等に著しい被害が発生したり、冬季の水道管

凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。 

(注) 

ア 特別警報・警報・注意報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、

新たな特別警報・警報・注意報が発表されるときは、これまで継続中の特別警報・警報・

注意報は自動的に解除されて、新たな特別警報・警報・注意報に切り替えられる。 

イ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意

報に含めて行う。 

ウ 地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発
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表する。 

（２）特別警報・警報・注意報の発表区域 

特別警報・警報・注意報の発表単位は市町村とする。なお、大雨などの特別警報・警

報・注意報が発表された場合のテレビやラジオによる放送などでは、重要な内容を簡潔

かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用いる

場合がある。 

府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた地域 二次細分区域（市町村） 

群馬県 南部 高崎・藤岡地域 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、

上野村、神流町、下仁田町、南牧

村、甘楽町 

第２ 気象業務法に基づく府県気象情報等 
（１）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、群馬県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等

に発表する。 

（２）記録的短時間大雨情報 

   群馬県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測（地上

の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）し

たときに、府県気象情報の一種として前橋地方気象台が発表する（１時間に100mm以上の

猛烈な雨を観測・解析した場合）。 

（３）竜巻注意情報 

   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び

かける情報で、群馬県内に雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突

風の発生しやすい気象状況になっている時に、前橋地方気象台が群馬県を対象に発表す

る。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を、前橋地方気

象台が群馬県を対象に発表する。この情報の有効期間は、発表から１時間である。 

第３ 消防法に基づく火災気象通報 
（１） 前橋地方気象台は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第

２２条第１項の規定に基づき当該状況を県(危機管理室)に通報する。 

（２） 火災気象通報は、次のいずれかの条件に該当したときに行う。 

ア 実効湿度が50％以下で最小湿度が25％以下になる見込みのとき。(乾燥注意報の発表基

準と同じ。) 

イ 平均風速が13m/s以上になる見込みのとき。(強風注意報の発表基準と同じ。ただし降

雨、降雪中又はまもなく降り出すと予想されるときは通報しないことがある。) 

ウ 実効湿度が60％以下で最小湿度が35％以下になり、平均風速が８m/s以上になる見込み
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のとき。 

（３）火災気象通報は、天気予報等の発表区分に従い、群馬県南部、群馬県北部の２区域に

より行う。 

第４ 消防法に基づく火災警報 
市は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき

は、消防法第２２条第３項の規定に基づき、必要に応じ火災警報を発する。 

第５ 水防法に基づく洪水予報・水防警報 
(群馬県水防計画の定めるところによる。) 

第６ 気象業務法、災害対策基本法に基づく土砂災害警戒情報 
（１）群馬県（砂防課）と前橋地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土砂災害）

発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市長が避難勧告等を発令

する際の判断や市民の自主避難の参考となるよう市町村ごとに発表する。土砂災害警戒

情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されているときは、避難勧告等の対象地

区の範囲が十分であるかどうか等、既に実施済みの措置の内容を再度確認し、その結果、

必要に応じて避難勧告の対象地域の拡大等の更なる措置を検討する必要がある。 

第７ 気象情報、土砂災害警戒情報等 
 市は気象情報を監視し、警報等が発表されたときは、関係者等に防災行政用無線及び緊急

情報メール等によりその旨を伝達する。 

 また、群馬県と前橋地方気象台が共同で、富岡市に土砂災害警戒情報を発表した場合は、

土砂災害危険箇所の住民等にその旨の伝達に努める。住民等への伝達方法は、「第１編・第

３部・第７章・第１節・第１ 避難の勧告・指示等」による。 

 さらに、前橋地方気象台から火災気象通報を受けたとき、または気象の状況が火災の予防

上危険であると認めるときは、必要に応じ火災警報を発する。 

〔関係資料〕資料編４－11 気象警報・注意報の種類及び発表基準 
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【気象情報の伝達系統】 

第８ 大雨警報・洪水警報・水防警報 
 富岡市に、前橋地方気象台から大雨警報・洪水警報が発表された場合または県が水防警報

を発表した場合、市及び関係機関は、次の系統で情報を伝達する。 

 なお、水防法による浸水想定区域内の住民等への伝達は、「第１編・第３部・第７章・第

１節・第１ 避難の勧告・指示等」による。 

 また、水防警報、ダム放流通報の伝達方法は、水防計画による。 

【水位情報の種類】 

水位危険度 
のレベル 

水位の名称 
［警報・注意報］ 市・住民の行動等 

レベル５ （はん濫の発生）
逃げ遅れた住民の救助等 

新たにはん濫が及ぶ区域の住民の避難誘導 

レベル４ はん濫危険水位 住民の避難完了 

レベル３ 避難判断水位 
市は避難勧告等の発令を判断 

住民は避難を判断 
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レベル２ はん濫注意水位 

市は避難準備・高齢者等避難開始を判断 

住民ははん濫に関する情報に注意 

水防団出動 

レベル１ 水防団待機水位 水防団待機 

※七日市水位観測所(鏑川)、下高田水位観測所(高田川)では｢レベル４｣の水位まで設定している 

【鏑川・高田川の水位情報・水防警報伝達系統】 

【全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ：ジェイ・アラート）】 

群    馬    県 

群馬県富岡土木事務所

富 岡 市
消防本部 

消防署・消防団 

要配慮者利用施設 住  民

富 岡 市

防災ラジオ 

国

防災行政用
無線制御卓

受信
アンテナ

受信機 自動起動機

防災行政用無線
消防庁緊急災害情報自然災害に関する情報

国民保護事案に
関する情報 

消防庁操作卓
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第２節 災害情報の収集・連絡 

第１ 災害情報の収集 
市は、次の方法で災害情報を収集する。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、市は、住民登録の有無にかかわらず、市区域内で行

方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努める。 

また、道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることか

ら、道路管理者、ライフライン事業者、その他防災関係機関は、それぞれの所管する道路

のほか、通信、電気、ガス、上下水道等のライフラインの途絶状況を把握するとともに、

その復旧状況と併せて、県の関係課・事務所、国の関係事務所等に連絡する。市は、当該

地域における備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有無の把握に努める。 

ア 登庁職員による参集途上の見聞情報 

イ テレビ、ラジオ情報 

ウ 職員巡回による情報 

エ 消防団、自主防災組織等からの情報 

第２ 災害情報の連絡 
（１）災害対策基本法及び消防組織法に基づく報告 

市は、収集した被害情報を次の要領で県に報告する。 

「災害報告要領」（昭和45年４月10日付け消防災第246号消防庁長官通知）及び「火災・

災害等即報要領」（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規定に基づ

き、被害規模の概括的情報を含め、人的被害、住家被害、応急対策活動状況等の情報を

把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所を経由して県に報告する。 

この際、富岡行政県税事務所に連絡がつかない場合または緊急を要する場合は、県に

直接報告し、いずれにも連絡がつかない場合は消防庁に直接報告する。 

なお、富岡行政県税事務所は、被害の拡大が予想されるときは、職員を市に派遣し市

からの連絡に遺漏がないよう配慮する。応援の必要性については、時期を逸することな

く連絡する。 

具体的な報告方法は次による。 

ア 災害概況即報 

災害を覚知後、30分以内に｢火災・災害等即報要領｣第４号様式（その１）（災害

概況速報）により報告する。 

イ 被害状況即報 

災害概況即報の後、｢火災・災害等即報要領｣第４号様式（その２）（被害状況即

報）により報告する。 

報告の頻度は次による。 

（ア）第１報は、被害状況を確認しだい報告 

（イ）第２報以降は、人的被害に変動がある場合は１時間ごとに報告 
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   人的被害が変動せず、その他の被害に変動がある場合は、３時間ごとに報告 

（ウ）災害発生から24時間経過後は、被害に変動がある場合に、６時間ごとに報告 

ウ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民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又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民

登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。 

エ 災害確定報告 

応急対策を終了した後、10日以内に「災害報告取扱要領」第１号様式（災害確定

報告）により報告する。 

（２）災害対策基本法及び消防組織法に基づかない連絡 

市は、各行政分野の災害情報を、それぞれの関係法令等に基づき、県の関係課、関係

地域機関またはその他関係機関に連絡する。 

（３）被災現場画像情報の共有 

市は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報の官邸及び非常本部等を含む防災関

係機関への共有を図る。 

〔関係資料〕資料編５－１ 風水害・地震災害等報告様式 

         ５－５ 消防庁災害報告取扱要領（抜粋） 

第３ 消防本部における災害情報の連絡 
 消防本部は、把握した災害情報を市災害対策本部及び県に報告する。 

 なお、１１９番通報が殺到したときまたは管内で震度５強以上の地震が発生したときは、

｢火災・災害等即報要領｣（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規定に基

づき、その状況を直ちに県危機管理室に報告するとともに、消防庁に直接報告する。報告様

式は、｢火災・災害等即報要領｣第４号様式（その１）（災害概況速報）又は第４号様式（そ

の２）（被害状況即報）による。 

【消防庁への連絡先】 

「応急対策室」（9：30～18：15） 電話 03-5253-7527 FAX 03-5253-7537 

「宿 直 室」（上 記 時 間 外） 電話 03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 

〔関係資料〕資料編５－１ 風水害・地震災害等報告様式 

         ５－５ 消防庁災害報告取扱要領（抜粋） 
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第３節 通信手段の確保 

第１ 災害対策本部の通信施設 
 災害時には、次の通信施設を活用する。 

 市は、災害発生後、災害対策本部室に通信機器を集め機能確認を行う。 

 また、移動系無線機の貸し出し等の管理を行う。 

 さらに、停電等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

〔関係資料〕資料編４－15 移動機器一覧 

【通信施設】 

主な通信手段 主な通信区間 

一般加入電話・ＦＡＸ 災害対策本部～関係機関、防災関係機関との連絡 

災害時優先電話 

地域衛星通信ネットワーク 

（財）自治体衛星通信機構 
災害対策本部～全国自治体・防災関係機関等 

県防災行政無線等 災害対策本部～県・近隣市・防災関係機関 

防災行政用無線（固定系） 災害対策本部～当該関係機関管内 

防災行政用無線（移動系） 災害対策本部～現場 

衛星携帯電話 災害対策本部～関係機関 

電子メール 災害対策本部～市民・職員 

第２ 一般加入電話の優先利用 
 防災関係機関は、一般加入電話について、必要に応じ、ＮＴＴ電話サービス契約約款に基

づく「緊急扱い電話」または「非常扱い電話」を利用する。ただし、これらの通話は、原則

として、あらかじめ登録された災害時優先電話から申し込む。 

 この場合の手続きは、「１０２」をダイヤルし、オペレーターを呼び出し、次表の内容及

び相手先の電話番号を伝えて回線の接続を依頼する。 

（１）緊急扱い通話（一般通話より優先される） 

通話内容 通話機関等 

ア 火災、集団的疫病、交通機関の重大な

事故その他人命の安全に係る事態が発

生し、または発生するおそれがある場合

において、その予防、救援、復旧等に関

し緊急を要する事項 

（ア）非常通話を取扱う機関相互間 

（イ）緊急事態が発生し、または発生するお

それがあることを知った者と（ア）の機

関との間 

イ 治安の維持のため緊急を要する事項 （ア）警察機関相互間 

（イ）犯罪が発生し、または発生するおそれ

があることを知った者と警察機関との間
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通話内容 通話機関等 

ウ 天災、事変その他の災害に際しての災

害状況の報道を内容とするもの 

 「電気通信設備の優先利用が可能な新聞社

等の適用基準」に該当する新聞社、放送事業

者または通信社の機関相互間 

エ 水道、ガス等の市民の日常生活に必要

不可欠な役務の提供その他生活基盤を

維持するため緊急を要する事項 

（ア）水道の供給の確保に直接関係がある機

関相互間 

（イ）ガスの供給の確保に直接関係がある機

関相互間 

（ウ）預貯金業務を行う金融機関相互間 

（エ）国または地方公共団体の機関相互間 

（２）非常扱い通話（緊急扱い通話より優先される） 

通話内容 通話機関等 

ア 気象、水象、地象若しくは地動の観測

の報告または警報に関する緊急を要す

る事項 

気象機関相互間 

イ 洪水等が発生し、若しくは発生するお

それがあることの通報またはその警報

若しくは予防のため緊急を要する事項 

（ア）水防機関相互間 

（イ）消防機関相互間 

（ウ）水防機関と消防機関相互間 

ウ 災害の予防または救援のため緊急を

要する事項 

（ア）消防機関相互間 

（イ）災害救助機関相互間 

（ウ）消防機関と災害救助機関相互間 

エ 鉄道その他の交通施設の災害の予防

または復旧その他輸送の確保に関し緊

急を要する事項 

 輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

オ 通信施設の災害の予防または復旧そ

の他通信の確保に関し緊急を要する事

項 

 通信の確保に直接関係がある機関相互間 

カ 電力設備の災害の予防または復旧そ

の他電力の供給の確保に関し緊急を要

する事項 

 電力の供給の確保に直接関係がある機関相

互間 

キ 秩序の維持のため緊急を要する事項 （ア）警察機関相互間 

（イ）防衛機関相互間 

（ウ）警察機関と防衛機関相互間 

ク 災害の予防または救援のため必要な

事項 

 天災、事変その他の非常事態が発生し、ま

たは発生するおそれがあることを知った者

と、前各欄に掲げる機関との間 
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第３ 他機関が保有する通信設備等の利用 
 防災関係機関は、必要に応じ、他機関が保有する通信設備等を利用する。 

 これらの通信設備等の種類は、次のとおりとする。 

（１）災害対策基本法に基づく通信設備等の優先利用 

根 拠 利用設備等 通信内容 

第57条 警察通信設備、水防通信設備、航空保安通信設備、

鉄道通信設備、鉱業通信設備、消防通信設備、自衛

隊通信設備、気象官署通信設備、電気事業通信設備

緊急を要する通知、要請、

伝達または警告 

放送事業者の放送 緊急を要する通知、要請、

伝達または警告 

第79条 （第57条に同じ） 応急措置の実施に必要な

緊急を要する通信 

（２）電波法第52条に基づく非常通信の利用 

利用設備等 通信内容 利用形態 

各無線局 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、有線通信を利用することができな

いかまたはこれを利用することが著しく困難

であるときに、人命の救助、災害の救援、交通

通信の確保または秩序の維持のために行う無

線通信 

利用機関からの依頼に基

づき各無線局が発受する 

＜発信依頼手続き＞（関東地方非常通信協議会の例示） 

 発信を希望する通信文を次の要領で電報頼信紙（なければ適宜の用紙で可）に記載し、

依頼先の無線局に持参する。 

 ①冒頭に「非常」と朱書きする。 

 ②あて先の住所、氏名（役職）及び電話番号を記載する。 

 ③本文を200字以内で記載する。（濁点、半濁点は字数に数えない。） 

 ④末尾に発信者の住所、氏名（役職）及び電話番号を記載する。 

（３）アマチュア無線の利用 

富岡アマチュア無線クラブに無線通信の発受を依頼する。 

〔関係資料〕資料編 ２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 
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第３章 被災者等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の

適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確な情報の速やかな公表と

伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、問い合わせ、要望、意見などが数多く寄

せられるため、適切な対応を行える体制を整備する必要がある。 

第１節 広報活動 

第１ 広報活動 
 市は、次の方法により市民等に災害広報を行う。 

（１）広報内容 

広報内容は、概ね次のとおりである。 

【広報内容】 

①警戒段階 

1)台風・気象情報            2)河川情報（水位等） 

3)各種警報               4)避難情報 

5)災害対策の状況（対策本部、水防活動、通行規制の状況・予定等） 

6)道路・交通状況（渋滞、通行規制等）  7)公共交通機関の運行状況 

8)ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案内等） 

②災害発生直後（災害発生時から３日目まで） 

 1)災害の発生状況             2)崖崩れ等に関する情報 

 3)災害対策本部の設置           4)安否情報 

 5)被害状況の概要             6)避難場所及び避難所の情報 

 7)救援活動の状況             8)二次災害防止に関する情報 

 9)災害応急対策の実施状況        10)医療機関の活動状況 

11)水・食料等の物資供給状況       12)ボランティア受け入れ情報 

13)災害用伝言ダイヤル「１７１」やｉモード等の災害用伝言板の利用について周知 

③生活再開時（災害発生４日目から10日目まで） 

 1)ライフラインの被害状況と復旧見込    2)仮設住宅の設置、入居の情報 

 3)生活必需品の供給状況          4)道路・交通情報 

 5)医療情報                6)教育関連情報 

 7)災害ごみの処理方法           8)相談窓口の開設状況 

 9)被災地からのホームページ等を用いた情報発信（災害規模、被害総額等） 

④復興期（災害発生10日目以降） 

 1)り災証明・義援金の受付手続き情報   2)各種減免措置等の状況 

 3)各種貸付・融資制度情報        4)復興関連情報 

 5)被災地からのホームページ等を用いた情報発信（復興状況等） 
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（２）広報媒体 

広報媒体は、概ね次のとおりである。 

【広報媒体】 

①防災行政用無線（固定系）による放送   ②広報車による巡回放送 

③富岡市緊急情報メールによる送信     ④ホームページへの掲示 

⑤災害広報紙の発行            ⑥避難場所、公共施設等の掲示板 

第２ 避難場所での広報活動 
 市は、避難場所担当と連携して広報を行う。広報にあたっては、避難場所自治組織、ボラ

ンティア等との連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。 

 なお、障害者、高齢者、外国人等情報の入手が困難な避難者に十分配慮する。 

【避難場所での広報】 

①災害広報紙の配布         ②避難場所広報板の設置 

③避難場所自治組織による口頭伝達 

第３ 要配慮者への広報 
 市は、要配慮者に対し、広報内容を理解できるよう住民組織による伝達などを要請する。 

 また、市役所に災害多言語支援センターを設置し、通訳ボランティアによる外国人への相

談や広報などを実施する。 

第４ 情報の入手が困難な者への配慮 
市は、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、所在を把握できる県境を越えた広

域避難者、帰宅困難者等災害情報の入手が困難な被災者に対して、確実に情報伝達できるよ

う必要な体制の整備を図る。 

第５ 報道機関への発表 
（１）記者発表 

市は、市役所に報道センターを設置し、掲示板への情報の掲示や定期的な記者発表を

行い、情報及び必要な資料を提供する。 

（２）取材活動への要請 

市は、取材殺到により市の災害対策活動に支障が生じる場合は、幹事社等による代表

取材のみとし、関係者以外の災害対策本部内への立入、取材を原則的に禁止するよう要

請する。 

また、避難者への取材は、個人情報等の配慮をするように要請する。 
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第２節 広聴活動 

第１ 市民相談 
 市は、市民からの問い合わせ、各種申請及び生活相談に対応するため、市役所、市の関係

機関に災害相談窓口を設置する。 

 相談窓口で扱う事項は、次のとおりである。 

【相談窓口の内容】 

①り災証明（被災家屋調査等）          ②仮設住宅等 

③ペット関係（ペット、死亡獣畜、放浪動物）   ④仮設トイレ 

⑤義援金（義援金受け入れ）           ⑥学校関係 

⑦公共交通機関情報（バス輸送等）        ⑧生活資金等 

⑨苦情受付                   ⑩その他相談 

第２ 広聴活動 
（１）市は、災害相談窓口での相談活動を通じて、被災者の要望等の収集を行い、関係各部

に伝達する。 

（２）安否情報の提供 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、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、消防、救助等人命に関わるような災害発生

直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答す

るよう努める。 

この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係

地方公共団体、消防機関、都道府県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努

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

おそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当

該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 
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第４章 災害の警戒防ぎょ、二次災害の防止活動 

風水害及び雪害においては、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、それを最小

限に抑える応急活動を行うことが被害全体の規模を小さくすることにつながる。 

また、風水害においては、堤防等の被害による再度災害、風倒木の流出による二次災害の

危険性もあり、応急対策が必要となる。 

第１節 洪水・土砂災害対策 

第１ 警戒・防ぎょ活動 
（１）パトロール 

市は、市内のパトロール、河川管理者、消防団、警察等からの情報収集により、市内

の浸水や土砂災害等の状況を把握する。 

災害発生の危険がある場合は、付近住民への呼びかけ、通行の制限等を行う。 

また、浸水土砂災害等を発見した場合は、被災者の有無の確認、消防への通報を行う。 

（２）水防活動 

消防本部は、富岡市水防計画に基づき、河川堤防等の巡視を行い、水防上危険な箇所

を発見したときは、直ちに応急措置を実施する。 

市等の河川管理者、農業用排水施設管理者、水門等の管理者は、洪水の発生が予想さ

れる場合、富岡市水防計画に基づいて、適切な措置を講じる。 

第２ 浸水被害の拡大防止 
（１）市は、浸水被害が発生したときは、被害の拡大を防止するため、必要に応じて排水対

策を実施する。 

（２）水防管理団体及び水防協力団体は、備蓄資機材で不足するような緊急事態に際して、

下水道管理者の応急復旧資機材又は備蓄資機材の提供を依頼する。 

（３）市等の河川管理者、農業用排水施設管理者、水門・水路等の管理者は、被害の拡大を

防止するため、被害を受けた堤防等の応急復旧を行う。 

第３ 土砂災害の拡大防止 
 市及び県は、専門技術者等を活用して土砂災害危険箇所や山地災害危険地区の点検を行い、

危険性が高い箇所について、関係機関や住民に周知を図り、警戒や避難について適切に対処

する。また、土砂災害が発生したときは、早急に被害状況や今後の被害の拡大の可能性等に

ついて現地調査を行い、必要に応じて不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置等を行う。 

第４ 被災宅地の危険度判定 
（１）被災宅地危険度判定実施本部の設置 

市は、災害対策本部に被災宅地危険度判定実施本部を設置し、調査資機材、ステッカ

ー、調査区域の分担などの準備を行うとともに、県等を通じて被災宅地危険度判定士の

派遣を要請して判定を実施する。 

（２）被災宅地危険度判定の実施 

被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために斜面造成宅地の危険度判
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定を行う。「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」による判定、｢擁壁・のり面等被

害状況調査/危険度判定票作成の手引き｣による調査表の作成を行う。判定結果はステッ

カー等で表示する。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に

連絡するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を

実施する。 



第１編 風水害等対策編 第３部 風水害等応急対策計画 第４章 災害の警戒防ぎょ、二次災害の防止活動

93

第２節 風害・雪害対策 

第１ 風倒木による二次災害の防止 
 市等の道路管理者は、風倒木による二次災害の発生を防止するため、必要に応じ道路にお

ける風倒木の除去など応急対策を講じる。 

第２ 雪害の拡大防止 
 市等の道路管理者は、積雪による交通事故の発生を防止するため、道路の除雪を実施する。 

 市は、積雪による家屋の倒壊を防止するため、住民に対し、屋根の雪下ろし等、必要に応

じた支援に努める。 

 特に、一人暮らし高齢者世帯、障害者世帯、母子家庭等の除雪の担い手が不足する世帯に

おいては、民生委員・児童委員、町内会、消防団との連携に心がける。 
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第５章 救急・救助、医療及び消火活動 

災害発生後、被災者に対し救急・救助活動を行うとともに、負傷者に対し必要な医療活動

を行うことは、市民の生命・身体の安全を守るために最優先されるべき課題である。 

第１節 救急・救助活動 

第１ 住民・自主防災組織及び事業所による救急･救助活動 
 住民は、自らの身の安全の確保及び出火防止の措置を講じた後、家族や近隣住民の被災状

況を確認する。また、住民同士や自主防災組織による被災者の救出、応急処置に努める。 

 救急･救助活動に必要な資機材は、自ら所有する資機材を使用するほか、市や富岡行政県税

事務所等の資機材の貸し出しを受ける。 

 なお、消防本部、警察等による救急・救助に協力する。 

第２ 消防による救急・救助活動 
 消防本部は、次の要領で救急・救助活動を実施する。 

（１）救急・救助活動の原則 

ア 直ちに救急・救助体制を整えて必要な活動を行う。 

イ 生存者の救出を最優先に人員を投入する。 

ウ 要救助者が多数いる場合は、救命を必要とする者を優先する。 

エ 重機類等資機材を有効に活用する。 

オ 要救助案件が多発し多数の救助隊が活動する場合は、各隊相互間の連絡を密にし、

情報を共有するとともに役割分担及び携行資機材を調整するなどして効率的な救助

活動を行う。 

（２）活動要領 

ア 救助対象の状況把握 

消防本部は、次の事項について被災地域の情報を収集し、救助対象の実態の把握

に努める。 

（ア）医療機関の被害状況及び道路、橋梁等の被害状況並びに火災の延焼拡大に伴

う危険度 

（イ）建築物の倒壊状況 

（ウ）多数の負傷者及び要救助者が発生した地域 

（エ）車両部隊の出動可否と通行可能道路 

（オ）その他救急、救助活動上必要な事項 

イ 救助活動 

救助隊を編成し、被害状況及び火災発生状況等を考慮し、緊急度に応じて救助現

場に派遣する。 

ウ 傷病者の搬送 
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災害状況及び通行可能道路並びに医療機関等の収容可否を総合的に判断し、医療

機関等に搬送する。搬送した傷病者及び病床数については、常に把握し搬送に支障

のないように努める。 

また、道路等の途絶により救急車等による搬送が困難な場合は、ヘリコプターの

出動を県に要請する。 

エ 道路障害等により救急車が出動不能時の活動 

担架隊を編成し、重傷者を優先して救護所または安全な場所へ搬送する。要搬送

者が多数の場合は、付近住民の協力を求める。 

オ 重機類の活用 

協定に基づき、富岡建設組合等に重機の出動を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

第３ 応援要請 
 消防本部は、必要に応じ広域応援協定等に基づき他の消防機関に応援を求め、または消防

組織法第44条の規定に基づき、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」

を含む。）の派遣を要請するよう知事に求める。 

 また、災害救助犬の派遣団体から救助チームの派遣について申し出があったときは、積極

的に受け入れる。 

〔関係資料〕資料編２－１ 富岡甘楽広域市町村圏消防相互応援協定書 

         ２－２ 群馬県消防相互応援協定書 

         ２－３ 消防相互応援協定書 安中市 

         ２－４ 消防相互応援に関する協定書（吉井町、甘楽町） 

         ２－５ 関越自動車道、上信越道及び北関東自動車道における消防相互

応援協定書 

         ２－10 災害時の救急医療活動についての協定書 

第４ サイレントタイムの導入 
 生存者を救出するため、わずかな音や声を聞き分ける必要がある場合は、消防本部は、サ

イレントタイムを導入し、救出現場付近におけるヘリコプターその他の航空機の飛行及び車

両の通行を規制し、または自粛を要請する。 

第５ 関係機関の連携 
 消防本部、警察、自衛隊は、救急･救助活動が円滑かつ効率的に行われるよう、情報を共有

し、それぞれの役割を定め、協力して活動する。この際、必要に応じ、関係機関で構成する

調整会議を設置し、効果的な救助・救急、消火活動等に資する情報（要救助者の発見場所、

行方不明者の特定に資する情報、燃料補給の確保状況等）の共有及び調整を行う活動の円滑

化を図る。 
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第６ 惨事ストレス対策 
救助・救急活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、

消防本部は、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できる。 



第１編 風水害等対策編 第３部 風水害等応急対策計画 第５章 救急・救助、医療及び消火活動

97

第２節 医療活動 

第１ 医療機関による医療活動 
 被災地域内の医療機関は、次により医療活動を行う。 

（１）来院した傷病者または搬送された傷病者に対し治療を施す。 

（２）病院建物、医療設備等が被害を受けたときは、応急復旧を実施するとともに、必要に

応じライフライン事業者等に対し応急復旧の要請を行い、機能の回復に全力を尽くす。 

（３）医療機能の低下により傷病者の受け入れができなくなった場合、またはより設備の整

った医療機関に傷病者を転送する必要があると認める場合は、直ちに転院の措置を講ず

る。 

（４）転送先の検討にあたっては、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び群馬県

統合型医療情報システムを活用する。 

（５）傷病者の転送にあたっては、必要に応じ、市または県に要請し、ヘリコプターを有効

に活用する。 

第２ 救護所の設置及び救護班の派遣 
（１）医療体制 

市は、日本赤十字社群馬県支部現地対策本部の設置に協力するとともに、日本赤十字

社群馬県支部、消防本部、医師会等と連携し医療体制の確保に努める。 

（２）救護所の設置 

市は、医療機関の医療機能が低下した場合、多数の負傷者が生じた場合、被災地と医

療機関が離れている場合等で医療機関のみでは対応できないときは、救護所を設置する。

救護所の設置予定箇所は各避難場所等とし、必要に応じて設置する。 

（３）救護班の派遣 

市は、医師会、富岡甘楽歯科医師会（以下、「歯科医師会」という。）、富岡甘楽薬

剤師会（以下、「薬剤師会」という。）に救護班の編成を要請し、救護所に派遣する。 

また、日本赤十字社群馬県支部または県に対し、救護班（災害派遣医療チーム（群馬

ＤＭＡＴ）等）の派遣を要請する。 

（４）救護所での活動 

救護所では、次の医療活動を行う。 

【救護所での活動】 

①傷病者の応急手当 

②負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ） 

③後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

④転送困難な患者に対する医療の実施 

⑤死亡の確認 

⑥緊急時の助産 
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第３ 後方医療活動 
（１）医療施設の確保 

市は、重症者を市内の救急告示病院または災害拠点病院に収容するよう要請する。 

（２）医療施設への搬送 

救護所から救急告示病院または災害拠点病院へは救急車で搬送する。交通の状況によ

り救急車での搬送が困難な場合は、ヘリコプターでの搬送を県、自衛隊に要請する。 

【後方医療機関】 

救急告示病院 公立富岡総合病院 

災害拠点病院 ○基幹災害医療センター 

 前橋赤十字病院、 

○地域災害医療センター 

 群馬県済生会前橋病院、医療法人社団日高会日高病院、 

 桐生厚生総合病院、富士重工業健康保険組合総合太田病院、 

 公立藤岡総合病院、公立富岡総合病院、原町赤十字病院、 

 伊勢崎市民病院、伊勢崎佐波医師会病院、国立病院機構沼田病院、 

 利根中央病院、渋川総合病院 

〔関係資料〕資料編４－12 医療機関（病院、診療所、歯科、薬局） 

第４ 医薬品及び医療資機材の確保 
（１）医薬品・医療資機材の確保 

救護所では、医師等が持参する医薬品を使用する。不足する場合、薬剤師会等に要請

する。市では調達が困難なときは、県に要請する。 

（２）血液製剤等の確保 

輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、日赤血液センターに要請する。 

また、必要に応じて市民へ献血の呼びかけを行う。 

〔関係資料〕資料編４－12 医療機関（病院、診療所、歯科、薬局） 

第５ 慢性疾患患者等への対応 
 市は、人工透析患者等の慢性疾患患者への医療を確保するため、人工透析患者等の把握、

対応可能な医療機関の把握、患者の搬送、情報の周知等を行う。 
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第６章 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

救助・救急活動、医療活動を迅速に行うため、また、避難者に緊急物資を供給するために

は、交通を確保し、緊急輸送を行う必要がある。 

第１節 交通の確保 

第１ 交通状況の把握 
 市（市道等の道路管理者）は、通行可能な道路を迅速に把握して、県及び富岡警察署に連

絡する。 

第２ 交通規制等の実施 
（１）警察の交通規制 

県警察は、緊急輸送を確保するため必要な場合は、県及び市と協議の上（協議するい

とまがないときは協議を省き）、あらかじめ指定されている緊急輸送道路を参考にして、

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

たは制限すべき道路区間（以下「通行禁止区域等」という。）を決定し、交通規制を実

施する。この場合において、被災地への流入車両等を抑制する必要がある場合には、隣

接県警察の協力を求め、周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施する。 

（２）住民等への周知 

県警察は、交通規制を実施したときは、直ちに県、市その他の関係機関に連絡すると

ともに、テレビ、ラジオ、看板、交通情報板等により住民等に周知徹底を図る。 

（３）警察車両による先導等 

県警察は、緊急輸送を確保するため、必要な場合には、警察車両による先導等を行う。 

（４）道路上の車両等の移動 

警察官（警察官がその場にいないときは消防吏員または自衛官）は、通行禁止区域等

における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要があるときは、災害対策基本法

第76条の３の規定に基づき、道路上の車両その他の物件を道路外の場所に移動させる措

置をとるよう、当該物件の占有者、所有者または管理者に命じる。 

（５）道路上の車両等の移動に係る措置 

（４）の命令を受けた者が当該措置をとらないときまたはその命令の相手方が現場に

いないときは、警察官（警察官がその場にいないときは消防吏員または自衛官）は、自

ら当該措置をとる。 

（６）県公安委員会による放置車両等の移動の要請 

県公安委員会（警察本部・警察署）は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行う

ため必要があるときは、災害対策基本法第76条の４の規定に基づき、道路管理者に対し、

緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等

について要請する。
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（７）市の交通規制 

市は、市管理道路について、道路法第46条に基づき、道路の浸水、土砂の堆積、破損、

欠壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合、道路の構造を保全し、

または交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、または制限する

ことができる。その場合は、県警察にその旨を連絡する。 

第３ 道路啓開等 
 市（市道等の道路管理者）は、所管の道路、橋梁について被害状況を把握し、緊急輸送道

路を最優先に、道路啓開等（雪害においては除雪を含む。）を行い、道路機能の確保に努め

る。また、警察署と連携して危険な道路の通行の禁止または制限等の措置などを講じるとと

もに、被災道路、橋梁に対する応急措置を行う。 

（１）被災状況の把握 

災害が発生したときは、道路パトロール区分図に基づき所管内の道路パトロールを行

い、道路・橋梁及び占用物件の被災状況を把握する。 

（２）放置車両等の移動 

市は、市管理道路において、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通

行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、災害対策基本法第76条の６の規

定に基づき、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等におい

ては、市は、自ら車両の移動等を行う。 

（３）知事による指示 

   知事は、災害対策基本法第76条の７の規定に基づき、道路管理者である市に対し、必

要に応じて、ネットワークとして緊急通行車両の通行ルートを確保するために広域的な

見地から指示を行う。 

（４）道路上の障害物の除去 

路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等により通行に支障がある場合には、協定に基づき一

般社団法人群馬県建設業協会富岡支部、富岡建設組合等に出動を依頼して障害物の除去

を行い、迅速に通行可能にする。 

また、危険箇所には道路標識や警戒要員を配置するなどの措置をとる。なお、道路上

の障害物の除去は、緊急輸送等に必要な路線を優先して行う。 

（５）道路・橋梁の復旧対策 

緊急巡回、緊急点検によって得られた情報を整理検討のうえ、市（市道等の道路管理

者）及び占用者と協議し、応急復旧の方針を決定し、応急復旧を行う。 

〔関係資料〕資料編２－15 災害時における応急業務に関する協定 

         ２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

         ４－６ 緊急輸送道路 
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第４ ヘリポートの確保 
 市は、航空輸送の必要がある場合は、開設予定箇所の状況を把握して、臨時ヘリポートの

開設場所を決定し、その周知徹底を図る。 

 また、被災により使用不能な場合は、直ちに応急復旧を行う。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 

第５ 輸送拠点の確保 
 市は、緊急輸送道路ネットワークを参考に、被害状況、道路等の損壊状況を考慮した上で、

輸送拠点として物資集積拠点を開設するとともに、輸送体制を確保する。また、関係機関、

住民等にその周知徹底を図る。 

 また、輸送拠点に災害応急対策に使用する物資、救援物資等を集積し、効率的な収集配送

が行われるよう、職員を配置して管理するとともに、必要に応じて、民間事業者のノウハウ

や能力等の活用を図る。 

〔関係資料〕資料編４－６ 緊急輸送道路 

         ４－７ 輸送拠点 
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第２節 緊急輸送 

第１ 緊急輸送の原則 
（１）輸送にあたっての配慮事項 

輸送にあたっては、次の事項に配慮する。 

ア 人命の安全 

イ 被害の拡大防止 

ウ 災害応急対策の円滑な実施 

（２）輸送の優先順位 

優先順位 輸 送 内 容 

第１段階 ア 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ウ 政府災害対策要員、指定地方行政機関災害対策要員、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応急対策に必要

な要員・物資等 

エ 後方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 

第２段階 ア 第１段階の続行 

イ 食料、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 

第３段階 ア 第１段階、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 

第２ 輸送手段の確保 
（１）輸送車両の確保 

ア 市有車両の確保・配車 

市は、市有車両その他の車両を管理し、各班からの配車要請に基づいて配車を行う。 

イ 車両の確保 

市は、市有車両では不足が生じる場合は、民間会社または県を通じて（一社）群

馬県トラック協会に車両の確保を要請する。 

ウ 燃料の確保 

市は、市有車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売業者から調

達する。必要とする燃料等が調達不能となった場合、県に対して調達及びあっせん

を要請する。 
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（２）バス輸送の確保 

市は、被災者の避難、入浴施設・商業施設への送迎等の交通手段としてバスが必要と

なった場合は、バス事業者に運行を要請する。 

（３）鉄道輸送の確保 

市は、自動車による輸送が困難な場合または鉄道による輸送が効率的な場合は、鉄道

による輸送を鉄道事業者に要請する。 

（４）ヘリコプターの確保 

市は、陸上輸送が困難な場合またはヘリコプターによる輸送が効率的な場合は、県を

通じて、ヘリコプターを確保する。 

第３ 緊急通行車両 
（１）緊急通行車両の区分 

緊急通行車両の確認にあたっては、災害応急対策の緊急度及び重要度に応じ、次のと

おり対象車両を区分する。 

【緊急通行車両の区分】 

第１順位

の対象車

両 

ア 救助・救急活動、医療活動従事者、医薬

品等人命救助に要する人員、物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のため

の人員、物資 

ウ 被害情報収集のための政府、地方公共団

体の人員 

エ 医療機関に搬送する重傷者 

オ 交通規制に必要な人員及び物資 

 これらを輸送する車両について

は、緊急通行車両の確認事務を行

うことなく通行可能とする。 

カ 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

保安要員等初動の応急対策に必要な要

員・物資等 

キ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の

応急復旧等に必要な人員及び物資 

 これらを輸送する車両について

は、上記の車両の活動に支障がな

いと認められるときは、緊急通行

車両の確認事務を行うことなく通

行可能とする。 

第２順位

の対象車

両 

ア 食料、水等生命の維持に必要な物資 

イ 軽傷者及び被災者の被災地外への輸送 

ウ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及

び物資 

 これらを輸送する車両について

は、第１順位の車両の活動に支障

がないと認められる場合に、緊急

通行車両の確認事務を行うことに

より通行可能とする。 

第３順位

の対象車

両 

ア 災害復旧に必要な人員及び物資 

イ 生活必需品 

 これらを輸送する車両について

は、第１順位、第２順位の車両の

活動に支障がないと認められる場

合に、緊急通行車両の確認事務を

行うことにより通行可能とする。 
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（２）緊急車両の確認 

緊急車両の確認は知事（危機管理室・富岡行政県税事務所）または県公安委員会（警

察本部・警察署）が行う。 

（３）確認手続き 

市は、災害対策に使用する車両について、「緊急通行車両使用申出書」を県または公

安委員会に提出し、「緊急通行車両確認証明書」及び標章の交付を受ける。 

交付された標章は、運転者席の反対側（助手席）の内側ウインドウガラス上部の前面

から見やすい箇所に貼付し、証明書は、当該車両に備えつける。 

〔関係資料〕資料編５－７ 緊急通行車両使用申出書、緊急通行車両確認証明書、標章、確認処理簿 
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第７章 避難の受入活動 

風水害又は雪害の発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合に、安全が確保される

までの間あるいは住家が被害を受け復旧がなされるまでの間、当面の居所を確保することは、

住民の安全を確保するとともに、精神的な安心につながるものである。 

さらに、応急仮設住宅の提供など、被災者の住生活の回復への第１歩を用意する必要があ

る。 

第１節 避難誘導 

 避難誘導は、地域の自主防災組織、町内会が中心になって行い、特に避難行動要支援者の

支援を優先する。災害の危険がある場合には、避難勧告、避難指示（緊急）の発令、警戒区

域の設定を行い、住民の安全の確保を図る。 

第１ 避難の勧告・指示等 
（１）避難準備・高齢者等避難開始・避難の勧告・指示（緊急）の実施 

ア 市長（本部長）または法令により権限を有する者は、住民の生命、身体及び財産を

災害から守るため必要と認めるときは、速やかに避難準備・高齢者等避難開始・避難

の勧告・指示（緊急）を行う。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。 

  イ 市は、市民に対する避難のための準備情報の提供や勧告・指示等を行うにあたり、   

対象地域の適切な設定等に留意するとともに、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準備情報の提供に努める。 

  ウ 市は、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公共施設等において行うなど、適時

適切な避難誘導に努める。 

  エ 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市民等自身が判断する場合は、「近

隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、市は、市

民等への周知徹底に努める。 

  オ 市は、避難時の周囲の状況等により避難のために立退き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きは、市民等に対し、屋内での待避等の安全確保措置を

指示する。 

  カ 市は、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、避難準備・高齢者等避

難開始の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開設し、市民等に対し周知徹底を図る。 

キ 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告又は指示（緊急）に係る「発令者」、「措
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置」及び「発令する場合」は、表１のとおりである。また、避難勧告等により立ち退

き避難が必要な市民がとるべき行動は表２のとおりである。 

【表１】 

 命 令 者 措 置 発令する場合 

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始

市長 

(災害対策基本法第56条) 

・要配慮者の避

難開始 

・一般住民の避

難準備 

災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、特に必要

があると認められるとき。 

避
難
勧
告

市長または知事 

（災害対策基本法第60条） 

・立退きの勧告

・立退き先の指

示 

・屋内安全確保

の指示 

 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、特に

必要があると認められるとき。 

 知事は、市長がその全部または

大部分の事務を行うことができ

なくなったとき。 

避

難

指

示
（
緊

急
）

知事及びその命を受けた職員ま

たは水防管理者（水防法第29条）

・立退きの指示  洪水により著しい危険が切迫

していると認められるとき。 

知事及びその命を受けた職員 

（地すべり等防止法第25条） 

・立退きの指示  地すべりにより著しい危険が

切迫していると認められるとき。

市長または知事 

（災害対策基本法第60条） 

・立退きの指示

・立退き先の指

示 

・屋内安全確保

の指示 

（避難の勧告と同じ） 

警察官 

（災害対策基本法第61条） 

・立退きの指示

・立退き先の指

示 

 市長が避難のための立退きを

指示することができないと認め

るとき、または市長から要求があ

ったとき。 

警察官 

（警察官職務執行法第４条） 

・避難の指示  天災、事変、工作物の損壊等に

より、人の生命、身体、財産が危

険または重大な損害を被る事態

において、特に急を要するとき。

自衛官 

（自衛隊法第94条） 

・避難の指示  天災、事変、工作物の損壊等に

より、人の生命、身体、財産が危

険または重大な損害を被る事態

で、特に急を要する場合で、警察

官がその場にいないとき。 

避難勧告等の発令基準は、資料編３－９避難勧告等の発令基準による。 

また、流域の雨量や河川水位の状況、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現

場の巡視報告、通報等を考慮し、総合的かつ迅速に行う。 
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【表２】 

区  分 立ち退き避難が必要な住民がとるべき行動 

避難準備・

高齢者等避難

開始 

・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・

高齢者等避難開始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。 

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、「安全な待避場所」（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。 

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。 

〔関係資料〕資料編３－９ 避難勧告等の発令基準 

（２）伝達方法 

市は、避難準備・高齢者等避難開始・避難の勧告または指示（緊急）を伝達する場合、

防災行政用無線（固定系）、緊急情報メール、サイレン、広報車、テレビ・ラジオ放送

等の手段を活用し、対象住民に迅速かつ的確に伝達する。特に、夜間や早朝に突発的局

地的豪雨が発生した場合におけるエリアを限定した伝達について、エリア限定の有効性

や課題等を考慮した上で検討する。 

   また、伝達にあたっては、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

ること、その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように

伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努める。 

なお、避難準備・高齢者等避難開始・避難の勧告または指示（緊急）を行う際に明示

する事項は、次のとおりとする。 
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【避難時に明示する事項】 

①避難対象地域                ②避難を必要とする理由 

③避難先（屋内安全確保を含む）        ④避難経路 

⑤避難時の注意事項（災害危険箇所の存在等） 

（３）関係機関への連絡 

市は、避難準備・高齢者等避難開始・避難の勧告または指示（緊急）を行ったときは、

その内容を速やかに県（富岡行政県税事務所を経由して危機管理室）、警察署、消防本

部等に連絡する。 

（４）解除 

市長（本部長）は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難の勧告

等を解除し、市民に周知するとともに、速やかにその旨を県、関係機関に報告する。な

お、解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

第２ 避難誘導 
（１）避難誘導 

住民の避難誘導は、自主防災組織、町内会等が災害の規模、状況に応じて、あらかじ

め地域ごとに定められた避難場所まで行う。避難は原則として徒歩とする。避難誘導は、

負傷者、避難行動要支援者を優先して行う。 

施設等の避難誘導は、施設管理者等が最寄りの避難場所まで行う。 

【避難誘導者】 

避難対象 避難誘導担当者 

在宅者 町内会・自主防災組織等、消防団 

公共施設の利用者 公共施設の管理者及び勤務職員 

交通機関の利用者 管理者及び乗務員 

事業所等の従業員・利用者 施設の防火管理者及び管理責任者等 

（２）避難行動要支援者の避難誘導 

在宅の避難行動要支援者の避難は、民生委員・児童委員、地域の自主防災組織等が支

援する。 

ただし、自力及び家族等の支援による避難が困難な避難者は、市が準備した車両等で

避難させる。 

（３）携行品の制限 

携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度のものとする。 

第３ 要配慮者への配慮 
市は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等要配慮者について、避難の遅れや避難

途中での事故が生じないよう、地域住民や自主防災組織の協力を得て、避難準備・高齢者等
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避難開始、避難の勧告又は指示（緊急）を確実に伝達するとともに避難の介助及び安全の確

保に努める。 

第４ 警戒区域の設定 
（１）市長による警戒区域の設定 

災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、人の生命または身

体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長は、災害対策基本

法第63条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者

に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、または当該区域からの退去を

命ずる。 

（２）警察官による代行措置 

（１）の場合において、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の吏員が

現場にいないとき、またはこれらの者から要求があったときは、警察官は災害対策基本

法第63条第２項の規定に基づき当該職権を行う。 

（３）自衛官による代行措置 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、（１）の場合において、市長その他市長の職

権を行う者が現場にいないときは、災害対策基本法第63条第３項の規定に基づき当該職

権を行う。 

（４）関係機関への連絡 

市は、警戒区域を設定したときは、その内容を速やかに県（富岡行政県税事務所を経

由して危機管理室、または直接危機管理室）、警察署、消防本部等に連絡する。 
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第２節 避難場所及び避難所の開設・運営 

 避難場所及び避難所の運営は、自主防災組織等による自主運営を原則とし、市職員や施設

管理者はその支援を行う。 

 避難場所及び避難所では、要配慮者に対して、専用スペースの設置、介護ボランティア等

による支援を行うとともに、福祉避難所を開設し要配慮者に配慮した対策を図る。 

第１ 指定緊急避難所の開設 
（１）市は、発災時（災害が発生するおそれがある場合を含む。）には、必要に応じ、避難準

備・高齢者等避難開始の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し周

知徹底を図る。 

（２）市は、緊急避難場所を開設したときは、開設の状況を速やかに県（行政県税事務所を

経由して危機管理室、行政県税事務所に連絡がつかない場合は、直接危機管理室）、警察

署、消防本部に連絡する。 

第２ 指定避難所の開設 
（１）指定避難所の開設 

避難勧告等を行う場合、総務部は避難場所及び避難所派遣職員に指定避難所の開設を

指示し、住民等に対し周知徹底を図る。 

また、市は、災害の規模や予測される避難期間等を勘案し、要配慮者の避難生活の負

担を軽減するため、事前に指定または協定を締結した施設を福祉避難所として開設する。

施設の管理者、職員等は、開設に協力する。 

なお、避難場所及び避難所派遣職員は、あらかじめ指名する。 

（２）避難施設の確認 

避難場所及び避難所派遣職員は、施設の管理者等と協力し、施設の状況を確認する。

避難場所及び避難所が施設損壊により危険な場合には、立ち入り禁止の表示をし、地域

住民の協力を得る。必要に応じて、他の避難場所及び避難所への誘導を行う。 

（３）本部への連絡 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所や避難者の状況を電話または防

災行政用無線等により本部へ連絡する。市は本部で受けた避難情報を取りまとめる。 

（４）市は、避難所及び福祉避難所を開設したときは、開設の状況を速やかに県(富岡行政県

税事務所を経由して危機管理室、富岡行政県税事務所に連絡がつかない場合は、直接危

機管理室)、警察、消防機関等に連絡する。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第３ 避難場所及び避難所の運営 
（１）避難場所及び避難所運営組織 

避難場所及び避難所の運営は、原則として町内会や自主防災組織を中心とした避難者
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の自主運営にて行う。自主防災組織等は、組織のリーダーからなる避難場所及び避難所

自治組織をつくり、自主的な運営を行う。 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織の確立やボランティア

等との調整を行う。 

（２）避難者に係る情報の把握 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織の協力を得て、避難者

名簿を作成するとともに、応急物資等に対する避難者の需要を把握する。また、自治会

や自主防災組織、消防団、ＮＰＯ、ボランティア等関係機関と連携し、指定避難所以外

の場所に避難した被災者（以下「在宅避難者等」という。）の情報把握に努める。 

この際、特に避難してきた要配慮者の情報把握に努めるとともに、要配慮者の特性に

応じた応急物資等の需要把握に努める。

（３）ボランティアへの協力要請 

避難場所及び避難所では、食料、生活必需品の供給、炊き出し等にボランティアの協

力を得る。避難場所及び避難所派遣職員は、必要に応じてボランティアの派遣を要請す

る。 

（４）避難場所及び避難所事務所の開設 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所内に避難場所及び避難所事務所

を開設し、運営の拠点とする。 

（５）避難場所及び避難所運営記録の作成 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所の運営状況について、避難場所

及び避難所運営記録を作成し、１日に１度、本部へ報告する。また、病人発生等、特別

な事情のあるときは、そのつど必要に応じて報告する。 

市は、避難場所及び避難所に関する情報を取りまとめる。また、定期的に避難者収容

状況を県に報告する。 

（６）避難者への情報提供 

市は、住民の安否や応急対策の実施状況等避難者から望まれる情報を適宜提供する。

また、情報提供にあたっては、在宅避難者や避難場所及び避難所施設以外の避難者等へ

配慮した提供に努める。

〔関係資料〕資料編５－８ 避難者名簿様式 

第４ 避難場所及び避難所設備の整備 
（１）スペースの配置 

避難場所及び避難所派遣職員は、施設管理者等と協力して避難場所及び避難所の各ス

ペースを配置する。 

【スペース例】 

①生活スペース       ②休憩スペース       ③更衣スペース 
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④洗面・洗濯スペース    ⑤救護所スペース      ⑥物資保管スペース 

⑦配膳・配給スペース    ⑧駐車スペース        ⑨女性用物干しスペース 

⑩授乳スペース 

（２）設備・備品の設置 

避難生活に必要な設備・備品を設置する。不足の設備、備品は市が確保する。 

【避難場所及び避難所の設備例】 

①暖房器具      ②冷房器具     ③扇風機     ④仮設トイレ 

⑤公衆電話      ⑥給湯設備     ⑦掲示板     ⑧間仕切り 

⑨食器、調理器具   ⑩清掃用具 

第５ 生活の支援 
（１）飲料水・食料・物資の供給 

避難場所及び避難所派遣職員は、飲料水・食料・物資を市本部に要請する。避難者へ

の配布は、避難場所及び避難所自治組織が実施する。 

（２）衛生管理 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織、保健師、ボランティ

ア等と協力して、避難場所及び避難所の衛生対策を行い居住環境の保持や避難者の健康

管理に努める。 

（３）入浴支援 

市は、自衛隊の入浴支援及びホテル、公衆浴場等の入浴施設等確保により被災者に対

し入浴サービスを提供する。 

第６ 良好な生活環境の確保 
（１）市は、次により、避難場所及び避難所における良好な生活環境の確保に努める。 

ア 受け入れる避難者の人数は当該避難所の受入能力に見合った人数とし、避難者数が

受入能力を超える場合は、近隣の避難所と調整し適切な受入人数の確保に努める。 

イ 保健･衛生面等に注意を払い､必要に応じ避難場所及び避難所に救護所を設置し、ま

たは救護班を派遣する。 

ウ 避難の長期化等により、必要に応じプライバシーの確保等に配慮する。 

エ 避難場所及び避難所自治組織やボランティア等の協力を得て、役割分担を確立し、

秩序ある生活を保持する。 

オ 避難場所及び避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、水、

食料その他生活必需品の配給については、平等かつ効率的な配給に努める。 

カ 安全の確保と秩序の維持を図るため必要と認めるときは、警察署や自主防犯組織等

の協力を得て防犯活動を実施する。 

  キ 必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 
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（２）市は、避難場所及び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主体的に関与する運営に早期に

移行することができるよう、その立ち上げを支援する。 

（３）避難者は、避難場所及び避難所の運営に積極的に参加し、自治の確立に努める。 

第７ 要配慮者への配慮 
 市は、避難場所及び避難所の運営にあたっては、高齢者、障害者等の要配慮者の健康状態

の保持に十分配慮し、精神衛生を含む健康相談を行い、必要に応じ福祉避難所への移動や福

祉施設等への入所、ヘルパーの派遣、車椅子等の手配を行う。 

 また、要配慮者を対象とした相談窓口を設置するなどし、要配慮者のニーズの迅速な把握

に努める。 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第８ 男女のニーズの違いへの配慮 
市は、避難場所及び避難所の運営にあたっては、次により、男女のニーズの違いや女性に対

する暴力の防止等に配慮した運営を行うよう努める。 

（１）避難場所及び避難所運営担当職員や保健師に女性を配置する。 

（２）避難場所及び避難所運営体制への女性の参画を進める。 

（３）避難場所及び避難所内に更衣室や授乳室、女性用物干し場等のスペースを確保する。 

（４）プライバシーを確保するために間仕切り等を設置する。 

（５）関係機関等と連携し、女性相談窓口を開設する。 

（６）安全を確保するために巡回警備や防犯ブザーの配布等を実施する。 

第９ 在宅避難者等への配慮 
県及び市は、在宅避難者等がその生活に困難をきたしている場合は、避難者用の応急物資

を在宅避難者等へも配給するなど配慮する。 

特に、在宅避難者等の要配慮者についての状況把握に配慮し、必要な情報提供に努めると

ともに、福祉避難所への移動等必要な支援を実施する。 

第10 避難場所及び避難所の早期解消 
 市は、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

や空き家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難場所及び避難所の早期解消に努め

る。 

また、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、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難場所及び避難所を設置・維持することの

適否を検討する。 
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第３節 被災住宅の応急修理等 

 災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理や障害物の除去は県が行う。市は県からの

委託を受けて住宅の必要最小限の修理や日常生活に著しい支障を及ぼす障害物の除去を行う。 

 家屋の解体は生活再建支援資金などにより所有者が行い、市は窓口等を設置して支援する。 

第１ 住宅の応急修理・障害物の除去 
（１）住宅の修理 

市は、相談窓口を設置し住宅の応急修理の相談等を受ける。応急修理の対象は、居室、

炊事場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限とする。 

（２）障害物の除去 

市は、障害物除去の相談窓口を設置し、災害により日常生活に欠くことのできない場

所（居室、炊事場、便所等）に堆積した土砂、立木などで日常生活に著しい支障を及ぼ

す障害物の除去を支援する。 

第２ 家屋の解体支援 
 家屋の解体は、生活再建支援資金等により家屋の所有者が、解体、撤去、処理場までの運

搬を行う。市は、相談窓口を設置して支援を行う。 

第３ 災害廃棄物の処理 
（１）災害廃棄物の収集・処理計画の作成 

市は、県等と連携し災害により生じたがれき等の災害廃棄物の量を推計し、必要な運

搬・処理体制を検討し「がれき収集・処理計画」を作成する。 

（２）廃棄物の処理 

市は、県と連携して公共用未利用地に仮置き場を設置し、廃棄物の処理を行う。廃棄

物は、分別等を行い適正に処理を行う。 

（３）石綿を含む廃棄物の処理 

 市は、被災した建築物等の解体撤去等により、一時的に大量に発生する石綿を含む廃

棄物の処理を適正に行うため、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」

に基づき、一時保管場所の選定、広域的な連携による処理体制の整備等により、石綿の

飛散防止を図る。 
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第４節 応急仮設住宅等の供給 

第１ 応急仮設住宅の提供 
 災害救助法が適用された場合は、県が応急仮設住宅を建設する。権限を委任された場合は

市が行う。 

（１）需要の把握 

市は、災害後に被害調査の結果から仮設住宅の必要な概数を把握する。また、災害相

談窓口または避難場所にて、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。 

応急仮設住宅の対象者は、り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者で

ある。なお、これ以外の者への適用については、県との協議により決定する。 

【応急仮設住宅の対象者】 

次のいずれかの条件に該当する被災者 

①住宅が全焼、全壊または流失した被災者 

②居住する住家がない被災者 

③自らの資力をもってして、住宅を確保できない被災者 

  1) 生活保護法の被保護者及び要保護者 

  2) 特定の資産のない高齢者、障害者、母子世帯、病弱者等 

  3) 上記に準ずる被災者 

（２）建設用地の確保 

市は、仮設住宅の建設地としてライフライン、交通、教育等の利便性を考慮して、公

有地を優先して選定する。 

（３）仮設住宅の建設 

市は、県の定める応急仮設住宅設置要領等に基づいて、原則として市の工事指名登録

業者の中から緊急に請負契約し建設する。 

なお、気象条件や要配慮者に配慮して、冷暖房設備の設置、段差の排除等に配慮する

など、要配慮者の居住に適した構造の住宅の建設に努める 

（４）民間賃貸住宅の活用 

県または市は、民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における災害や、応急仮設住

宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時

等には、民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用する。 

（５）入居者の選定 

市は、入居者の選定にあたり、福祉担当者、民生委員・児童委員等による選考委員会を

設置して決定する。選定に際しては、それまでの地域的な結びつきや近隣の状況、要配慮

者及びペットの飼養状況に対する配慮を行い、コミュニティの形成にも考慮する。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の優先的入居に配慮す

る。 

（６）その他の措置 
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応急仮設住宅を同一敷地内または近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は

居住者の集会等に利用するための施設を設置する。 

また、要配慮者への措置として、社会福祉施設等を福祉仮設住宅として利用すること

ができる。 

（７）維持管理 

市は、市営住宅に準じて応急仮設住宅の維持管理を行う。 

〔関係資料〕資料編４－８ 応急仮設住宅設置予定地 

第２ 公営住宅のあっせん 
 市は、住宅を失った被災者に対して、公営住宅の空室状況を調査し、被災者に情報を提供

する。 

第３ 応急仮設住宅の運営管理 
（１）市は、応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、応急仮設住宅における安全・

安心の確保、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、女性を始めとする

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

家庭動物の受入れに配慮する。 

（２）市は、学校の敷地にある応急仮設住宅の運営にあたっては、入居者と学校関係者の交

流と相互理解を促進し、精神的な負担の軽減に努める。 
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第５節 広域一時滞在 

広域的、大規模な災害が発生した場合には、被災した住民の避難が市内だけでなく、県内

の他市町村や他都道府県内の他市町村にまで及ぶことが想定される。 

このため、以下に、広域一時滞在が必要となった場合の手続等について定める。なお、市

町村間の相互応援協定等に基づき、住民の広域一時滞在を行う場合は、本規定は適用しない

こととするが、この場合においても、市は、他市町村等へ住民の広域一時滞在に係る協議を

行う段階等において、県（危機管理室）へ広域一時滞在に係る情報を適宜報告する。 

第１ 県内の他の市町村への広域的な避難等 
(１) 市は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、県内の他市町村への

広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合におい

ては、当該市町村に直接協議する。 

(２) 市は、（１）により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を県（危機管理室）

に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議

の開始の後、遅滞なく、報告する。 

(３) 市が受入れ可否の通知を受けたときは、速やかにその内容を公示し、県（危機管理室）

に報告する。 

(４) 市は、協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、住民

に周知するとともに、迅速な避難誘導を行う。 

第２ 他の都道府県の市町村への広域的な避難等 
(１) 市は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、他の都道府県内の他

の市町村への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断し

た場合においては、県（危機管理室）に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

(２) 市は、県から受入れ可否の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示する。 

(３) 市は、県外の協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、

住民に周知するとともに、迅速な避難誘導を行う。 
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第６節 県境を越えた広域避難者の受入れ 

広域的、大規模な災害が発生した場合には、近隣の都県等（以下「被災県」という。）か

ら多数の避難者を県内に受け入れることが想定される。 

このため、市においては、県境を越えた広域避難者（以下「広域避難者」という。）の受

入れに迅速に対応できるよう受入体制を整備するとともに、被災県からの災害救助法等に基

づく応援要請があった場合は、市内の被災状況等を勘案しつつ、要請内容に基づき、速やか

に広域避難者の受入れを実施する。 

第１ 被災県からの情報収集及び連絡体制の整備 
市は、広域避難者が多数想定される場合、県を通じて、被災県と密接に連携を取り、避難

者数や避難者住所等の情報について積極的な情報収集に努める。 

第２ 受入可能な避難施設情報の把握 
（１）市は、あらかじめ指定した避難場所の中から、受入可能な施設を選定し、県に報告す

る。なお、選定にあたっては、安全な避難を確保できる施設を選定する。 

（２）市は、必要に応じて、公営及び民間の賃貸住宅の空室状況を調査し、当該住宅の所有

者又は管理者の協力を得て、広域避難者に対し入居のあっせんを検討する。また、市営

住宅の空室等での受入れも検討する。 

第３ 広域避難者受入総合窓口の設置 
（１） 市は、市内の避難場所間の連絡調整や広域避難者の避難場所への割り振り等市内の広

域避難に係る総合調整を実施するため、「市広域避難者受入総合窓口」を設置する。市

は、広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、速やかに県へ報告する。 

（２）市は、広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、あらゆる広報媒体を活用して、広

域避難者へ広域避難者受入総合窓口に係る情報提供を図る。 

（３）市は、広域避難者受入総合窓口において、電話相談窓口を設置するなどし、広域避難

者からの避難に係る相談等に適切に対応できるよう体制整備を図る。 

第４ 県内自治体との協力 
市は、県等が開催する連絡会議に参加するなどし、広域避難者の受入れに係る情報共有に

努めるとともに、協力して広域避難者への支援に当たる。 

第５ 広域避難者の受入れ 
（１）市は、県から通知を受け、避難場所を開設し、広域避難者受入れを実施する。 

（２）被災市町村は、県と被災県との調整結果に基づき、広域避難者に対し、避難先施設を

伝達する。広域避難者は、伝達された避難場所へ向かう。 

なお、県と被災県が調整を実施する暇がない場合は、広域避難者は、開設された県又

は市の広域避難者受入総合窓口へ連絡し、県及び市が調整した結果に基づき、市の運営
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する避難場所へと移動する。 

（３）交通手段を持たない広域避難者の移動について、被災県又は被災市町村が手配できな

い場合は、必要に応じて、市においてバス等の移動手段を検討する。 

第６ 避難所の運営 
（１）広域避難者に係る情報の把握等 

第７章第２節第２の規定を準用する。 

（２）良好な生活環境の確保及び要配慮者等への配慮 

第７章第２節第５～第７の規定を準用する。 

（３）広域避難者に係る情報等の県への報告 

市は、避難所において実施している救助の内容や広域避難者に係る情報など避難場所運

営の状況を適宜、県へ報告する。 

（４）被災県からの情報等の避難者への提供 

市は、県から提供を受けた広域避難者の生活支援関連情報等について、広域避難者へ随

時提供する。 

第７ 応急仮設住宅等の提供 
市は、広域避難者の健全な住生活の早期確保のため、必要に応じて、被災県からの要請に

基づき、既存の公営及び民間の賃貸住宅を借り上げするなどし、広域避難者へ応急仮設住宅

等として提供する。 

また、提供にあたっては、要配慮者の優先的入居に配慮する。 

第８ 小中高校等における被災児童・生徒の受入れについて 
市教育委員会は、広域避難者の避難が長期化する場合などにおいて、避難児童・生徒の市

内小中学校等への通学が必要となる際は、避難児童・生徒及びその保護者の意向を確認した

上で、被災県教育委員会及び被災市町村教育委員会と調整し、転入学や学校への一時受入れ

などの対応を実施する。 

第９ 避難所の閉鎖 
市は、被災県及び県と密接な連携を取り、県から通知を受けたときは、速やかに避難所を

閉鎖する。 
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第８章 食料・飲料水・生活必需品等の調達、供給活動 

市、県等は、被災者の生活を維持するため、必要な食料、飲料水及び毛布等生活必需品等

を調達・確保し、需要に応じて供給・分配を行う必要がある。 

第１節 飲料水の供給 

第１ 需要の把握 
 市は、水道施設の被災状況、断水の状況、避難場所、病院等の情報を収集し、給水需要を

把握する。需要量の把握にあたっては、被災者のニーズが時間の経過とともに変化すること

を踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

第２ 応急給水計画等の作成 
（１）応急給水計画等の作成 

市は、被災状況等の情報に基づき、給水方法、給水資機材の調達、給水拠点、要員配

置等を定めた応急給水計画を作成する。 

（２）水源の確保 

市は、配水場、浄水場、配水池等の水源を確認し、水補給水源とする。また、民間会

社の大型受水槽等を水源として使用できるように協力を要請する。 

（３）保存水の確保 

市は、保存水を流通業者、製造販売業者から確保する。確保が困難な場合は、県、他

市町村に応援を要請する。 

（４）資機材、車両等の確保 

市は、応急給水に必要な資機材、車両等を協定に基づき、民間会社、管工事協同組合、

日本水道協会等に要請し確保する。 

（５）給水拠点の周知・広報 

市は、給水拠点を設定したときは、本部等を通じて市民へ広報する。 

〔関係資料〕資料編２－19 災害時における救援物資提供に関する協定書 

２－24 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

２－29 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－34 災害時における救援物資供給に関する協定書 

２－37 災害時における飲料水供給に関する協定書 

         ４－９ 補給水利の所在地及び水量 

第３ 応急給水 
（１）優先給水 

市は、断水地区の医療機関、学校、要配慮者利用施設等を優先して給水する。 

（２）給水方法 
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市は、次の方法で、給水源の確保、搬送等を行う。 

ア 給水車による避難場所での給水 

イ 病院・学校の受水槽への給水 

ウ 消火栓の活用 

住民へは、持参したポリ容器などに給水し、要配慮者には市で用意した携帯用給水袋

により、地域住民の協力を得て可能な限り戸口で給水できるようにする。 

なお、給水車等による給水が十分でない場合は、ペットボトル等の保存水を配布する。

【給水量の基準】 

項 目 
経過日数 

災害発生～３日 ４日～10日 11日～21日 22日～ 

目標応急

給水水量
３ﾘｯﾄﾙ/人・日 20ﾘｯﾄﾙ/人・日 100ﾘｯﾄﾙ/人・日 250ﾘｯﾄﾙ/人・日 

用途 

生命維持に必要最

低限の水 

調理、洗面など最

低生活に必要な水

調理、洗面及び最

低の浴用、洗濯に

必要な水 

被災前と同様の生

活に必要な水 
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第２節 食料の供給 

第１ 需要の把握 
 市は、各避難場所派遣職員からの請求をもとに食料の需要を把握する。対象は避難者及び

在宅の被災者を含む。なお、需要量の把握にあたっては、被災者のニーズが時間の経過とと

もに変化することを踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

第２ 食料の確保 
（１）食料供給の対象者 

食料供給の対象者は、次のとおりである。 

【食料供給の対象者】 

①避難指示（緊急）等に基づき避難場所に収容された人 

②住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

③孤立集落滞在者 

④旅行者、市内通過者などで他に食料を得る手段のない人 

⑤施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑥その他、食料の調達が不可能となった人 

（２）食料の確保 

市は、備蓄食料、市内事業者から食料を確保する。市内事業者から調達ができない場

合は、県に要請する。確保する食料は、おにぎり、パン、弁当、アルファ米食品、粉ミ

ルク、ペットボトル飲料等とし、アレルギー除去食品や要配慮者に配慮した食品も供給

する。 

また、市内事業者との協定の締結を進め、食料の確保に努める。 

（３）政府所有の米穀・乾パンの調達 

市は、県を通じて、乾パン及び乾燥米飯の供給を群馬農政事務所に要請する。 

また、災害救助法が適用された場合は、「災害救助法または国民保護法が発動された場

合における災害救助用米穀等の緊急引渡要領」（平成18年６月15日18総食第294号）及び

「災害救助法または国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡

に関する協定」（群馬県知事～群馬農政事務所長）に基づき、群馬農政事務所に要請する。 

第３ 食料の供給 
（１）備蓄食料の供給 

食料供給開始までの間は、原則として、市民、事業所自らが備蓄した食料をあてる。 

また、各避難場所派遣職員及び町内会、自主防災組織は、備蓄倉庫等に保管してある

備蓄食料を必要に応じ避難者へ供給する。 
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（２）食料の輸送 

食料の輸送は、食料供給事業者または協定輸送業者が直接、避難場所に輸送し、孤立

集落へはヘリコプターにて輸送する。また、必要に応じて食料集配拠点を設置する。 

（３）食料の分配 

各避難場所派遣職員は、避難場所において、避難場所自治組織、ボランティア等の協

力により食料を分配する。 

（４）炊き出し 

避難生活が落ち着いた段階で、パン、弁当等の供給と併用して炊き出しを実施する。 

市は、自衛隊、赤十字奉仕団、町内会、自主防災組織等に炊き出しを要請するととも

に、炊き出しに必要な食材、燃料、調理器具等を確保する。 

〔関係資料〕資料編４－４ 災害備蓄品等備蓄状況 
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第３節 生活必需品等の供給 

第１ 需要の把握 
 市は、各避難場所派遣職員からの請求をもとに生活必需品の需要を把握する。対象は避難

者及び在宅の被災者を含める。なお、需要量の把握にあたっては、被災者のニーズが時間の

経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

第２ 生活必需品等の確保 
（１）生活必需品等供給の対象者 

生活必需品等供給の対象者は、次のとおりであり、このうち特に必要と認められる者

に支給する。 

【生活必需品等供給の対象者】 

①災害により住家に被害を受けた人 

②被服、寝具その他生活上必要な最低限度の家財等を喪失した人 

③被服、寝具その他生活上必要な物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な人

（２）生活必需品等の調達 

市は、備蓄物資、市内事業者から生活必需品を確保する。市内事業者から調達ができ

ない場合は、県に要請する。 

第３ 生活必需品等の供給 
（１）生活必需品等の輸送 

生活必需品の輸送は、市内事業者または県と社団法人トラック協会の協定輸送業者が

直接、避難場所に輸送する。孤立集落へはヘリコプターにて輸送する。 

（２）生活必需品等の保管 

調達した生活必需品等の保管が必要なときは、集配拠点を設置する。 

（３）生活必需品等の分配 

各避難場所派遣職員は、避難場所において、避難場所自治組織、ボランティア等の協

力のもとに搬送された生活必需品等を避難者に分配する。 

第４ 燃料の供給 
市は、燃料の供給が不足した場合、市民の安全を確保するために特に重要な施設、事業に

ついて、優先的に燃料の供給を行うよう富岡甘楽石油協同組合へ要請する。関係課は、業務

に関係する市民の安全を確保するために特に重要な施設等の燃料不足の状況についての情報

を取りまとめ、財政課へ報告する。 

市は、円滑な燃料の供給実施のため、住民への燃料の供給状況等についての情報提供に努

める。 

〔関係資料〕資料編２－25 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 
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第５ 救援物資の受け入れ・管理 
（１）集配拠点の設置 

市は、救援物資の受け入れのため集配拠点を設置する。 

（２）救援物資の受け入れ 

救援物資は、原則として個人からは受け入れないことを原則とする。公共団体や企業

等からの申し出については、提供申出者を登録し、改めて配送先等を連絡する登録制と

し、必要なときに供給を要請する。 

（３）救援物資の管理 

集積拠点では、市が施設を管理者と協力して仕分け・管理を行う。人手が足りない場

合にはボランティアに要請する。 

〔関係資料〕資料編４－７ 輸送拠点
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第９章 保健衛生・防疫・遺体の処置等に関する活動 

市、県等は、避難所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うとともに、地

域の衛生状態に十分配慮する必要がある。また、大規模な災害により多数の行方不明者及び

死者が生じた場合には、行方不明者の捜索及び遺体の処置を遅滞なく進める必要がある。 

第１節 保健衛生活動 

 避難場所の巡回により医療の必要性の高い被災者を把握し、医師会、歯科医師会等と連携

して巡回医療、インフルエンザ、エコノミークラス症候群等の予防、健康相談・指導を行う。 

 協定レンタル事業所等と協力し速やかにトイレの確保を図るとともに、ごみの処理・収集

計画を立案し実施する。 

第１ 被災者の健康確保 
（１）巡回医療 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会等に要請し、巡回救護班を編成し、避難場所、仮

設住宅、自宅滞在の被災者に対し、健康相談、精神科や歯科を含めた巡回医療を実施する。 

なお、医師、保健師等が不足する場合は、県に応援を要請する。 

（２）医療情報等の提供 

市は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行

い、被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。 

また、エコノミークラス症候群等の避難生活等に起因する疾病に関する知識や予防措

置を広報し、その発症を未然に防止する。 

さらに、避難場所等において、受診できる医療機関及び調剤薬局並びに受診方法等に

ついての情報提供を行う。

第２ 食品衛生の確保 
 市は、食中毒の発生を防止するため、避難場所や被災地で供給する飲料水や食料について、

衛生状況や保存方法等について注意するよう指導する。 

第３ し尿の処理 
（１）仮設トイレの設置 

市は、水道が断水した場合、避難者数等に応じて、仮設トイレを避難場所、公園等に設置

する。市備蓄分及び協定レンタル業者等からの調達で不足する場合は、県に対し支援を要請

する。仮設トイレの設置基数は、100人に１基程度を基本とし、障害者等への配慮を行う。 

また、断水により自宅トイレが使用不能な場合は、ポータブルトイレの活用を図る。 

（２）仮設トイレの管理 

市は、仮設トイレの清掃及び消毒のための資機材、薬剤を提供し、使用者が行うよう
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に指導する。 

（３）し尿の収集・処理 

市は、仮設トイレ等のし尿の収集・処理計画を作成し、許可業者等に収集を要請する。

し尿収集・処理が困難な場合は、県に応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－20 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

２－33 災害時における応急レンタル機材供給に関する協定書 

第４ ごみ（生活ごみ、粗大ごみ）の処理 
（１）収集・処理の実施 

市は、道路の被災、避難所の開設及び収集車の配車等の状況から収集計画を立案し、

ごみの収集、処理を行う。ゴミ排出量が多い場合は、可燃ごみを優先して処理する。 

収集した生活ごみを早期に処理できない場合は、一時的な保管場所を確保するととも

に、良好な衛生状態の保持に努める。 

また、災害時広報等を通じて、ごみの分別などごみ捨てのルールを守るよう市民に協

力を呼びかける。 

（２）ごみ処理施設の確保 

市は、自らの処理機能を超えるごみが排出された場合は、県に応援を要請する。 

第５ 災害時における動物の管理等 
市は、関係団体等と連携を図り、被災した飼養動物の保護収容、避難所及び応急仮設住宅

等における家庭動物の適正な飼養、危険動物の逸走対策、動物伝染病予防等衛生管理を含め

た災害時における動物管理等について必要な措置を講ずる。 
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第２節 防疫活動 

第１ 防疫活動の実施 
 市は、県の指示等を受けて次の防疫活動を実施する。 

ア 消毒措置の実施（感染症法第27条） 

イ ねずみ族、昆虫等の駆除（感染症法第28条） 

ウ 避難場所等の衛生保持 

エ 臨時予防接種の実施（予防接種法第６条） 

オ 住民に対する衛生の保持に関する指導及び広報等の活動 

 なお、自らの防疫活動が十分ではないときは、県に協力を要請する。 

第２ 資機材等の確保 
 市は、薬剤師会、流通業者等から防疫活動に必要な薬品、資機材を調達、確保する。 

第３ 感染症患者への措置 
 市は、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（以下、「感染症法」と

いう。）に規定する一類～三類感染症が発生した場合、入院（三類を除く）や消毒等の措置、

健康診断などを行う。 

【感染症】 

一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう（天然痘）、南米出血熱、

ぺスト、マールブルグ病、ラッサ熱 

二類感染症 急生灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病

原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、

鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザ

Ａウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る。） 

三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

第４ 避難場所における衛生管理 
（１）衛生指導 

市は、避難場所自治組織、ボランティア等と協力して、避難場所の衛生管理を行うよ

う指導する。また、石けん、消毒薬品等を調達し、避難場所に配布する。 

（２）食中毒等の予防 

市は、食中毒の予防のため、避難場所では食料の管理、炊事場の清掃、炊き出し時の

衛生管理を徹底するよう指導する。 

また、食料供給業者に対しても、食中毒の予防を要請する。 
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第３節 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

第１ 行方不明者の捜索 
市は、県や警察、消防本部等と連携し、行方不明者の捜索にあたる。 

第２ 遺体の収容 
発見された遺体は、県や警察・消防本部等と連携し、検視・死体調査及び検案を行うのに

適当な場所に収容する。 

第３ 検視・死体調査及び検案 
 警察署は、必要に応じ、警察災害派遣隊を被災地に派遣し、群馬県警察医会の会員医師等

の協力を得て、遺体の検視・死体調査及び検案、身元確認を行う。また、効果的な身元確認

が行えるよう市、県、指定公共機関等と密接に連携する。なお、遺体が多数のため警察医会

の会員医師のみでは対応できない場合は、群馬県医師会の協力を得る。 

第４ 遺体の安置 
 市は、身元不明の遺体または災害の混乱により引き取りがなされない遺体について、安置

所を設置し、検視・死体調査及び検案を終えた遺体を次により安置する。 

（１）葬祭業者の協力を得て、必要な量の棺を調達する。 

（２）遺体の腐敗を防止するためドライアイス等必要な資材を確保する。

（３）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を施し、納棺する。 

（４）遺体処置表及び遺留品処理表を作成の上、「氏名札」を棺に添付する。 

第５ 身元の確認 
 市は、身元不明の遺体については、警察機関と協力し、人相、着衣、所持品、特徴等を記

録するとともに遺品を保存し、必要に応じ歯科医師会等の協力を得て身元の確認に努める。 

第６ 遺体の引き渡し 
 市は、遺族等から遺体の引き取りの申し出があったときは、遺体処置表に記録の上、遺体

を引き渡す。 

第７ 遺体の埋火葬 
（１）遺体の埋火葬を行う者がいないときまたは身元が判明しないときは、市で埋火葬を行

う。 

（２）市は遺体の損傷等により正規の手続きを経ていると公衆衛生上問題が生じると認める

場合は、手続きの特例的な取扱いについて、県を通じて厚生労働省と協議する。 

（３）遺体が多数発生あるいは火葬施設が被災した場合は、県に応援を要請する。 
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第10章 施設、設備の応急復旧活動 

迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等、及び二次災害を防止するための国

土保全施設等に加え、被災者の生活確保のため、ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅

速に行う必要がある。 

第１節 施設、設備の応急復旧 

第１ 迅速な応急復旧の実施 

（１）市、施設・設備等の管理者は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、そ

れぞれの所管する施設、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、ライフライン及び公共施設の応

急復旧を速やかに行う。 

（２）市は、情報収集で得た航空写真・画像等について、ライフライン施設等の被害状況の

早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 
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第２節 公共施設の応急復旧 

第１ 施設の緊急点検等 
 市は、道路、橋梁等のうち、緊急輸送路等の重要な路線を優先に、被害状況等の緊急点検

を行い、速やかに応急復旧を行う。 

 また、所管する公共施設の応急危険度判定及び被災状況を把握し、迅速な復旧に努める。 

第２ 重要施設の優先復旧 
 市は、所管する公共施設の応急復旧を行うにあたっては、人命の保護や応急対策活動の円

滑な実施を確保するために必要な施設等、重要度の高い施設の復旧を優先させる。 

第３ 関係業界団体に対する協力の要請 
 市は、所管する公共施設の応急復旧を行うにあたり、必要に応じて協定に基づき一般社団

法人群馬県建設業協会富岡支部、富岡建設組合に対し、資機材の確保、工事の請負等につい

て協力を要請する。 

 また、電力会社に復旧状況を確認し、情報の提供に努める。 

〔関係資料〕資料編２－15 災害時における応急業務に関する協定 

         ２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 
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第３節 ガス施設の応急復旧 

第１ 迅速な応急復旧の実施 
 市及びガス事業者は、被災したガスの貯蔵施設、導管等の施設について、速やかに応急復

旧を行う。 

第２ 重要施設の優先復旧 
 市及びガス事業者は、ガス施設の応急復旧にあたっては、次のような社会的優先度の高い

箇所等を優先させる。 

（１）医療機関、避難場所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

（２）各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

第３ 代替設備の活用 
 市及びガス事業者は、必要に応じ、移動式ガス発生設備等の代替設備を活用して応急供給

を実施する。 

第４ ガス関係機関相互間の応援 
 市及びガス事業者は、ガス施設の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足する場合は、

他のガス関係機関に応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－12 災害時のガス、水道施設の応急復旧活動についての協定書 

第５ 供給再開時の安全確認 
 市及びガス事業者は、ガスによる爆発や火災を防止するため、ガスの供給を再開するとき

は安全を確認した上で供給を行う。 

第６ 広報活動 
 市及びガス事業者は、ガスの供給停止の状況、復旧の見通し、供給再開時におけるガス器

具の使用上の注意事項等について、住民に対し広報を行う。 
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第４節 上下水道施設等の応急復旧 

第１ 迅速な応急復旧の実施 
 市は、被災した浄水設備、給水管、下水道管渠、下水終末処理施設、農業集落排水施設、

市町村設置型浄化槽等の水道施設について、速やかに応急復旧を行う。 

 また、災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに、公共下水道

等の巡視を行い、損傷その他の異常があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮

説消毒池の設置、その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずる。 

第２ 重要施設の優先復旧 
 市は、水道施設の応急復旧にあたっては、次のような社会的優先度の高い箇所等を優先さ

せる。 

（１）医療機関、避難場所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

（２）各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

第３ 代替設備の活用 
 市は、必要に応じ、給水車等の代替設備を活用して応急給水を実施する。 

第４ 水道関係機関相互間の応援 
 市は、水道施設の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足する場合は、他の水道関係

機関に応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－12 災害時のガス、水道施設の応急復旧活動についての協定書 

         ２－17 群馬県水道災害相互応援協定 

第５ 広報活動 
 市は、断水の状況、復旧の見通し等について、住民に対し広報を行う。 
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第11章 自発的支援の受け入れ 

大規模な災害の発生が報道されると、国内・国外から多くの善意の支援申入れが寄せられ

る。このため、県及び市は、これらの支援を適切に受け入れる必要がある。 

第１節 ボランティアの受け入れ 

第１ ボランティア活動の種類 
 ボランティア活動の種類は、概ね次のとおりである。 

【ボランティア活動の種類】 

一般ボランティア 専門ボランティア 

避難誘導 

情報連絡 

給食、給水 

物資の搬送・仕分け・配給 

入浴サービスの提供 

避難場所の清掃 

ゴミの収集・廃棄 

高齢者、障害者等の介助 

防犯 

がれきの撤去 

住居の補修 

愛玩動物の保護 

被災者の救助（消防・警察業務経験者等） 

救護（医師、看護師、薬剤師、救命講習修了者等）

建物応急危険度判定（建築士等） 

被災宅地危険度判定 

外国語通訳 

手話通訳 

介護（介護福祉士等） 

アマチュア無線 

各種カウンセリング 

第２ ボランティア受入窓口の開設 
 市は、ボランティアを一元的に調整する「災害ボランティアセンター」を、市（ボランテ

ィアサポートセンター）及び富岡市社会福祉協議会と共同で開設し、ボランティアの受付・

登録を行う。 

第３ ボランティアニーズの把握 
 市及び社会福祉協議会は、各避難場所、防災拠点等におけるボランティアニーズ（種類、

人数等）を把握する。 

第４ 災害ボランティアセンターの運営 
 市及び社会福祉協議会は、ボランティア活動についてコーディネートを担当する職員また

はボランティアコーディネーターを配置し、ボランティアの要請、情報収集・提供、活動の

調整を行う。なお、これらの運営は、原則としてボランティアにより行われるように配慮す

る。 

第５ ボランティア活動の支援 

 市は、災害ボランティアセンターに情報連絡員を派遣するほか、必要な資機材等の支援を

行う。 
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第２節 義援物資・義援金の受け入れ 

 速やかに義援金専用口座を開設し受け入れ体制を整えるとともに、義援金等の募集・配分

に関する委員会を設置し、被災者へ適切に配分する。 

第１ 赤十字義援物資の受け入れ 
 市は、日本赤十字社群馬県支部に義援物資の供給を要請する。物資は、物資集積所で救援

物資と同様に扱う。 

第２ 義援金の受け入れ 
（１）義援金の募集 

市は、必要に応じ義援金の受付窓口及び専用口座を開設する。 

また、募集方法、募集期間等を定め、市のホームページ、報道・放送機関を通じて公

表する。 

（２）｢義援金募集・配分委員会｣の設置 

市は、義援金の「義援金募集・配分委員会」を設置し、配分計画を作成する。 

県において「義援金募集・配分委員会」が設置された場合は、義援金受け入れ事務を

一元化する。 

（３）義援金の配分 

市は、義援金募集・配分委員会で決めた配分基準より、被災者へ支給を行う。支給は、

災害相談窓口などを通じて手続きを行う。なお、義援金の支給については、方法を工夫

するなどして、できる限り迅速な支給に努める。 
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第12章 要配慮者対策 

近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機能

の低下に伴い、災害発生時には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人などの

要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。また、要配慮者は身体の不自由さ等により、

避難生活にも困難を強いられるおそれがある。 

このため、県、市町村、防災関係機関及び要配慮者利用施設の管理者は、連携して要配慮

者の安全を確保するための災害応急対策を行う。 

第１節 要配慮者への災害応急対策 

 市は、在宅の避難行動要支援者について、地域の自主防災組織や民生委員・児童委員と連

携し安否確認を行う。 

 避難後は、避難所の専用スペースや福祉避難所を設置するなど、避難行動要支援者のニー

ズと生活環境に配慮する。 

 社会福祉施設入所者の安全確保は施設管理者の責任となるが、市は、可能な限り避難や介

護支援等を行う。 

第１ 在宅避難行動要支援者の安全確保 
 市は、職員による調査班を編成し、各居宅に取り残された避難行動要支援者の安否確認を

実施する。その際、民生委員・児童委員や自主防災組織等の協力を得ながら行う。 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第２ 避難支援 
 避難行動要支援者の避難において、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避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者やその他の者に提供

するなど効果的に利用し、避難行動要支援者の避難の遅れや避難途中での事故が生じないよ

う、自主防災組織、消防機関、警察等の協力を得て、介助及び安全確保に努める。 

 また、市は、避難支援が困難な場合、福祉関係団体等に協力を要請するとともに、公用車

等による移送を検討する。 

第３ 避難場所等での支援 
（１）情報提供 

市は、在宅や避難場所等にいる要配慮者に対し、手話通訳者や外国語通訳者の派遣、

自主防災組織等による伝達等により、情報を随時提供する。 

（２）巡回サービスの実施 

市は、職員、民生委員・児童委員、ホームヘルパー、保健師などにより、在宅、避難
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所、仮設住宅等で生活する要配慮者のニーズを把握し、介護、メンタルケア等の巡回サ

ービスを実施する。 

（３）生活支援物資の供給 

市は、要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食料、飲料水、生活必需品等の

備蓄物資の調達及び供給を行う。配布を行う際には、配布場所や配布時間を別に設ける

など配慮する。 

（４）社会福祉施設等への一時入所 

市は、避難所で介護等が困難な要配慮者を、可能な限り社会福祉施設等へ入所させる

ため、社会福祉施設等への一時受け入れを要請する。 

（５）福祉避難所の設置 

市は、避難所における要配慮者の負担を軽減するため、避難が予想される期間などを

勘案し、福祉避難所の開設を行う。福祉避難所を開設した場合は、対象となる要配慮者

に対し、速やかに周知する。福祉避難所においては、要配慮者の避難生活の負担軽減を

図るため、食料品、飲料水の生活必需品及び車いす、おむつ等の物資の調達や手話通訳

者、外国語通訳者、医師、看護職等の人材の派遣を迅速に行う。一般の避難場において

も、要配慮者の避難生活が不自由にならないよう、福祉避難所と同様に、これらの手配

を迅速に行う。また、物資や人材等に不足が生じる場合は、県に応援を要請する。 

（６）安否の確認 

市は、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迅速な安否確認等が行われるよう

に努める。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第４ 社会福祉施設入所者の安全確保 
（１）避難及び生活支援 

社会福祉施設の管理者は、入所者の安否を確認し、入所者の救助及び避難誘導を実施

する。避難誘導に必要な人員が不足する場合は、地域の自主防災組織等に要請する。 

また、食料、飲料水、生活必需品等の備蓄物資を入所者に配布するとともに、不足が

生ずる場合は、市に協力を要請する。 

（２）他施設への緊急入所等 

社会福祉施設の管理者は、被災により施設の使用が不能となったときは、他の同種施

設の管理者に対し自施設の入所者の緊急入所を要請し、または保護者に対し引き取りを

要請する。 

適当な入所先が確保できないときは、県または市に対し、入所先のあっせんを要請す

る。
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第13章 その他の災害応急対策 

第１節 農業の応急対策 

第１ 農作物関係 
（１）市は県から病害虫防除の指示を受けた場合は、防除班を編成して防除を実施する。 

（２）市は必要に応じ、農業協同組合等関係団体の協力を得て、転換作物の導入を指導する。 

第２ 家畜関係 
（１）家畜の避難 

市は必要に応じ家畜の飼養者に対し家畜を安全な場所に避難させるよう呼びかける。 

（２）家畜の防疫及び診療 

市は、県が家畜の伝染性疾病を防ぐために必要と認めた場合、家畜自衛防疫団体、農

業協同組合、農業共済事務所、獣医師または飼養者と協力して薬品の確保、防疫指導等

を行う。 

（３）環境汚染の防止 

降雨等の影響により家畜の飼育施設からし尿等の汚物が流出するおそれがあるときは、

市は飼養者に対し、し尿の汲み取りや土のう積み等の流出防止措置を講ずるよう指導す

る。 
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第２節 学校等の防災対策 

第１ 災害情報の把握 
 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の管理者（以下、本節において「学

校管理者」という。）は、大規模な災害が発生したときは、テレビ、ラジオ等による災害情

報に注意を払い、二次災害の危険性等の情報を把握する。 

第２ 学校施設等の安全性の点検 
 学校管理者は、大規模な災害が発生したときは、校舎等の被害状況を確認し、学校施設等

の安全性を点検する。 

 また、災害危険区域における学校管理者は、校舎等周辺の巡視を行い、二次災害の危険性

についても点検を行う。 

第３ 園児・児童・生徒の安全確保 
 学校管理者は、園児・児童・生徒の在校（園）時に校舎等が被災した場合または被災する

おそれのある場合は、災害の状況に応じ、園児・児童・生徒を安全な場所に移動させる。 

 傷病者が発生したときは、保護者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医療機関

へ搬送する。 

 園児・児童・生徒を下校させる場合は、学校等で保護し保護者への引き渡しを行う。 

第４ 災害情報の連絡 
 学校管理者は、園児・児童・生徒、教職員、校舎等施設の被災状況を把握し、応急対策の

実施状況と合わせて教育委員会等関係機関に連絡する。 

第５ 教育の確保 
（１）教室及び運動場の確保 

学校管理者は、校舎等が被災したため授業を行えなくなったときは、被災校舎等の応

急修理、仮設校舎等の建設、公民館等の借上げ等により教室及び運動場の確保を図る。 

（２）代替教員の確保 

市は、教員が被災等したため授業の担当が困難となった場合は、臨時教員の任用、非

常勤講師の任用等により、代替教員の確保を図る。 

（３）学用品の支給 

市は、被災により就学上欠くことのできない学用品を喪失またはき損し、これらの学

用品を直ちに入手することができない小学校児童及び中学校生徒に対し、必要最小限度

の学用品を支給する。 

（４）授業料等の減免 

市は、被災により授業料の減免が必要と認められる園児等については、条例等に基づ

き授業料等の減免を行う。 



第１編 風水害等対策編 第３部 風水害等応急対策計画 第13章 その他の災害応急対策

140

（５）学校給食 

市は、施設の被害、燃料、食材等の不足により給食が提供できない場合は、休止また

は代替措置として応急給食を実施する。 

（６）避難場所との関係 

学校等が避難場所となった場合は、当初は臨時休校とするなどして避難者の援護を優

先させる。授業を再開する場合は、教育場所と避難場所とを区分するように調整を行う。 

第６ 保育所（園）の対策 
（１）園児の応急措置 

ア 安全の確保 

保育所（園）では、災害等が発生した場合または被災するおそれのある場合、関

連情報を収集するとともに児童、職員の安全を確保する。保育所（園）施設等に危

険がある場合は、消防本部等と連携の上、安全な避難場所に避難誘導をする。また、

保護者の迎えがない場合は、児童を保護する。 

各保育所（園）長は、施設設備の被害状況を把握し、児童、職員の状況を含めて

市に報告する。 

イ 園児等の安否確認 

災害発生後、保育所（園）長は、災害用伝言ダイヤル（１７１）を活用するなど

して、児童、職員の安否確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努

める。 

（２）応急保育 

市は、保育所（園）等の被害状況を把握し、既存施設において保育の実施ができない

場合、避難先の小学校などで臨時的な保育所（園）を設け保育する。交通機関の不通、

保護者の被災等で通園に支障を来す場合は、臨時的な保育所（園）や近隣の保育所（園）

で保育する。 

また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続を省き、

一時的保育を行うよう努めるほか、保育料の減免等の措置をとる。 
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第３節 文化財施設の災害応急対策 

第１ 災害情報の把握 
 文化財の所有者及び管理責任者（以下、第４において「管理者」という。）は、大規模な

災害が発生したときは、テレビ、ラジオ等による災害情報に注意を払い、二次災害の危険性

等の情報の把握に努める。 

第２ 文化財収蔵施設の安全性の点検 
 市は、大規模な災害が発生したときは、文化財収蔵施設の損壊状況を確認し、当該施設の

安全性を点検する。 

 また、災害危険区域における文化財の管理者は、収蔵施設周辺の巡視を行い、二次災害の

危険性についても点検を行う。 

〔関係資料〕資料編４－16 市内指定文化財等一覧 

第３ 観覧者の安全確保 
 文化財の管理者は、開館時間内に災害が発生した場合、災害の状況に応じ、観覧者を安全

な場所に移動させる。 

 傷病者が発生したときは、家族等関係者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医

療機関へ搬送する。 

第４ 文化財の安全の確保 
（１）文化財の管理者及び市は、災害による文化財の損傷を防ぐため、当該文化財の種類に

応じ、安全な場所への移動、固定、火気の使用停止等の措置を講ずる。 

（２）市は、文化財保護のための施設・設備の整備等の防火対策に努める。 

第５ 災害情報の連絡 
 文化財の管理者は、観覧者及び文化財の被災状況を把握し、応急対策の実施状況と合わせ

て市に連絡する。 

第６ 応急修復 
 文化財の管理者は、災害により文化財が損傷した場合は、当該文化財の種類に応じ、教育

委員会等の協力を得て適切な応急修復を施す。 

 市は、応急修復について文化財の管理者から協力を求められたときは、積極的に協力する。 
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第４節 郵便事業の災害応急対策 

第１ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護措置 
 災害救助法の適用が決定された場合に、日本郵便(株)(関東支社)は、災害の態様及び公衆

の被災状況等被災地の実情に応じ、次のとおり郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護

対策を迅速かつ的確に実施する。 

(１) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ被災地あて救援用郵便物等の料金免除 

エ被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

(２) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

(３）その他、要請のあったもののうち協力できる事項 
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第５節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法に基づく救助の実施 
 知事（危機管理室）は、当該災害が、災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受ける

災害であると認めたときは、速やかに同法に基づく救助を実施する。 

第２ 災害救助法の適用基準 
 災害救助法は、次のいずれかの場合に市町村ごとに適用される。 

 市における適用基準は、次のとおりである。 

【災害救助法の適用基準】 

市が適用を受ける基準 
災害救助法施行令 

該当条項 

１ 市内の住家の滅失数が60世帯以上の場合 第１条第１項第１号

２
県内の住家の滅失数が1,500世帯以上で、そのうち市内の住家

の滅失数が30世帯以上の場合 
第１条第１項第２号

３
県内の住家の滅失数が7,000世帯以上の場合かつ多数の世帯の

住家が滅失した場合 
第１条第１項第３号

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に該当する場合
第１条第１項第４号

第３ 救助の種類 
 災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。 

（１）避難所の設置及び応急仮設住宅の供与 

（２）炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

（４）医療及び助産 

（５）災害にかかった者の救出 

（６）災害にかかった住宅の応急修理 

（７）生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋葬 

（10）遺体の捜索及び処理 

（11）災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去 

〔関係資料〕資料編４－３ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間について 
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第４ 救助の実施機関 
 災害救助は知事（危機管理室）が実施し、市長はこれを補助する。 

 ただし、救助を迅速に行うため知事が必要と認めるときは、救助の一部を市長が行うこと

ができる。 

第５ 適用手続き 
 市は、災害救助法適用の手続きのため、県に被害報告を行う。 

 それに基づき、知事（危機管理室）は、災害救助法が適用されるか否かを判断する。知事

（危機管理室）は、災害救助法の適用を決定したときは、対象市町村名を公示するとともに、

厚生労働省社会援護局長に報告する。 

 また、知事（危機管理室）は、救助の一部を市長が行う場合は、当該救助の内容及び当該

事務を行う 

期間を市長に通知するとともに公示する。 
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第６節 動物愛護 

第１ ペット対策 
（１）市の対応 

市は、避難場所における生活場所へのペットの持ち込みは、原則的に禁止とし、飼養

者が自己責任において飼養するよう広報する。 

また、被災者のペットの状況を把握し、動物救護本部に情報を提供する。県、獣医師

会及び動物愛護関係団体によりペットの救護所等を設置する場合は、公共用地を提供す

るとともに、その旨を被災者に広報する。 

（２）動物救護本部の設置 

県は、獣医師会及び動物愛護団体と連携・協力して、動物管理センター内に「動物救

護本部」を設置し、愛玩動物等の収容対策を実施する。 

動物救護本部は、次の事項を実施する。 

ア 飼養されている動物に対する餌の配布 

イ 負傷した動物の収容・治療・保管 

ウ 放浪動物の収容・保管 

エ 飼養困難な動物の一時保管 

オ 動物の所有者や新たな所有者探しのための情報の収集、提供 

カ 動物に関する相談の実施等 

（３）飼養者の対応 

ペットの保護及び飼養は、原則として動物の所有者が行うものとし、飼養困難な事情

等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、長期にわたり放置することのな

いよう、適切な対応に努める。 

第２ 放浪動物への対応 
 市は、飼い主の被災により廃棄または逃げ出したペット等が発生した場合は、富岡保健福

祉事務所、動物救護本部と協力して捕獲等の対応をとる。危険動物が逃亡した場合は、人的

危害を防止するため、飼養者、警察等と連携により必要な措置を講ずる。 

第３ 死亡動物への対応 
 市は、死亡した愛玩動物等が放置されている場合は、富岡保健福祉事務所と連携して必要

な措置をとる。 

 また、家畜が死亡した場合は、所有者が対応することを原則とする。市は、情報を収集し

県の指導により適正な処理を行う。 
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第７節 孤立対策 

第１ 孤立地区の把握 
 市は、道路の被災状況等から孤立地区を抽出する。 

〔関係資料〕資料編６－１ 群馬県災害時における孤立化集落対策指針 

第２ ヘリコプターの要請 
 市は、孤立地区の状況が不明、あるいは支援が必要な場合は、県を通じて自衛隊、県防災

ヘリコプター等の出動を要請する。 

 また、孤立地区のヘリコプター着陸可能場所の資料等を用いて、県、自衛隊等とヘリコプ

ターの運航計画を協議する。 

第３ 救助活動 
 市は、次の対策を実施する。 

（１）情報の収集 

市は、孤立地区内の傷病者、避難行動要支援者、観光客等の情報を収集する。要救助

者がいる場合は、容態、人数等に関する情報を収集し県に報告する。 

（２）救助活動 

消防本部は、倒壊家屋や崩壊土砂による要救助者がいる場合は、救助隊員や資機材を

ヘリコプターで搬送し、救助作業にあたる。 

（３）傷病者の救出 

消防本部は、傷病者について最優先でヘリコプター等により救出を行う。この際、救

出した傷病者の搬送先、ヘリポートから医療機関までの搬送手段を確保しておく。 

また、傷病者が多数いる場合、市は、救護班を現地に派遣し対応する。 

（４）住民・観光客の避難 

孤立地区内での生活が困難な場合、あるいは土砂災害等の危険がある場合は、ヘリコ

プターによる避難活動を行う。 

（５）食料・生活必需品等の供給 

災害発生当初は、原則的に地区内の備蓄食料や住民が所有する食料を融通しあって生

活することを原則とする。 

市は、道路が応急復旧するまでの間、孤立地区住民の生活の維持のため、ヘリコプタ

ー等による食料、生活必需品等の輸送を実施する。 

（６）道路の応急復旧 

市は、孤立地区に通じている道路の被害状況を把握し、二輪車、自動車の順に、一刻

も早い交通確保を行う。 
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第４部 大規模事故応急対策計画 

第１章 災害共通の対策活動 

第１節 応急活動体制の確立 

第１ 災害対策本部の設置 
（１）設置の決定 

 市長は、次のいずれかに該当する場合は、災害対策本部の設置を検討する。 

【本部の設置基準】 

①火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する事態のとき。 

②市内に大規模な被害が発生したとき、または被害が発生するおそれのあるとき。 

③その他市長が必要と認めたとき。 

〔関係資料〕資料編１－４ 富岡市災害対策本部条例 
         １－５ 富岡市災害対策本部要綱 
         １－６ 富岡市災害対策本部活動実施要領 

【火災・災害等即報要領における消防庁への直接即報基準】 

火

災

等

即

報

１ 交通機関の火災 

 ア 交通機関の火災 

   航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

   ①航空機火災  ②トンネル内車両火災  ③列車火災 

２ 危険物等に係る事故 

 ア 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下、「危険物等」という。）

を貯蔵しまたは取扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの。 

   ①死者（交通事故によるものを除く。）または行方不明者が発生したもの 

   ②負傷者が５名以上発生したもの 

 イ 危険物等を貯蔵しまたは取扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内

または周辺で、500平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

 ウ 危険物等を貯蔵しまたは取扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当

するもの 

   ①河川等へ危険物等が流出し、防除・回収等を要するもの 

   ②500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

 エ 市街地または高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付

近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

 オ 市街地または高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

３ 原子力災害等 

 ア 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の

運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

 イ 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素または放射

線の漏えいがあったもの 

４ ホテル、病院、大規模店舗、遊技場において発生した火災 

５ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い

もの（武力攻撃事態等または緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 
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救
急
・
救
助
事
故
即
報

１ 死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

 ア 列車、航空機の衝突、転覆等による救急・救助事故 

 イ バスの転落等による救急・救助事故 

 ウ ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

 エ 大規模店舗、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

 オ その報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

〔関係資料〕資料編５－２ 救急・救助事故報告様式 

         ５－３ 火災報告様式 

         ５－４ 特定事故報告様式 

（２）設置場所 

市は、災害対策本部を本庁舎に設置する。災害の状況により本庁舎に設置できない場

合は、市民体育館を第一候補とし、市長の定めた場所に設置する。 

（３）廃止の決定 

本部長（市長）は、予想された災害の危険が解消されたと認めるとき、または応急対

策が概ね終了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。 

（４）設置・廃止の通知 

本部長は、災害対策本部を設置または廃止したときは、県、防災関係機関、報道機関

等に対し、その旨を通知する。 

（５）災害対策本部の組織 

災害対策本部に本部室を配置する。本部の運営、組織及び各部・班の事務分掌につい

ては、富岡市災害対策本部要綱及び富岡市災害対策本部活動実施要領に定める。 

また、災害に関する情報を収集するため、必要に応じて現地対策本部を設置する。 

（６）災害警戒本部 

災害対策本部を設置するに至らない規模の災害への対応や災害対策本部の規模を縮小

する場合は、災害の規模や状況に応じて、災害警戒本部を設置する。 

ア 災害警戒本部の設置 

災害警戒本部の設置は、災害関係部長の協議の上、必要に応じて設置する。 

イ 組織、編成 

災害警戒本部の組織、編成は、災害対策本部に準じて災害関係部長の協議の上、

決定する。 
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第２ 職員の非常参集 
（１）非常参集体制 

動員体制は、富岡市災害対策本部活動実施要領による。 

動員の際は、本部長に諮り動員規模を指定する。 

〔関係資料〕資料編１－６ 富岡市災害対策本部活動実施要領 

（２）動員の方法 

ア 動員伝達経路 

動員伝達経路は、職員初期初動マニュアルによる。 

イ 勤務時間内における動員 

職員班は、庁内放送等を通じて各班に動員を連絡する。 

ウ 勤務時間外における動員 

勤務時間外の動員は、あらかじめ定めた連絡網により各職員へ連絡する。 

また、市は、緊急情報メール、防災行政用無線（固定系）による呼びかけも行う。 

（３）動員配備場所 

ア 登庁場所 

原則として、通常の勤務場所に登庁する。道路被害等により登庁ができない場合

は市の関係機関または指定公共施設に登庁する。 

イ 緊急登庁職員 

緊急登庁職員に指定された職員は、市役所に登庁し、災害対策本部（本部が設置

されていない場合は、総務部危機管理課）に集合し、所属する部署に関係なく応急

初動措置を行う。 

ウ 現地登庁職員 

現地登庁職員に指定された職員は、あらかじめ定められた市の関係機関及び指定

公共施設に集合し、地区の情報収集等の業務を行う。 

第３ 広域応援の要請 
（１）県への応援要請 

本部長は、災害対策基本法第68条に基づき、応急措置の実施について県知事に応援を

求める。 

【要請事項】 

①災害の状況 

②応援（応急措置の実施）を要請する理由 

③応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

④応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

⑤応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

⑥その他必要な事項 
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（２）県等への職員派遣の要請 

本部長は、県、市町村、防災関係機関に対し、職員派遣の要請または派遣のあっせん

を求める。 

ア 指定地方行政機関に対する職員派遣の要請 

災害対策基本法第29条に基づき、指定行政機関の長に対し職員の派遣を要請する。 

イ 県に対する職員派遣のあっせんの要請 

災害対策基本法第30条に基づき、知事に対し指定行政機関または指定地方行政機

関の職員派遣を要請する。 

ウ 県または市町村に対する職員派遣の要請 

地方自治法第252条の17に基づき、知事または市町村長に対し職員の派遣を要請す

る。 

【要請事項】 

①派遣要請または派遣のあっせんを求める理由 

②派遣要請または派遣のあっせんを求め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勤務条件 

⑤その他参考となるべき事項 

（３）他市町村への要請 

ア 応援の要求 

本部長は、災害対策基本法第67条に基づき、他市町村等に応援を要請する。 

イ 協定に基づく要請 

本部長は、あらかじめ締結された協定に基づき、締結先の市町村等に応援を要請

する。 

災害対策基本法第67条の規定に基づき、応援を求められたときは、災害応急対策

のうち、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に

ついては、正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、

応援に従事する者は、被災市町村の指揮の下に行動する。 

〔関係資料〕資料編２－６ 災害時の相互応援協定（１）岡谷市 

         ２－７ 災害時の相互応援協定（２）甘楽町 

         ２－８ 災害時の相互応援協定（３）下仁田町 

         ２－９ 災害時の相互応援協定（４）南牧村 

         ２－16 大規模災害時の相互応援に関する協定（富岡市ほか８市） 

２－27 大規模災害時における相互応援に関する協定書（深谷市） 

２－28 災害時の情報発信に関する応援協定書（江南市） 

２－35 災害時における相互応援に関する協定書（小山市） 

２－36 大規模災害時における相互応援に関する協定書（出雲崎町） 
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（４）消防機関への要請 

ア 応援の要請 

消防長は、群馬県消防相互応援協定に基づき、協定締結先の消防機関に応援を要

請する。 

イ 応援の要請 

消防長は、消防組織法第44条に基づき、知事を通じて消防庁長官に他の消防機関

及び緊急消防援助隊の応援を要請する。 

（５）応援の受け入れ 

ア 受け入れ体制 

市は、応援隊等を受け入れるために、次の体制を確保する。 

【受け入れ体制】 

連絡窓口 総合的な窓口を総務部におく。受け入れ後は、応援を受ける各班が対応する。

現場への案内 応援を受ける担当班 

受け入れ施設 もみじ平総合公園 

食料、飲料水等 原則、自前で確保を要請する。 

まかなえない場合は、市職員と同様の方法で食料、物資等を手配する。 

イ 経費の負担 

応援に要した費用は、原則として市の負担とする。 

（６）撤収要請 

本部長は、応援の目的が達成されたとき、またはその必要がなくなったときは、要請

先と協議の上、撤収要請を行う。 

第４ 自衛隊への災害派遣要請 
（１）自衛隊の災害派遣活動の範囲 

自衛隊の災害派遣活動の範囲は、次のとおりである。 

【災害派遣活動の範囲】 

①車両、航空機等による被害状況の把握 

②避難者の誘導、輸送等避難のために必要がある場合の援助 

③行方不明者、負傷者等の捜索、救助 

④堤防等の決壊に対する水防活動 

⑤消防機関の消火活動への協力 

⑥道路または水路が損壊し、または障害物がある場合の啓開または除去 

⑦被災者に対する応急治療、救護及び防疫並びに病害虫防除等の支援 

⑧通信支援 

⑨救急患者、医師その他救急活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

⑩被災者に対する炊き出し、給水の支援 
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⑪救援物資の支給または貸付の支援 

⑫交通規制への支援 

⑬その他災害の発生時において知事が必要と認め、自衛隊の対応が可能な事項 

（２）自衛隊派遣の要求 

 本部長は、自衛隊の災害派遣が必要であると認めるときは、自衛隊に対し災害派遣要

請を行うよう知事（危機管理室）に要求し、その旨及び市に係る災害の状況を第１２旅

団長に通知することができる。要求は、文書で行うが、緊急を要する場合は、口頭で行

い、後日文書を送達する。 

 また、通信の途絶等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請の要求が行えない場合

は、その旨及び市に係る災害の状況を第12旅団長に通知する。 

 なお、前項の通知をしたときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

〔関係資料〕資料編５－６ 自衛隊災害派遣要求様式 

【要請事項】 

①災害の情況及び派遣を要請する事由 

②派遣を希望する期間 

③派遣を希望する区域及び活動内容 

④その他、参考となるべき事項 

 例）○必要な車両、航空機、資機材  ○必要な人員  ○連絡場所及び連絡責任者 

【最寄りの自衛隊連絡先】 

部隊名（駐屯地等） 所在地 電話番号 

第12旅団司令部第三部 

（相馬原） 

〒370-3594 

榛東村新井1017-2 

0279-54-2011 内線234、239

（夜間208） 

県防災4-361-6301 

第12後方支援隊 

（新町） 

〒370-1394 

高崎市新町1080 

0274-42-1121 

（３）自衛隊の自主派遣 

第12旅団長または第12後方支援隊長は、特に緊急を要し、知事からの派遣要請を待つ

いとまがないと認めるときは、当該要請を待たないで部隊等を派遣する。自主派遣の基

準は、次のとおりである。 

【自主派遣の基準】 

①災害に際し、関係機関に対し当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を

行う必要があると認められる場合 

②災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

③災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に

関するものであると認められる場合 
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④その他、災害に際し、前記に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがな

いと認められる場合 

（４）自衛隊の受け入れ 

市は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような対応を

行う。応援を受ける各班は、資機材や自衛隊部隊を作業現地に案内するなど派遣された

自衛隊の活動を支援する。また、連絡員を派遣して各班相互の連絡にあたる。 

【自衛隊の受け入れ体制】 

項 目 内 容 

作業計画の作成 ①作業箇所及び作業内容 

②作業の優先順位 

③作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

④部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 必要な資機材を確保する。 

連絡窓口 ①本部から連絡員を派遣する。 

②自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。 

自衛隊連絡室 市役所に設置する。 

集結地候補地 もみじ平総合公園 

ヘリコプター離発

着場 

もみじ平総合公園北ゾーン 

（５）派遣部隊の撤収要請 

本部長は、派遣活動または派遣期間が終了し、自衛隊の災害派遣の必要がなくなった

と認めるときは、直ちに知事に対し、文書で撤収の要請を要求する。 

ただし、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日文書を送達する。 

（６）費用負担区分 

派遣部隊等の活動に要した費用のうち次の費用については、原則として市が負担する。 

これ以外の費用の負担区分については、市と自衛隊とで協議して定める。派遣部隊の

活動が他市町村にわたって行われた場合の費用の負担割合については、関係市町村と協

議して定める。 

【費用の負担区分】 

①宿泊施設の借上料 

②宿泊施設の汚物処理費用 

③災害派遣活動に係る電気、ガス、水道及び電話料金 

④災害派遣活動に係る資機材の調達費用 
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第２節 災害情報の収集・連絡及び通信の確保 

第１ 災害情報の収集 
市は、次の方法で災害情報を収集する。 

ア 登庁職員による参集途上の見聞情報  イ テレビ、ラジオ情報 

ウ 職員巡回による情報         エ 消防団、自主防災組織等からの情報 

第２ 災害情報の連絡 
（１）災害対策基本法及び消防組織法に基づく報告 

市は、収集した災害情報を次の要領で県に報告する。 

ア 「災害報告要領」（昭和45年４月10日付け消防災第246号消防庁長官通知）及び「火

災・災害等即報要領」（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規

定に基づき、被害規模の概括的情報を含め、人的被害、住家被害、応急対策活動状況

等の情報を把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所を経由して県に報告する。 

イ この際、富岡行政県税事務所に連絡がつかない場合または緊急を要する場合は、県

に直接報告し、いずれにも連絡がつかない場合は消防庁に直接報告する。 

なお、富岡行政県税事務所は、被害の拡大が予想されるときは、職員を市に派遣

し市からの連絡に遺漏がないよう配慮することとなっている。 

ウ 応援の必要性については、時期を逸することなく連絡する。 

エ 具体的な報告方法は次による。 

（ア）災害概況即報 

  災害を覚知後30分以内に様式１｢災害概況即報｣により報告する。 

（イ）被害状況即報 

  災害概況即報の後、様式２「被害状況即報」及び様式３「被害状況即報続紙」

により報告する。 

      報告の頻度は次による。 

・第１報は、被害状況を確認しだい報告。 

・第２報以降は、人的被害に変動がある場合は１時間ごとに報告。 

 人的被害が変動せず、その他の被害に変動がある場合は、３時間ごとに報告。 

・災害発生から24時間経過後は、被害に変動がある場合に、６時間ごとに報告。 

（ウ）災害確定報告 

  応急対策を終了した後、10日以内に様式４「災害確定報告」及び様式５「災害

確定報告続紙」により報告する。 

（２）災害対策基本法及び消防組織法に基づかない連絡 

各班は、各行政分野の災害情報を、それぞれの関係法令等に基づき、県の関係課、関

係地域機関またはその他関係機関に連絡する。 

〔関係資料〕資料編５－１ 風水害・地震災害等報告様式 
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第３ 消防本部における災害情報の連絡 
 消防本部は、把握した災害情報を市災害対策本部及び県に報告する。 

 なお、１１９番通報が殺到したときは、｢火災・災害等即報要領｣（昭和59年10月15日付け

消防災第267号消防庁長官通知）の規定に基づき、その状況を直ちに県に報告するとともに、

消防庁に直接報告する。 

【消防庁への連絡先】 

「応急対策室」（9：30～18：15） 電話 03-5253-7527 FAX 03-5253-7537 

「宿 直 室」（上 記 時 間 外） 電話 03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 

第４ 通信手段の確保 
（１）災害対策本部の通信施設 

災害時には、次の通信施設を活用する。 

市は、災害発生後、災害対策本部室に通信機器を集め機能確認を行う。 

また、移動系無線機の貸し出し等の管理を行う。 

さらに、停電等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

〔関係資料〕資料編４－15 移動機器一覧 

【通信施設】 

主な通信手段 主な通信区間 

一般加入電話・FAX 災害対策本部～関係機関、防災関係機関との連絡 

災害時優先電話 

地域衛星通信ネットワーク 

（財）自治体衛星通信機構 

災害対策本部～全国自治体・防災関係機関等 

県防災行政無線等 災害対策本部～県・近隣市・防災関係機関 

防災行政用無線（固定系） 災害対策本部～当該関係機関管内 

防災行政用無線（移動系） 災害対策本部～現場 

衛星携帯電話 災害対策本部～関係機関 

電子メール 災害対策本部～市民・職員 

（２）一般加入電話の優先利用 

防災関係機関は、一般加入電話について、必要に応じ、ＮＴＴ電話サービス契約約款

に基づく「緊急扱い電話」または「非常扱い電話」を利用する。ただし、これらの通話

は、原則として、あらかじめ登録された災害時優先電話から申し込む。 

この場合の手続きは、「１０２」をダイヤルし、オペレーターを呼び出し、次表の内

容及び相手先の電話番号を伝えて回線の接続を依頼する。 
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緊急扱い通話（一般通話より優先される） 

通話内容 通話機関等 

ア 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故

その他人命の安全に係る事態が発生し、また

は発生するおそれがある場合において、その

予防、救援、復旧等に関し緊急を要する事項

（ア）非常通話を取扱う機関相互間 

（イ）緊急事態が発生し、または発生する

おそれがあることを知った者と（ア）

の機関との間 

イ 治安の維持のため緊急を要する事項 （ア）警察機関相互間 

（イ）犯罪が発生し、または発生するおそ

れがあることを知った者と警察機関

との間 

ウ 天災、事変その他の災害に際しての災害

状況の報道を内容とするもの 

 「電気通信設備の優先利用が可能な新聞

社等の適用基準」に該当する新聞社、放送

事業者または通信社の機関相互間 

エ 水道、ガス等の市民の日常生活に必要不

可欠な役務の提供その他生活基盤を維持す

るため緊急を要する事項 

（ア）水道の供給の確保に直接関係がある

機関相互間 

（イ）ガスの供給の確保に直接関係がある

機関相互間 

（ウ）預貯金業務を行う金融機関相互間 

（エ）国または地方公共団体の機関相互間

非常扱い通話（緊急扱い通話より優先される） 

通話内容 通話機関等 

ア 気象、水象、地象若しくは地動の観測の

報告または警報に関する緊急を要する事項

 気象機関相互間 

イ 洪水等が発生し、若しくは発生するおそれ

があることの通報またはその警報若しくは予

防のため緊急を要する事項 

（ア）水防機関相互間 

（イ）消防機関相互間 

（ウ）水防機関と消防機関相互間 

ウ 災害の予防または救援のため緊急を要す

る事項 

（ア）消防機関相互間 

（イ）災害救助機関相互間 

（ウ）消防機関と災害救助機関相互間 

エ 鉄道その他の交通施設の災害の予防また

は復旧その他輸送の確保に関し緊急を要す

る事項 

 輸送の確保に直接関係がある機関相互

間 

オ 通信施設の災害の予防または復旧その他

通信の確保に関し緊急を要する事項 

 通信の確保に直接関係がある機関相互

間 

カ 電力設備の災害の予防または復旧その他

電力の供給の確保に関し緊急を要する事項

 電力の供給の確保に直接関係がある機

関相互間 
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通話内容 通話機関等 

キ 秩序の維持のため緊急を要する事項 （ア）警察機関相互間 

（イ）防衛機関相互間 

（ウ）警察機関と防衛機関相互間 

ク 災害の予防または救援のため必要な事項  天災、事変その他の非常事態が発生し、

または発生するおそれがあることを知っ

た者と、前各欄に掲げる機関との間 

（３）他機関が保有する通信設備等の利用 

防災関係機関は、必要に応じ、他機関が保有する通信設備等を利用する。 

これらの通信設備等の種類は、次のとおりとする。 

ア 災害対策基本法に基づく通信設備等の優先利用 

根 拠 利用設備等 通信内容 

第57条 警察通信設備、水防通信設備、航空保安通信設備、

鉄道通信設備、鉱業通信設備、消防通信設備、自衛

隊通信設備、気象官署通信設備、電気事業通信設備 

緊急を要する通知、要

請、伝達または警告 

放送事業者の放送 緊急を要する通知、要

請、伝達または警告 

第79条 （第57条に同じ） 応急措置の実施に必要

な緊急を要する通信 

イ 電波法第52条に基づく非常通信の利用 

利用設備等 通信内容 利用形態 

各無線局 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、有線通信を利用することができないか

またはこれを利用することが著しく困難であると

きに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保

または秩序の維持のために行う無線通信 

利用機関からの依頼に

基づき各無線局が発受

する 

＜発信依頼手続き＞（関東地方非常通信協議会の例示） 

 発信を希望する通信文を次の要領で電報頼信紙（なければ適宜の用紙で可）に記

載し、依頼先の無線局に持参する。 

 ①冒頭に「非常」と朱書きする。 

 ②あて先の住所、氏名（役職）及び電話番号を記載する。 

 ③本文を200字以内で記載する。（濁点、半濁点は字数に数えない。） 

 ④末尾に発信者の住所、氏名（役職）及び電話番号を記載する。 

ウ アマチュア無線の利用 

富岡アマチュア無線クラブに無線通信の発受を依頼する。 

〔関係資料〕資料編 ２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 
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第３節 広報・広聴活動 

第１ 広報活動 
 市は、次の方法により市民等に災害広報を行う。 

（１）広報内容 

広報内容は、概ね次のとおりである。 

【広報内容】 

①警戒段階 

 1)警報等（火災気象通報、噴火警報等）      2)避難情報 

 3)災害対策の状況（対策本部等）         4)被害状況 

 5)道路・交通状況（渋滞、通行規制等）      6)公共交通機関の運行状況 

 7)ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案内等） 

②災害発生直後（災害発生時から３日目）まで 

 1)災害の発生状況                2)崖崩れ等に関する情報 

 3)災害対策本部の設置              4)安否情報 

 5)被害状況の概要                6)避難場所及び避難所の情報 

 7)救援活動の状況                8)二次災害防止に関する情報 

 9)災害応急対策の実施状況           10)医療機関の活動状況 

11)水・食料等の物資供給状況          12)ボランティア受け入れ情報 

13)災害用伝言ダイヤル「１７１」やｉモード等の災害用伝言板の利用について周知 

③生活再開時（災害発生４日目から10日目）まで 

 1)ライフラインの被害状況と復旧見込       2)仮設住宅の設置、入居の情報 

 3)生活必需品の供給状況             4)道路・交通情報 

 5)医療情報                   6)教育関連情報 

 7)災害ごみの処理方法              8)相談窓口の開設状況 

 9)被災地からのホームページ等を用いた情報発信（災害規模、被害総額等） 

④復興期（災害発生10日目以降） 

 1)り災証明・義援金の受付手続き情報       2)各種減免措置等の状況 

 3)各種貸付・融資制度情報            4)復興関連情報 

 5)被災地からのホームページ等を用いた情報発信（復興状況等） 

（２）広報媒体 

広報媒体は、概ね次のとおりである。 

【広報媒体】 

①防災行政用無線（固定系）による放送   ②広報車による巡回放送 

③富岡市緊急情報メールによる送信     ④ホームページへの掲示 

⑤災害広報紙の発行            ⑥避難場所、公共施設等の掲示板 
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第２ 報道機関への発表 
（１）記者発表 

市は、市役所に報道センターを設置し、掲示板への情報の掲示や定期的な記者発表を

行い、情報及び必要な資料を提供する。 

（２）取材活動への要請 

市は、取材殺到により市の災害対策活動に支障が生じる場合は、幹事社等による代表

取材のみとし、関係者以外の災害対策本部内への立入、取材を原則的に禁止するよう要

請する。 

また、避難者への取材は、個人情報等の配慮をするように要請する。 

第３ 広聴活動 
（１）市民相談 

市は、市民からの問い合わせ、各種申請及び生活相談に対応するため、市役所、市の

関係機関に災害相談窓口を設置する。 

相談窓口で扱う事項は、次のとおりである。 

【相談窓口の内容】 

①り災証明（被災家屋調査等）          ②仮設住宅等 

③ペット関係（ペット、死亡獣畜、放浪動物）   ④仮設トイレ 

⑤義援金（義援金受け入れ）           ⑥学校関係 

⑦公共交通機関情報（バス輸送等）        ⑧生活資金等 

⑨苦情受付                   ⑩その他相談 

（２）広聴活動 

市は、災害相談窓口での相談活動を通じて、被災者の要望等の収集を行い、関係各部

に伝達する。 

（３）安否情報の提供 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、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、消防、救助等人命に関わるような災害発生

直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答す

るよう努める。 

この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係

地方公共団体、消防機関、都道府県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努

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

おそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当

該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 
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第４節 救急・救助、医療及び消火活動 

第１ 消火活動 
 消防本部は、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。特に、同時多発的に火災が発生し対応ができなくなった場合は、最重要

防ぎょ地域等の優先順位を定め、迅速な消火に努める。具体的な消防活動は、消防計画によ

る。 

 また、管内の消防力では対応できないと認めるときは、直ちに消防相互応援協定等に基づ

き広域応援を求める。 

 さらに、県内の消防力では対応できないと認めるときは、消防組織法第44条の規定に基づ

き、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」を含む。）の派遣を要請す

るよう、直ちに知事（消防保安課）に求める。 

第２ 救急・救助活動 
 消防本部及び警察署は、救急・救助活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要

に応じ、広域応援を要請する。 

 救急・救助活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。ま

た、必要に応じ、民間からの協力等により、救急・救助活動のための資機材を確保し、効率

的な救急・救助活動を行う。 

 医療機関への負傷者の搬送は、群馬県広域災害・救急医療情報システムを活用し、負傷者

の負傷状態に適した医療施設及び医療技術を有する医療機関へ搬送する。また、搬送に要す

る時間を短縮するためにヘリコプターを有効に活用する。 

第３ 医療活動 
（１）救護所の設置及び救護班の派遣 

地理的条件等により医療機関への負傷者の搬送が手間どる場合、市は、事故現場に近

い場所に救護所を設置する。また、必要に応じて、日本赤十字社群馬県支部現地災害対

策本部の設置に協力し、連携して活動を行う。 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会に救護班の編成を要請し、救護所に派遣する。

また、必要に応じ、速やかに日本赤十字社群馬県支部または県に対し、救護班（災害派

遣医療チーム（群馬ＤＭＡＴ）等）の派遣を要請する。なお、救護班を編成した機関は、

その旨を県に連絡する。 

救護班の緊急輸送については、県及び県警察は、緊急通行車両として特段の配慮を行

う。 

（２）医療機関による医療活動 

負傷者を受け入れた医療機関は、次の事項に留意して治療にあたる。 

ア 負傷の状態により、負傷者を他の医療機関に転送する必要があると認める場合は、

直ちに転院の措置を講ずる。 
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イ 転送先の検討にあたっては、群馬県広域災害・救急医療情報システムを活用する。 

ウ 負傷者の転送にあたっては、必要に応じ、市または県に要請し、ヘリコプターを

有効に活用する。 

（３）トリアージの実施 

負傷者が多数に上るため、救護所または医療機関において治療の優先順位をつける必

要がある場合は、トリアージを行う。 
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第５節 交通対策・緊急輸送 

第１ 交通状況の把握 
 市（市道等の道路管理者）は、通行可能な道路を迅速に把握して、県及び富岡警察署に連

絡する。 

第２ 交通規制の実施 
（１）警察の交通規制 

県警察は、緊急輸送を確保するため必要な場合は、県及び市と協議の上（協議するい

とまがないときは協議を省き）、あらかじめ指定されている緊急輸送道路を参考にして、

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

たは制限すべき道路区間を決定し、交通規制を実施する。 

この場合において、被災地への流入車両等を抑制する必要がある場合には、隣接県警

察の協力を求め、周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施する。 

県警察は、交通規制を実施したときは、直ちに県、市その他の関係機関に連絡すると

ともに、テレビ、ラジオ、看板、交通情報板等により住民等に周知徹底を図る。 

（２）市の交通規制 

市は、市管理道路について、道路法第46条に基づき、道路の破損、欠壊、その他の事

由により交通が危険であると認められる場合、道路の構造を保全し、または交通の危険

を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、または制限することができる。そ

の場合は、県警察にその旨を連絡する。 

第３ ヘリポートの確保 
 市は、航空輸送の必要がある場合は、開設予定箇所の状況を把握して、臨時ヘリポートの

開設場所を決定し、その周知徹底を図る。また、被災により使用不能な場合は、直ちに応急

復旧を行う。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 

第４ 輸送手段の確保
（１）輸送車両の確保 

ア 市有車両の確保・配車 

市は、市有車両その他の車両を管理し、各班からの配車要請に基づいて配車を行う。 

イ 車両の確保 

市は、市有車両では不足が生じる場合は、民間会社または県を通じて（一社）群

馬県トラック協会に車両の確保を要請する。 

ウ 燃料の確保 

市は、市有車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売業者から調
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達する。 

必要とする燃料等が調達不能となった場合、県に対して調達及びあっせんを要請

する。 

（２）ヘリコプターの確保 

市は、陸上輸送が困難な場合またはヘリコプターによる輸送が効率的な場合は、県を

通じて、ヘリコプターを確保する。 
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第６節 避難対策 

第１ 避難の勧告・指示（緊急）等 
（１）避難準備･高齢者等避難開始・避難の勧告・指示（緊急）の実施 

ア 市長（本部長）または法令により権限を有する者は、住民の生命、身体及び財産を

災害から守るため必要と認めるときは、速やかに避難準備･高齢者等避難開始・避難の

勧告または指示（緊急）を行う。 

イ 市は、避難時の周囲の状況等により避難のために立退き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きは、住民等に対し、屋内での待避等の安全確保措置を

指示する。 

ウ 避難準備･高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）に係る「発令者」、「措

置」及び「発令する場合」は、次のとおりである。 

【避難勧告・指示の要件】 

 命 令 者 措 置 発令する場合 

避

難

準

備

市長 ・要配慮者の避

難開始 

・一般住民の避

難準備 

災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、特に必要

があると認められるとき。 

避 

難 

勧 

告

市長または知事 

（災害対策基本法第60 条） 

・立退きの勧告

・立退き先の指

示 

・屋内安全確保

の指示 

 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、特に

必要があると認められるとき。 

 知事は、市長がその全部または

大部分の事務を行うことができな

くなったとき。 

避 

難 

指 

示

知事及びその命を受けた職員ま

たは水防管理者（水防法第29条）

・立退きの指示  洪水により著しい危険が切迫し

ていると認められるとき。 

知事及びその命を受けた職員

（地すべり等防止法第25条） 

・立退きの指示  地すべりにより著しい危険が切

迫していると認められるとき。 

市長または知事 

（災害対策基本法第60条） 

・立退きの指示

・立退き先の指

示 

・屋内安全確保

の指示 

（避難の勧告と同じ） 

警察官 

（災害対策基本法第61条） 

・立退きの指示

・立退き先の指

示 

 市長が避難のための立退きを指

示することができないと認めると

き、または市長から要求があった

とき。 
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警察官 

（警察官職務執行法第４条） 

・避難の指示  天災、事変、工作物の損壊等に

より、人の生命、身体、財産が危

険または重大な損害を被る事態に

おいて、特に急を要するとき。 

自衛官 

（自衛隊法第94条） 

・避難の指示  天災、事変、工作物の損壊等に

より、人の生命、身体、財産が危

険または重大な損害を被る事態に

おいて、特に急を要する場合で、

警察官がその場にいないとき。 

（２）避難の勧告・指示（緊急）の伝達 

市は、避難準備･高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を伝達する場合、

防災行政用無線（固定系）、緊急情報メール、サイレン、広報車、テレビ・ラジオ放送

等の手段を用いる。 

なお、避難準備･高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を行う際に明示す

る事項は、次のとおりとする。 

【避難時に明示する事項】 

①避難対象地域                ②避難を必要とする理由 

③避難先（屋内安全確保を含む）        ④避難経路 

⑤避難時の注意事項（災害危険箇所の存在等） 

（３）関係機関への連絡 

市は、避難準備･高齢者等避難開始・避難の勧告または指示（緊急）を行ったときは、

その内容を速やかに県（富岡行政県税事務所を経由して危機管理室）、警察署、消防本

部等に連絡する。 

（４）解除 

市長（本部長）は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難の勧告

等を解除し、市民に周知するとともに、速やかにその旨を県、関係機関に報告する。な

お、解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

第２ 避難誘導 
（１）避難誘導 

住民の避難誘導は、自主防災組織、町内会等が災害の規模、状況に応じて、あらかじ

め地域ごとに定められた避難場所まで行う。避難は原則として徒歩とする。避難誘導は、

負傷者、避難行動要支援者を優先して行う。 

施設等の避難誘導は、施設管理者等が最寄りの避難場所まで行う。 
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【避難誘導者】 

避難対象 避難誘導担当者 

在宅者 町内会・自主防災組織等、消防団 

公共施設の利用者 公共施設の管理者及び勤務職員 

交通機関の利用者 管理者及び乗務員 

事業所等の従業員・利用者 施設の防火管理者及び管理責任者等 

（２）避難行動要支援者の避難誘導 

在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の自主防災組織等が支援する。 

ただし、自力及び家族等の支援による避難が困難な避難者は、市が準備した車両等で

避難させる。 

（３）携行品の制限 

携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度のものとする。 

第３ 警戒区域の設定 
（１）市長による警戒区域の設定 

災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、人の生命または身体

に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長は、災害対策基本法第

63条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対し

て当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、または当該区域からの退去を命ずる。 

（２）警察官による代行措置 

（１）の場合において、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の吏員が

現場にいないとき、またはこれらの者から要求があったときは、警察官は災害対策基本

法第63条第２項の規定に基づき当該職権を行う。 

（３）自衛官による代行措置 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、（１）の場合において、市長その他市長の職

権を行う者が現場にいないときは、災害対策基本法第63条第３項の規定に基づき当該職

権を行う。 

（４）関係機関への連絡 

市は、警戒区域を設定したときは、その内容を速やかに県（富岡行政県税事務所を経

由して危機管理室、または直接危機管理室）、警察署、消防本部等に連絡する。 

第４ 避難場所及び避難所の開設 
（１）避難場所及び避難所の開設 

避難勧告等を行う場合、総務部は緊急登庁職員に指定緊急避難場所及び指定避難所の

開設を指示する。 

また、市は、災害の規模や予測される避難期間等を勘案し、要配慮者の避難生活の負担

を軽減するため、事前に指定または協定を締結した施設を福祉避難所として開設する。施



第１編 風水害等対策編 第４部 大規模事故応急対策計画 第１章 災害共通の対策活動

167

設の管理者、職員等は、開設に協力する。 

なお、避難場所及び避難所派遣職員は、あらかじめ指名する。 

（２）避難施設の確認 

緊急登庁職員は、施設の管理者等と協力し、施設の状況を確認する。避難場所及び避

難所が施設損壊により危険な場合には、立ち入り禁止の表示をし、地域住民の協力を得

る。必要に応じて、他の避難場所及び避難所への誘導を行う。 

（３）本部への連絡 

緊急登庁職員は、避難場所及び避難所や避難者の状況を電話または防災行政用無線等

により本部へ連絡する。市は本部で受けた避難情報を取りまとめる。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第５ 避難場所及び避難所の運営 
（１）避難場所及び避難所運営組織 

避難場所及び避難所の運営は、原則として町内会や自主防災組織を中心とした避難者

の自主運営にて行う。自主防災組織等は、組織のリーダーからなる避難場所及び避難所

自治組織をつくり、自主的な運営を行う。 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織の確立やボランティア

等との調整を行う。 

（２）避難者に係る情報の把握 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織の協力を得て、避難者

名簿を作成するとともに、応急物資等に対する避難者の需要を把握する。この際、特に

避難してきた要配慮者の情報把握に努めるとともに、要配慮者の特性に応じた応急物資

等の需要把握に努める。 

また、自主防災組織と協力して、避難場所及び避難所施設以外の避難者の把握も行う。 

（３）ボランティアへの協力要請 

避難場所及び避難所では、食料、生活必需品の供給、炊き出し等にボランティアの協

力を得る。避難場所及び避難所派遣職員は、必要に応じてボランティアの派遣を要請する。

（４）避難場所事務所の開設 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所内に避難場所及び避難所事務所

を開設し、運営の拠点とする。 

（５）避難場所運営記録の作成 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所の運営状況について、避難場所

及び避難所運営記録を作成し、１日に１度、本部へ報告する。また、病人発生等、特別

な事情のあるときは、そのつど必要に応じて報告する。 

市は、避難場所及び避難所に関する情報を取りまとめる。また、定期的に避難者収容

状況を県に報告する。 

（６）避難者への情報提供 
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市は、住民の安否や応急対策の実施状況等避難者から望まれる情報を適宜提供する。

また、情報提供にあたっては、在宅避難者や避難場所及び避難所施設以外の避難者等へ

配慮した提供に努める。 

〔関係資料〕資料編５－８ 避難者名簿様式 

第６ 避難場所及び避難所設備の整備 
（１）スペースの配置 

避難場所及び避難所派遣職員は、施設管理者等と協力して避難場所及び避難所の各ス

ペースを配置する。 

【スペース例】 

①生活スペース       ②休憩スペース       ③更衣スペース 

④洗面・洗濯スペース    ⑤救護所スペース      ⑥物資保管スペース 

⑦配膳・配給スペース    ⑧駐車スペース       ⑨女性用物干しスペース 

⑩授乳スペース 

（２）設備・備品の設置 

避難生活に必要な設備・備品を設置する。不足の設備、備品は市が確保する。 

【避難場所及び避難所の設備例】 

①暖房器具      ②冷房器具     ③扇風機     ④仮設トイレ 

⑤公衆電話      ⑥給湯設備     ⑦掲示板     ⑧間仕切り 

⑨食器、調理器具   ⑩清掃用具 
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第７節 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

第１ 行方不明者の捜索 
市は、県や警察、消防本部等と連携し、行方不明者の捜索にあたる。 

第２ 遺体の収容 
発見された遺体は、県や警察・消防本部等と連携し、検視・死体調査及び検案を行うのに

適当な場所に収容する。 

第３ 検視・死体調査及び検案 
 警察署は、必要に応じ、警察災害派遣隊を被災地に派遣し、群馬県警察医会の会員医師等

の協力を得て、遺体の検視・死体調査及び検案、身元確認を行う。また、効果的な身元確認

が行えるよう市、県、指定公共機関等と密接に連携する。なお、遺体が多数のため警察医会

の会員医師のみでは対応できない場合は、群馬県医師会の協力を得る。 

第４ 遺体の安置 
 市は、身元不明の遺体または災害の混乱により引き取りがなされない遺体について、安置

所を設置し、検視・死体調査及び検案を終えた遺体を次により安置する。 

（１）葬祭業者の協力を得て、必要な量の棺を調達する。 

（２）遺体の腐敗を防止するためドライアイス等必要な資材を確保する。

（３）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を施し、納棺する。 

（４）遺体処置表及び遺留品処理表を作成の上、「氏名札」を棺に添付する。 

第５ 身元の確認 
 市は、身元不明の遺体については、警察機関と協力し、人相、着衣、所持品、特徴等を記

録するとともに遺品を保存し、必要に応じ歯科医師会等の協力を得て身元の確認に努める。 

第６ 遺体の引き渡し 
 市は、遺族等から遺体の引き取りの申し出があったときは、遺体処置表に記録の上、遺体

を引き渡す。 

第７ 遺体の埋火葬 
（１）遺体の埋火葬を行う者がいないときまたは身元が判明しないときは、市で埋火葬を行う。

（２）市は遺体の損傷等により正規の手続きを経ていると公衆衛生上問題が生じると認める

場合は、手続きの特例的な取扱いについて、県を通じて厚生労働省と協議する。 

（３）遺体が多数発生あるいは火葬施設が被災した場合は、県に応援を要請する。 
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第２章 災害別応急対策計画 

第１節 航空災害対策 

第１ 事故情報の伝達 
 市は、墜落地点の位置、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富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつか

ない場合または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情報の続報、応

急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

 消防本部は、墜落地点の位置、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危

機管理室に連絡する。 

 また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

 なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１章・

第１節の「第１ 災害対策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告するとともに、

消防庁にも直接報告する。 

〔関係資料〕資料編５－２ 救急・救助事故報告様式 

第２ 交通規制 
 二次災害による被害を防止するため、警察及び道路管理者は相互に調整の上、必要に応じ

て周辺道路の進入禁止等の通行規制を行う。 
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第２節 鉄道事故災害対策 

第１ 事故情報の伝達 
（１）災害即報 

市は、事故現場の位置､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富岡行政県税事務所（同事務所に連絡

がつかない場合または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情報

の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

消防本部は、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危機管理室に連

絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１

章・第１節の「第１ 災害対策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告すると

ともに、消防庁にも直接報告する。 

（２）鉄道情報 

鉄道事業者は、大規模な鉄道災害が発生したときは、速やかに事故の態様、被害の状

況等に関する情報を収集し、国土交通省、県、市、消防本部及び警察に連絡する。また、

被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次連絡する。 

〔関係資料〕資料編５－２ 救急・救助事故報告様式 

第２ 鉄道の応急措置 
（１）初期消火・救出・救護等 

鉄道事故が発生した鉄道事業者は、初期消火、負傷者の救出・救護、避難誘導を行う

とともに、消防本部、警察等、関係機関の災害対策に協力する。 

（２）代替交通手段の確保 

事故災害が発生した鉄道事業者は、他の路線への振り替え輸送、バス代行輸送等代替

交通手段の確保に努める。 
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第３節 道路事故災害対策 

第１ 事故情報の伝達 
（１）災害即報 

市は、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富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合

または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情報の続報、応急対

策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

消防本部は、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県危機管理室に連

絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１

章の第１節の「第１ 災害対策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告すると

ともに、消防庁にも直接報告する。 

（２）道路情報 

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ときは、速やかに

事故の態様、被害の状況等に関する情報を収集し、関東地方整備局、県、市、消防本部

及び警察に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次

連絡する。 

〔関係資料〕資料編５－２ 救急・救助事故報告様式 

第２ 道路の応急措置 
（１）危険物等の流出対策 

道路管理者、消防機関は、危険物等の流出が認められたときは、関係機関と協力して、

直ちに防除活動、避難誘導を行い、危険物等による二次災害の防止に努める。 

（２）道路施設・交通安全施設の応急復旧 

道路管理者は、迅速かつ的確に、障害物の除去、応急復旧を行い、早期に道路交通を

確保する。 

また、類似災害の再発防止のため、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う。 

なお、幹線道路の通行が長時間規制される場合は、う回路を設定し、住民等に周知す

る。 
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第４節 危険物等災害対策 

第１ 事故情報の伝達 
（１）災害即報 

市は、人的被害の状況、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富岡行政県税事務所（同事務所に連

絡がつかない場合または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情

報の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

消防本部は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を把握できた範囲から直ちに

県に連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１

章の第１節の「第１ 災害対策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告すると

ともに、消防庁にも直接報告する。 

（２）危険物情報 

危険物等の管理者は、危険物等による大規模な事故が発生したときは、速やかに事故

の態様、被害の状況等に関する情報を収集し、当該危険物等の取扱規制担当官公署、県、

市、消防本部及び警察に連絡する。 

また、被害状況の続報、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても、逐次

連絡する。 

（３）専門情報の収集 

市及び消防本部は、避難誘導、救急・救助、医療活動、消火活動を安全かつ効果的に

実施するため、当該危険物等の性状等について、必要に応じ、事業者や当該危険物等の

取扱規制担当官公署等から情報を収集し、関係各部に提供する。また必要に応じて、当

該危険物の取扱規制担当官公署等に対し、専門家の派遣を要請する。 

〔関係資料〕資料編５－４ 特定事故報告様式 

第２ 危険物等の応急措置 
（１）初期消火・救出・救護等 

事故災害が発生した危険物施設等の管理者は、初期消火、負傷者の救出・救護、避難

誘導を行うとともに、消防本部、警察等、関係機関の対策に協力する。 

消防本部、警察等の関係機関は、当該危険物等の性状に応じ、環境モニタリング、防

護用資機材の装着等の措置を講ずることにより、救急・救助、消防活動に従事する職員

の安全を確保する。 

（２）危険物等の流出対策 

危険物施設等の管理者、消防本部、県、河川管理者（市、富岡土木事務所、高崎河川

国道事務所）等は、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ずる。 
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なお、その際、関係行政機関等からなる水質汚濁防止連絡協議会の活用など、既存の

組織を有効に活用する。 

（３）水道水の安全措置 

市は、危険物の流出により飲料水が汚染されるおそれがある場合、緊急調査を行い、

必要に応じて汚染水源の使用禁止、水道水の摂取制限等の安全措置を講ずる。 

第３ 核燃料物質等の事業所外運搬中事故の応急措置 
（１）特定事象発生の連絡 

原子力防災管理者（※１）は、核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象（※２）

発見後または発見の通報を受けた場合、15分以内を目途として官邸（内閣官房）、安全

規制担当省庁（文部科学省、経済産業省または国土交通省をいう。）、文部科学省、内

閣府、県、市、警察、消防本部など関係機関に文書で送信する。さらに、主要な機関等

に対しては、その着信を確認する。以後、応急対策の活動状況等を随時連絡する。 

（※１）「原子力防災管理者」：原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」とい

う。）第９条に基づき、原子力事業者がその原子力事業所の原子力防災組織

を統括させるために選任した者 

（※２）「特定事象」：原災法第10条第１項の規定により通報を行うべき事象であっ

て、事業所外運搬については次のいずれか 

ア 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、運搬容器から１ｍ離れた場

所において、１時間あたり100マイクロシーベルト以上の放射線量率が検出されたこ

とまたは検出されるがい然性が高いこと。 

イ 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、運搬容器から放射性物質が

漏えいすることまたは漏えいするがい然性が高いこと。 

（２）原子力事業者等の対応 

原子力事業者及び原子力事業者から運搬を委託された者（以下、「原子力事業者等」

という。）は、直ちに、携行した防災資機材を用いて立入制限区域の設定、汚染・漏え

いの拡大防止対策、遮へい対策、モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難等の危

険時の措置を迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図る。 

また、直ちに必要な要員を現場に派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に

要員及び資機材の派遣要請を行う。 

原子力事業者等は、原災法第16条の規定に基づき、国の原子力災害対策本部が設置さ

れたときは、同本部長の指揮の下、原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応

急対策を主体的に講ずる。 

（３）消防及び警察の措置 

消防本部は、事故の通報を受けた場合、直ちにその旨を県に報告するとともに、事故

の状況の把握に努め、消防職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、

火災の消火、救急、救助等必要な措置を実施する。 

警察署は、事故の通報を受けた場合、事故の状況の把握に努め、警察職員の安全確保

を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措

置を実施する。 
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（４）一般公衆の安全の確保 

県及び市は、原災法第20条第３項の規定に基づき、国の原子力災害対策本部または原

子力災害現地対策本部から、事故現場周辺の住民を避難させるなど一般公衆の安全を確

保するために必要な措置を講ずることについて指示を受けたときは、速やかに当該措置

を講ずる。 
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第５節 大規模火災対策 

第１ 火災情報の伝達 
 市は、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富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつか

ない場合または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情報の続報、応

急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

 消防本部は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県に

連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

 なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１章の

第１節の「第１ 災害対策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告するとともに、

消防庁にも直接報告する。 

〔関係資料〕資料編５－３ 火災報告様式  

第２ 消火活動 
 住民及び自主防災組織は、火災の拡大を防ぐため、自発的に初期消火活動を行うとともに、

消防機関に協力する。 

 企業は、自らの事業所から出火したときは、その初期消火に努める。なお、自衛消防隊を

組織する企業は、近隣で発生した火災について、その消火に協力する。 
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第６節 林野火災対策 

第１ 火災情報の伝達 
 市は、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富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつか

ない場合または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情報の続報、応

急対策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

 消防本部は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに県に

連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

 なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１章・

第１節の「第１ 災害策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告するとともに、消

防庁にも直接報告する。 

〔関係資料〕資料編５－３ 火災報告様式 

第２ 避難誘導 
 市は、森林組合等と連携して、入山者（営林作業者、登山客等）への避難勧告等の広報、

誘導を行う。 

第３ 消火活動 
 消防本部は、林野火災防ぎょ図の活用、県への防災ヘリコプターによる空中消火の要請等

により効果的な消火活動を実施する。 

第４ 二次災害の防止 
 林野火災により荒廃した流域では、降雨による土石流の発生等の二次災害のおそれがある

ため、砂防関係機関（県）及び市は、土砂災害危険箇所の点検を行う。 

 また、危険性が高いと判断された箇所について、市は、関係機関や住民に周知し、適切な

警戒避難を確保する。 

 さらに、砂防関係機関は、できる限り速やかに砂防設備、治山施設、地すべり防止施設等

の整備を行う。
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第７節 火山災害対策 

浅間山は、標高2,568ｍ、群馬県と長野県の２県にまたがって位置し、頂上の噴火口は両県

の境にある。日本の活火山の中でも頻繁に活動を繰りかえす火山として有名であり、爆発型

の噴火が特徴である。その活動は活発で、平成16年９月23日、９月29日、11月14日には中爆

発が発生し、浅間山周辺町村では降灰により農業被害が発生している。 

今後、浅間山に大規模噴火が発生した場合、本市は、火山灰が10㎝以上積もる可能性が想

定されている。 

第１ 火山情報の伝達 
（１）火山情報 

気象庁による噴火警報、火口周辺警報及び降灰予報が発表された場合、市は、速やかに

情報の収集を行うこととし、住民、観光客、学校長、消防本部、警察及びその他関係機

関に連絡する。 

この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、

被害規模の早期把握を行う。 

（２）市民等に対する噴火警報等の周知 

市は、前橋地方気象台及び県から噴火警報等の伝達を受けたときは、市民等に対し、

防災行政用無線、広報車、サイレン、緊急速報メール、登録制メール、使走等の方法に

より、速やかに周知する。その際、高齢者、障害者、外国人等要配慮者に確実に伝達す

るよう配慮する。 

なお、市が、特別警報にあたる噴火警報（居住地域）（噴火警戒レベルでは４以上に相

当）の伝達を受けたときは、直ちに市民等に周知する。 

（３）災害即報 

市は、被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、把握できた範囲から直ちに富岡行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合

または緊急を要する場合は県危機管理室）に連絡する。また、被害情報の続報、応急対

策の活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

消防本部は、人的被害の状況等の情報を把握できた範囲から直ちに市災害対策本部及

び県に連絡する。 

また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡する。 

なお、事故の状況が、火災・災害等即報要領の直接即報基準（第１編・第４部・第１

章の第１節の「第１ 災害対策本部の設置」参照）に該当する場合は、県に報告すると

ともに、消防庁にも直接報告する。 

〔関係資料〕資料編５－１ 風水害・地震災害等報告様式 
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第２ 活動体制の確立 
市は、火山災害の発生のおそれのある場合又は発災した後速やかに、職員の非常参集、情

報収集連絡体制の確立を行うとともに、必要な体制をとる。 

第３ 降灰の応急措置 
噴火に伴う降灰により、交通及び住民の日常生活等に支障を及ぼしている場合、市、各関

係機関、住民等はその役割を明確にし、速やかに降灰除去、障害の軽減を図る。 

（１）実施責任者 

噴火に伴う降灰の除去、障害の軽減については、それぞれの施設を管理する者が行う。 

この場合において住民は、降灰除去の迅速化に寄与するよう協力する。 

（２）道路の降灰除去 

ア 主要道路の降灰除去については、国道指定区間については国が、その他の国道及

び県道については県が、市道については市が行う。 

イ 主要道路以外の道路に係わる降灰除去については、住民が相互に情報を交換し、

降灰除去の迅速化、円滑化に努める。 

ウ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去等応急復旧等に

必要な人員、資機材等の確保に努める。 

（３）宅地内の降灰除去 

ア 宅地内の降灰については住民自らがその除去に努め、除去した降灰は、市が指定

する場所に集積し、市はこれらを収集する。 

イ 市は、宅地内の降灰除去の効率化、円滑化のため、各地区自主防犯防災会と協力

を図り、地域ぐるみの降灰除去が推進されるよう努める。 

（４）農地・山地・農作物対策 

農作物によってその対応は異なるが、基本的には応急措置と事後措置とに区分して対

応する。 
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第５部 原子力施設事故対策 

第１章 災害予防 

第１節 基本方針 

第１ 目的 
群馬県内には、原子力施設が立地せず、また、県外に立地する原子力施設に関する原子力

災害対策重点区域設定の目安となる範囲にも本県は含まれていない。しかし、平成２３年３

月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故の発生に伴う災

害対応を踏まえ、県外の原子力施設において事故が発生した際に備え、市が関係機関等と連

携して実施するべき予防対策、応急対策及び復旧対策について必要な事項を定め、市民の不

安を解消することを目的とする。

第２ 原子力施設事故災害対策において尊重するべき指針 
県外の原子力施設事故災害対策においての専門的・技術的事項については、原子力規制委

員会が定める「原子力災害対策指針」を十分に尊重する。 

なお、国においては、今回の事故検証結果等を踏まえ、原子力災害対策指針を定めたとこ

ろであるが、今後の検討課題とされている事項も多数あり、これらの事項を踏まえた原子力

災害対策指針の見直しが予想される。 

このため、市では、国による原子力災害対策指針の見直し等の動きを注視し、必要に応じ

て、随時本対策を見直す。 

第３ 富岡市地域防災計画における本対策の位置づけ 

この対策において定めのない事項については「風水害等対策編の第２部風水害等災害予防

計画及び第３部風水害等応急対策計画」による。 

第２節 情報の収集・連絡体制等の整備 

第１ 情報の収集・連絡体制等の整備 
市は、県外に立地する原子力施設の事故に対し、万全を期すため、原子力施設情報の収集

体制の整備・充実を図る。 
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第２章 災害応急対策 

第１節 情報の収集・連絡 
市は、県外に立地する原子力施設において放射性物質又は放射線が異常な水準で放出され

るなどの事象等（以下「異常事象等」という。）が発生した場合は、積極的に県から情報を

収集できる体制を構築し、情報収集に努める。 

第２節 モニタリング体制の強化 
市は、県外に立地する原子力施設における異常事象等発生の情報を得た場合は、放射性物

質又は環境放射線の影響を早期に把握するため、必要に応じて、関係部局が連携し以下の対

応を実施する。実施結果等については、住民などへ積極的に広報する。 

第１ 空間放射線量率モニタリングの強化 
市は、積極的に県から情報を収集する。また、必要に応じて、サーベイメータによる測定

等モニタリングの強化を図る。 

第２ 水道水、上下水処理等副次産物の放射性物質検査 
市は、必要に応じて、水道水、上下水処理等副次産物の放射性物質検査を実施する。 

第３ 学校給食の放射性物質検査 
市は、必要に応じて、学校給食の放射性物質検査を実施する。 
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第３節 市民等への情報伝達・相談活動 

第１ 市民等への情報伝達活動 
（１）市は、国や県等と連携し、異常事象等に関する情報を広く市民に向けて提供し、市内

における異常事象等に伴う混乱を未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 

（２）市は、テレビやラジオなどの放送事業者、新聞社等の報道機関の協力を得た情報提供

に努める。また、インターネット等を活用した情報の提供にも努める。 

（３）市は、市民への情報伝達等にあたっては、情報の発信元を明確にするとともに、理解

しやすく誤解を招かない表現に努める。また、必要に応じて伝達する情報の内容を理解

する上で参考となる情報等を併せて提供する。 

（４）市は、伝達する情報について、県と連絡を取り、その内容を十分に確認する。 

（５）市は、市民等のニーズに応じた多様な内容を情報提供するよう努める。 

情報提供するべき内容としては、以下のような事項が想定される。 

○市内の空間放射線量率に関する情報 

○水道水、市産農林水畜産物、上下水処理等副次産物の放射性物質に関する検査結果 

○学校給食の放射性物質に関する検査結果 

○相談窓口の設置状況 

第２ 相談窓口等の設置 
（１）市は、県等と連携し、必要に応じ、速やかに市民等からの問い合わせに対応できるよ

う相談窓口を開設し、必要な要員を配置する。 

想定される相談窓口としては、以下のようなものが挙げられる。 

○放射線による健康相談窓口 

○水道水、飲食物等の放射性物質に関する相談窓口 

○市内の空間放射線量に関する相談窓口 

（２）市は、市民からの相談等で、十分な情報がない場合は、関係機関と速やかに連絡を取

り、情報を収集し、解決を図るよう努める。 
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第４節 水道水、飲食物の摂取制限等 

第１ 水道水の摂取制限等 
市は、原子力災害対策指針の指標や、食品衛生法上の基準値を踏まえた県の指導・助言、指

示に基づき、水道水中の放射性物質が飲食物摂取制限に関する指標を超えた場合、又は乳児

に与える場合の食品衛生法に基づく暫定規制値を超えた場合は、摂取制限及び広報を実施す

る。 

第２ 飲食物の摂取制限等 
市は、原子力災害対策指針の指標や、食品衛生法上の基準値を踏まえた県の指導・助言、指

示に基づき、飲食物中の放射性物質が食品衛生法に基づく暫定規制値を超えた場合は、必要

な措置を講じる。 

第３ 農林水畜産物等の採取及び出荷制限 
市は、原子力災害対策指針の指標や、食品衛生法上の基準値を踏まえた県の指導・助言、指

示及び放射性物質検査の結果に基づき、農林水畜産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置

を講じるよう、関係団体、生産者等に要請する。 

第４ 食料及び飲料水の供給 
市は、風水害対策編第３部第８章の食料・飲料水・生活必需品等の調達、供給活動に基づ

き、県と協力して関係住民への応急措置を講ずる。 

第５ 上下水処理等副次産物の利活用について 
市は、県からの指導・助言、指示及び放射性物質検査に基づき、各処理施設から発生する

副次産物の利活用について、必要な措置を講ずる。 
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第５節 風評被害等の未然防止

市は、県と連携し、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風評被害等の未然防止の

ために、各種モニタリングの結果等を踏まえ、農林水畜産物、工業製品、地場産品等の適正

な流通の促進、観光客減少の防止のための広報活動等を行う。 

第６節 各種制限措置の解除 

市は、県と連携し、放射性物質検査の結果及び国が派遣する専門家の判断、国の指示等を

踏まえ、水道水・飲食物の摂取制限、農林水畜産物の採取の禁止・出荷制限等、上下水処理

等副次産物の搬出制限等の各種制限措置を解除する。
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第３章 災害復旧対策 

第１節 モニタリングの継続実施と結果の公表 
市は、必要に応じて、県と協力して空間放射線量率モニタリングや水道水、農林水畜産物、

学校給食、上下水処理等副次産物の放射性物質検査を継続して行い、その結果を速やかに公

表する。 

第２節 風評被害等の影響軽減 
市は、県と連携し、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風評被害等の影響を軽減

するために、各種モニタリングの結果等を踏まえ、農林水畜産物、工業製品、地場産品等の

適正な流通の促進、観光客減少の防止のための広報活動等を引き続き行う。 

第３節 健康への影響と対策 
市は、モニタリング調査の結果等により、市民への健康の影響が懸念される場合は、県等

関係機関と連携し、影響の程度や対策について検討し、必要に応じて、除染する。除染を必

要とする場合、除染体制を確保し実施する。
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第２編 震災対策編 

第１部 総則 

第１節 計画策定の趣旨 

第１ 計画の目的 
 この計画は、大規模な地震に対処するため災害対策基本法第42条の規定に基づき、富岡市

防災会議が作成する計画であって被害の軽減と応急対策及び復旧対策について総合的に定め、

市民の生命、身体及び財産を地震災害から保護することを目的とする。 

第２ 計画の性格 
 地震は一般に予知することが困難であり、その被害は突発性・広域性・火災等、二次災害

の発生といった特徴がある。地震災害の特徴と社会的影響の大きさに鑑み、この計画を「富

岡市地域防災計画・震災対策編」として策定する。 

 市及び防災関係機関は、この計画に基づき各々処理すべき業務について必要事項を要領等

で定め、震災対策の万全かつ円滑な推進に努める。 

第３ 計画の修正 
 この計画は、災害対策基本法第42条の規定により、毎年検討を加え、必要があると認める

場合は、修正する。 

第４ 計画用語 
 この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

１ 災対法 災害対策基本法（昭和36年法律第223 号） 

２ 救助法 災害救助法（昭和22年法律第118 号） 

３ 県 群馬県 

４ 県防災計画 群馬県地域防災計画 

５ 市 富岡市 

６ 市防災計画 富岡市地域防災計画 

７ 県本部 群馬県災害対策本部 

８ 県支部 群馬県災害対策本部西部地方部 

９ 本部 富岡市災害対策本部 

10 消防本部 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 
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第２節 防災の基本理念 

防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、市域の土地並びに市民の生命、身体

及び財産を災害から保護する、行政上最も基本的で重要な施策である。 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の

迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が

失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策

を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければなら

ない。 

災害対策の実施にあたっては、市、県、指定地方行政機関、指定地方公共機関等は、それ

ぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図る。併

せて、市、県及び指定地方行政機関を中心に、市民一人一人が自ら行う防災活動や、地域の

防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進すること

で、市、県、指定地方行政機関、公共機関、事業者、市民等が一体となって最善の対策をと

る。 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があり、

それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。各段階における基

本理念は以下のとおりである。 

第１ 周到かつ十分な災害予防 

災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

(１) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、

ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推

進する。 

(２) 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被

害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害

対策の改善を図る。 

第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 

(１) 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、

収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害

応急対策に必要な資源を適切に配分する。 

(２) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他の特に配慮

を要する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害
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の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

第３ 適切かつ速やかな災害復旧・復興 

災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 

(１) 発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより、被災

地域の復興を図る。 
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第３節 防災関係機関の処理すべき事務または業務の大綱

 市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係機関及び市内

の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務または業務の大綱は次のと

おりとする。 

第１ 富岡市 

１ 防災に関する組織の整備に関すること。 

２ 防災に関する訓練に関すること。 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。 

４ 災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関すること。 

５ 予報・警報の伝達に関すること。 

６ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）に関すること。 

７ 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

８ 被災者の救難、救助その他保護に関すること。 

９ 被災した児童及び生徒の応急の教育に関すること。 

10 施設及び設備の応急復旧に関すること。 

11 清掃、防疫その他の保健衛生に関すること。 

12 緊急輸送の確保に関すること。 

13 災害の発生の防ぎょまたは拡大の防止のための措置に関すること。 

14 災害復旧及び復興計画に関すること。 

15 市防災会議に関すること。 

16 市内の防災関係機関が行う災害対策の総合調整に関すること。 

第２ 県 

１ 防災に関する組織の整備に関すること。 

２ 防災に関する訓練に関すること。 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。 

４ 災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関すること。 

５ 予報・警報の伝達に関すること。 

６ 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

７ 被災者の救難、救助その他保護に関すること。 

８ 被災した児童及び生徒の応急の教育に関すること。 

９ 施設及び設備の応急復旧に関すること。 

10 清掃、防疫その他の保健衛生に関すること。 

11 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関すること。 

12 緊急輸送の確保に関すること。 

13 災害の発生の防ぎょまたは拡大の防止のための措置に関すること。 

14 災害復旧及び復興計画に関すること。 

15 群馬県防災会議に関すること。 

16 市町村その他県内の防災関係機関が行う災害対策の総合調整に関すること。 
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第３ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

関東管区警察局 １ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整に関

すること。 

２ 他管区警察局及び警視庁との連携に関すること。 

３ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集及び報告

連絡に関すること。 

４ 警察通信の確保及び統制に関すること。 

関東総合通信局 １ 電波及び有線電気通信の監理に関すること。 

２ 災害時における非常通信の確保並びに非常通信の運用監督に

関すること。 

３ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること。

４ 非常通信協議会の育成及び指導に関すること。 

関東財務局 

(前橋財務事務所) 

１ 金融機関に対する非常金融措置のあっせん、指導等に関すること。

２ 災害復旧事業費の査定立合いに関すること。 

３ 災害つなぎ資金及び災害復旧事業資金の融資に関すること。 

４ 国有財産の貸付、譲与及び売払いに関すること。 

５ 提供可能な未利用地、合同宿舎に関する情報提供に関すること。 

関東信越厚生局 １ 国立病院の避難施設の整備及び防災訓練等の指導に関すること。

２ 国立病院収容患者の医療等の指示調整に関すること。 

３ 負傷者の国立病院における医療助産救助の指示調整に関すること。

４ 医療救護班の応援派遣に関すること。 

群馬労働局 １ 事業場における労働災害の防止に関すること。 

２ 災害応急工事、災害復旧工事等に必要な労働力の確保に関すること。

３ 災害による離職者の早期再就職の促進に関すること。 

関東農政局 

（前橋地域センター）

１ 災害予防 

（１）ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施

またはその指導に関すること。 

（２）農地、農業用施設等を防護するための防災ダム、ため池、湖

岸、堤防、土砂崩壊防止、農業用河川工作物、たん水防除、農

地侵食防止等の施設の整備に関すること。 

２ 災害応急対策 

（１）農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。 

（２）種もみ、その他営農資機の確保に関すること。 

（３）主要食糧の供給に関すること。 

（４）生鮮食料品等の供給に関すること。 

（５）農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関す

ること。 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

（６）土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出及び動

員に関すること。 

３ 災害復旧 

（１）農地、農業用施設等について特に必要がある場合の査定の実

施に関すること。 

（２）被災農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。 

４ その他 

 農業関係被害状況の情報収集及び報告に関すること。 

関東森林管理局 

群馬森林管理署 

下仁田森林事務所 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に

関すること。 

２ 災害復旧用材（国有林材）のあっせんに関すること。 

関東経済産業局 １ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関

すること。 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

３ 被災中小企業の振興に関すること。 

関東東北産業保安

監督部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保

安の確保に関すること。 

２ 鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

関東地方整備局（高

崎河川国道事務所

ほか） 

 管轄する河川・道路・砂防・地すべり・ダムについての計画、工

事及び管理のほか、次の事項に関すること。 

１ 災害予防 

（１）防災上必要な教育及び訓練 

（２）通信施設等の整備 

（３）公共施設等の整備 

（４）災害危険区域等の関係機関への通知 

（５）官庁施設の災害予防措置 

（６）豪雪害の予防 

２ 災害応急対策 

（１）災害に関する情報の収集及び予警報の伝達等 

（２）水防活動、土砂災害防止活動及び地方公共団体による避難誘

導のための住民への情報伝達に関する指導助言等 

（３）建設機械の現況及び技術者の現況の把握 

（４）災害時における復旧用資材の確保 

（５）災害発生が予想されるときまたは災害時における応急工事等 

（６）災害時のための応急復旧用資機材の備蓄 

（７）緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

３ 災害復旧等 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

 災害発生後できる限り速やかに現地調査を実施し、被災施設の

重要度、被災状況等を勘案の上、再度災害の防止に努めるととも

に迅速かつ適切な復旧を図ること。 

関東運輸局 

（群馬運輸支局） 

１ 自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること。 

２ 被災者、災害必要物資等の輸送調整に関すること。 

３ 不通区間におけるう回輸送等の指導に関すること。 

東京航空局 

（東京空港事務所）

１ 航空機による輸送に係る安全の確保に関すること。 

２ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 

３ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

東京管区気象台 

(前橋地方気象台) 

１ 気象、地象及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関

すること。 

２ 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動

（以下、単に「地震動」という。）に限る。)及び水象の予報及び

警報・注意報の発表に関すること。 

３ 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

関への伝達及びこれら機関や報道機関を通じた住民への周知に

関すること。 

４ 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに成果の発表

に関すること。 

５ 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアル及びハザード

マップ等の作成に対する技術的な支援・協力に関すること。 

６ 災害の発生が予想されるときや災害発生時における、県や市町村

に対する気象状況の推移及びその予想の解説等に関すること。 

７ 県や市町村、その他の防災関係機関との連携による、防災気象

情報の理解促進及び防災知識の普及啓発活動に関すること。 

８ 緊急地震速報（警報）の利用の心得などの周知・広報に関する

こと 

第４ 陸上自衛隊 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

第12旅団 

第12後方支援隊 

１ 災害派遣の準備 

（１）防災関係情報資料の整備に関すること。 

（２）防災関係機関との連絡、調整に関すること。 

（３）自衛隊災害派遣計画の作成に関すること。 

（４）防災に関する教育訓練の実施に関すること。 

２ 災害派遣の実施 

（１）人命または財産保護のため緊急に行う必要のある応急救援ま

たは応急復旧に関すること。 

（２）災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲

与に関すること。 
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第５ 指定公共機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

日本郵便(株) １ 郵便事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全に関するこ

と。 

２ 災害特別事務取扱いに関すること。 

(１) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及

び援護対策 

ア被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ被災地あて救援用郵便物等の料金免除 

エ被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

(２) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

３ その他、要請のあったもののうち協力できる事項 

東日本電信電話 

(株)（群馬支店） 

１ 電気通信設備の保全に関すること。 

２ 重要通信の確保に関すること。 

(株)ＮＴＴドコモ

（群馬支店） 

１ 携帯電話設備の保全に関すること。 

２ 重要通信の確保に関すること。 

日本銀行 

（前橋支店） 

１ 通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な調整、信用制度の保持運営

及び被災地金融機関に対する緊急措置についての要請等に関すること。

日本赤十字社 

（群馬県支部） 

１ 医療救護班の編成及び医療救護の実施に関すること。 

２ 救護所の開設及び運営に関すること。 

３ 日赤奉仕団及び防災ボランティアの活動に関すること。 

４ 輸血用血液の確保及び供給に関すること。 

５ 義援金品の受領、配分及び募金に関すること。 

６ 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること。 

７ 外国人の安否の調査に関すること。 

日本放送協会 

（前橋放送局） 

１ 防災思想の普及に関すること。 

２ 気象予報・警報の周知に関すること。 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

４ 放送施設に対する障害の排除に関すること。 

５ 避難場所等における受信機の貸与・設置に関すること。 

６ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関すること。

東日 本高速道路

（株）（関東支社）

１ 高速自動車国道の保全及び復旧に関すること。 

２ 緊急通行路の確保に関すること。 

東京ガス(株) 

（群馬支社） 

１ 都市ガス施設の保安の確保に関すること。 

２ 都市ガスの供給の確保に関すること。 

日本通運(株) 

（群馬支店） 

１ 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関するこ

と。 

東京電力(株) 

（群馬支店） 

１ 電力施設の保安の確保に関すること。 

２ 電力の供給の確保に関すること。 
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第６ 指定地方公共機関 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

上信電鉄（株） １ 鉄道施設の保全及び輸送の安全確保に関すること。 

２ 鉄道車輌による救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。

(公社)群馬県医師

会 

１ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

３ 医療救護活動の実施に関すること。 

(公社)群馬県歯科

医師会 

１ 被災者の医療及び口腔衛生の協力に関すること。 

２ 歯科治療痕等による身元確認作業の協力に関すること。 

(公社)群馬県看護

協会 

１ 救護活動に必要な看護の確保に関すること。 

(一社)群馬県ＬＰ

ガス協会 

１ エルピーガス設備の保安の確保に関すること。 

２ エルピーガスの供給の確保に関すること。 

３ 会員事業者の連絡調整に関すること。 

群馬県石油協同組

合 

１ 石油等燃料の供給に関すること。 

(一社)群馬県バス

協会 

１ バスによる救援物資、避難者等の輸送の協力に関すること。 

２ 被災地の交通の確保に関すること。 

(一社)群馬県トラ

ック協会 

１ 貨物自動車による救援物資、避難者等の輸送の協力に関するこ

と。 

放送機関 

 群馬テレビ(株) 

 (株)エフエム群馬

１ 防災思想の普及に関すること。 

２ 気象予報・警報の周知に関すること。 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

４ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関するこ

と。 

甘楽多野用水土地

改良区 

１ 土地改良区の水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害

復旧に関すること。 

鏑川土地改良区 １ 土地改良区の水門、水路、ため池等の整備、防災管理及び災害

復旧に関すること。 
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第７ その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

報道機関 １ 防災思想の普及に関すること。 

２ 気象予報・警報の周知に関すること。 

３ 災害の状況、その見通し、応急対策の措置状況等の周知に関すること。

４ 社会事業団等による義援金品の募集及び配分への協力に関するこ

と。 

甘楽富岡農業協同

組合、鏑川東部森林

組合 

１ 共同利用施設の保全に関すること。 

２ 農業者または林業者に対する災害応急対策及び災害復旧の支援

に関すること。 

３ 県または市が行う農林関係の災害応急対策及び被害調査等への

協力に関すること。 

（一社）富岡市甘楽

郡医師会 

１ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

３ 医療救護活動の実施に関すること。 

（公社）富岡甘楽歯

科医師会 

１ 被災者の医療及び口腔衛生の協力に関すること。 

２ 歯科治療痕等による身元確認作業の協力に関すること。 

富岡甘楽薬剤師会 １ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

病院経営者 １ 入院患者及び通院患者の安全の確保に関すること。 

２ 被災傷病者の救護に関すること。 

社会福祉施設経営

者 

１ 入所者及び通所者の安全の確保に関すること。 

富岡市社会福祉協

議会 

１ 被災生活困窮者の生活の支援に関すること。 

２ 義援金品募集及び配分に関すること。 

３ ボランティア活動の支援及び推進に関すること。 

富岡商工会議所 

富岡市妙義商工会 

１ 被災事業者に対する支援に関すること。 

２ 県または市が行う商工業関係の被害調査への協力に関するこ

と。 

３ 救援物資及び復旧用資材の確保についての協力に関すること。 

４ 物価の安定についての協力に関すること。 

金融機関 １ 被災事業者に対する復旧資金の融資その他の緊急措置に関するこ

と。 

学校法人 １ 児童、生徒等の安全の確保に関すること。 

２ 避難場所及び避難所としての施設の整備に関すること。 

危険物等施設の管

理者 

１ 危険物等施設の保安の確保に関すること。 

２ 周辺住民の安全の確保に関すること。 

（社）群馬県建設 

業協会富岡支部 

１ 建築物及び構築物に係る災害応急対策及び災害復旧への協力に

関すること。 
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機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

富岡建設組合 １ 建築物及び構築物に係る災害応急対策及び災害復旧への協力に

関すること。 

区長会、民生委員・

児童委員、婦人会 

１ 市が行う災害救助等についての協力 

２ 義援金品の募集・配分 

第８ 市民・自主防災組織・事業者 

機関名 処理すべき事務または業務の大綱 

市民 １ 防災・減災の知識習得 

２ 自宅建物・設備の減災措置、避難行動の検討 

３ 飲料水・食料・生活用品等の３日分以上の備蓄と点検 

４ 消防団・自主防災組織への参加及び活動への協力 

５ 気象情報等の収集、家族・近所への伝達 

６ 家族・近所の避難行動要支援者等の避難支援 

７ 災害廃棄物の分別 

８ その他自ら災害に備えるために必要な手段を講じること。 

自主防災組織 １ 自主防災活動マニュアル、資機材の整備、点検 

２ 地域の災害危険性の把握、点検 

３ 避難行動要支援者の把握、避難支援プランの作成協力 

４ 地区の孤立化対策（通信機器・食料備蓄等） 

５ 自主防災リーダーの養成 

６ 自主防災活動、訓練の実施 

７ 気象情報等の収集、伝達 

８ 地区内の避難行動要支援者、被災者の救助・救援対策の協力 

９ 災害時の避難場所の自主運営 

10 災害廃棄物の分別、集積所の管理協力 

事業者 １ 従業員の防災教育、訓練 

２ 事業継続計画（BCP）の作成・更新 

３ 所管施設・設備の減災措置、避難対策の検討 

４ 従業員等の飲料水・食料・生活用品等の備蓄と点検 

５ 自衛消防活動・訓練 

６ 気象情報等の収集、従業員・所管施設利用者等への伝達、避難誘導

７ 消防団・自主防災組織への参加及び活動への協力 

８ 避難行動要支援者等の避難支援 

９ 災害廃棄物の分別 

10 その他自ら災害に備えるために必要な手段を講じること。 
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第４節 地震被害想定 

 「群馬県地震被害想定調査」（平成24年６月）では、県内に分布する３つの活断層（帯）を

震源とする「深谷断層帯による地震」、「太田断層による地震」、「片品川左岸断層による地震」

の被害を想定しており、冬の午前５時に発生する「関東平野北西縁断層帯主部による地震」

による県全体の被害想定は、死者数3,133人、負傷者数17,743人、物的被害のうち建物の被害

は、倒壊、焼失合わせて193,773棟となっている。 

３つの断層（帯）と想定断層モデルの位置図 

富岡市 

前橋市 高崎市 
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群馬県内における想定地震ごとの被害想定（冬の５時、風速９ｍ/秒） 

項 目 

想定地震ごとの被害 

関東平野北西縁

断層帯主部 
太田断層 片品川左岸断層 

想定

地震

規模 Ｍ8.1 Ｍ7.1 Ｍ7.0

最大震度 ７ ７ ７

死 者 数 3,133人 1,133人 23人

負 傷 者 数 17,743人 7,874人 85人

建物

被害

全壊 59,044棟 21,897棟 341棟

半壊 133,317棟 53,151棟 1,374棟

焼失 1,412棟 380棟 0棟

断水世帯数 482,024世帯 217,423世帯 1,520世帯

３つの活断層（帯）のうち、富岡市は「関東平野北西縁断層帯主部による地震」（マグニチ

ュード8.1、震度７）の被害が甚大であると想定されている。想定被害は以下のとおりである。

関東平野北西縁断層帯主部による富岡市の被害想定 

条件 
季節・時刻 冬の５時 夏の12時 冬の18時 

風速 ９ｍ/秒 ７ｍ/秒 ９ｍ/秒 

想定

地震 

規模 Ｍ8.1 

最大震度 ７ 

人

的

被

害

死 者 数 268人 145人 181人

負 傷 者 数 818人 592人 718人

死傷者数 合計 1,086人 737人 899人

避

難

者

数

発災直後 

※火災の影響が大きい冬の18時のみ想定

した 

15,334人

１日後 20,871人

２日後 20,697人

４日後 16,995人

１ヶ月後 15,334人

帰宅困難者数 ※冬の18時のみ想定 2,319人

物

的

被

害

建

物

被

害

全壊棟数 5,353棟 

半壊棟数 9,131棟 

合 計 14,484棟（倒壊率40.6％） 

焼失棟数 5棟 10棟 2,217棟
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ﾗｲ

ﾌﾗ

ｲﾝ

上水道断水戸数 12,751戸 

下水道被災人口 940人 

都市ガス供給停止戸数 7,604戸 

ＬＰガス被害戸数 122戸 
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第２部 地震災害予防計画 

第１章 地震に強いまちづくり 

地方公共団体は、治山、治水その他の国土の保全に関する事項、建物の不燃堅牢化その他

都市の防災構造の改善に関する事項、交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対

策に関する事項の実施に努めることとされている。(災対法第８条第２項第２号、第３号、第

４号) 

このため、県、市、指定地方公共機関その他の防災関係機関は、次の計画の実現に向けて

努力する。 

第１節 地震に強い都市づくりの推進 

第１ 土砂災害等の危険箇所の把握と監視及び対策事業の推進 

 地震による堤防や水門等の損壊に伴う水害の発生を防止するため、市などの河川管理者や

土地改良区等の農業用用排水施設管理者その他堤防・水門等の管理者は、それぞれが管理す

る施設について平常時から巡視・点検を励行し、危険度の高い箇所から順次計画的に補強ま

たは改修を進める。 

 地震による土石流、地すべり、急傾斜地崩壊等の土砂災害の発生を防止するため、市は土

砂災害に係る危険箇所を「砂防指定地」(砂防法)、「地すべり防止区域」(地すべり等防止法)、

または「急傾斜地崩壊危険区域」(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)の指定の

推進に努めるとともに、危険度の高い箇所から順次計画的に砂防事業、地すべり対策事業、

急傾斜地崩壊対策事業、または治山事業を計画的に進めるよう働きかける。 

 また、「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」に基づき、「土砂

災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」の指定に対して、市長は意見を述べる。 

 特に、本市においては、土石流、急傾斜地崩壊、地滑り等の土砂災害危険箇所、水害の危

険箇所等がほとんど市全域に分布していることから、危険の度合いや被害想定などの調査研

究を進めながら、関係機関と協議しつつ点検・監視、巡視などに努める。さらに、治山・治

水事業と連携し必要な対策事業を促進する。 

また、市は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・公

表するよう努める。 

〔関係資料〕資料編３－３ 地すべり防止区域（林務関係） 

         ３－４ 地すべり危険箇所・地すべり防止区域（土木関係） 

         ３－５ 急傾斜地崩壊危険区域 

         ３－６ 急傾斜地崩壊危険箇所 

         ３－７ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 
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第２ 地震に強い土地利用の推進 
（１）富岡市都市計画マスタープラン等に基づき、幹線道路整備、公園緑地等の整備、市街

地の整備等を進め、災害に強いまちづくりを進める。 

（２）市は、決壊した場合に大きな被害をもたらすおそれのあるため池について、ハザード

マップの作成等により、市民等に適切な情報提供を図る。 

第３ 地震に強い市街地の整備 
 市街地中心部には、老朽化した木造建築物が密集している区域がある。災害時における火

災等の二次災害や延焼等の被害を最小限に抑えるため、道路や公園等のオープンスペースの

確保、消火栓や防火用水等の防災施設整備を進める。 

 また、都市基盤施設や防災施設の整備に合わせて、「防火地域」または「準防火地域」の指

定を見通した検討を進めるとともに、建築物の難燃化・不燃化及び耐震化を促進する。 

第４ 災害危険度判定等調査事業 
 市は、地震に強いまちづくりを推進するため、必要に応じて災害危険度判定等調査等を実

施するとともに、住民等のまちづくり活動を支援する。 

第５ 緊急地震速報の普及 
 気象庁は、地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は、強い揺れが予想される

地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表するとともに、これを報道機関等の協力を求めて

住民等へ周知する。 

 前橋地方気象台及び市は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

  注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを

知らせる警報である。ただし、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。 

なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に

位置づけられる。 

〔関係資料〕資料編４－17 地震情報の種類とその内容 
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第２節 建築物の安全化 

第１ 富岡市耐震改修促進計画の推進 
（１）市は、「富岡市耐震改修促進計画」に基づき、建築物の耐震化の実施に関する目標を定

め、これを推進する。

富岡市内建築物の耐震化の現状と目標 

区    分 平成27年１月現況 平成32年目標 備 考 

住    宅 62.4％ 85.0％ 

特定建築物等 87.9％ 95.0％ 
耐震改修促進法第14条第1号に

規定する施設（注） 

注）病院、学校、高齢者福祉施設、旅館、美術館、銀行など 

（２）市は、木造住宅の耐震診断および耐震改修の実施に対する補助制度、税の優遇措置、

相談会等広報活動により耐震化を図る。 

   また、倒壊により隣地や道路へ被害をもたらす恐れがある空き家及び空き建築物に対

する指導を推進する。 

第２ 公共建築物及び防災上重要な建築物の安全性の確保 
 特定建築物のうち、災害応急活動に必要な建築物など、耐震化を優先すべき建築物には、

公共機関が所有する建築物が多い。災害時に避難場所として利用する建築物の早期耐震化を

図るとともに、区域全体として概ね機能が発揮できるよう計画的な耐震化の実施を進める。

特に、災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に

必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 

第３ 建築物の非構造部材の脱落防止対策等の推進 

市及び施設管理者は、建築物における天井材等の非構造部材の脱落防止対策、ブロック塀

及び家具の転倒防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等を図る。 

第４ 文化財の保護 

市は、文化財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努める。
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第３節 ライフライン施設等の機能の確保 

第１ ライフライン施設等の機能確保 
（１）ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支

障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、市、ライフライン事業

者、廃棄物処理業事業者は、次によりライフライン施設や廃棄物処理施設の機能の確保

を図る。 

（ア）設備の設置または改修にあたっては、各種技術基準に従うとともに、被害想定に配

慮した設計を行う。 

（イ）系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等により、代替性を確保する。 

（ウ）廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、熱供給等の役割

も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置する

よう努める。 

（２） 市及び公共機関は、自ら保有するコンピュータシステムやデータのバックアップ対策

を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組を促進する。 

第２ 防災体制の整備 
 ライフライン事業者は、防災計画を作成し、次により防災体制の整備を図る。 

（１）保安規程を遵守し、設備の巡視・点検を励行する。 

（２）応急復旧に係る組織体制、動員体制を整備し、従業員に周知徹底させる。 

（３）情報連絡体制を整備する。 

（４）同業事業者及び関連事業者との相互応援体制を整備する。 

（５）防災訓練を実施するとともに、県または市が実施する防災訓練に積極的に参加する。 

（６）医療機関等の人命に係わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化を進めるととも

に、早期復旧が可能な体制を整備する。 

第３ 応急復旧用資機材の整備 
（１）ライフライン事業者は、迅速な応急復旧を確保するため、応急復旧用資機材を備蓄す

るとともに同資機材の保守・点検を励行する。 

（２）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に努める。 

第４ 需要者への防災知識の普及 
 ライフライン事業者は、災害時に需要者が実施すべき安全措置及び平常時から心がけるべ

き安全対策について広報等を行い、需要者への防災知識の普及に努める。 
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第４節 液状化対策 

第１ 公共施設等における液状化被害の防止 
 公共施設の管理者及び病院、学校、百貨店、ホテル等多数の者が利用する施設の管理者は、

施設の設置にあたっては、地震による地盤の液状化被害を防止するため、地盤改良、施設の

構造強化等の対策を必要に応じ適切に実施する。 

 特に、大規模開発にあたっては、液状化被害の防止に特段の配慮を行う。 

第２ 液状化対策の知識の普及 
 市は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効な基礎構造等のマニュアル等に

よる普及を始め、住民への液状化対策の知識の普及を図る。 
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第２章 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 地震が発生し、大規模な被害が発生した場合は、県、市、指定地方公共機関その他の防災

関係機関は、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施し、被害を最小限に抑えるための活動を行

う。 

 災害応急対策の内容は、最初に被害規模等を把握するための情報収集を迅速に行い、次い

でその情報に基づいて所要の体制を整備するとともに、人命の救助・救急・医療・消火活動

を進め、さらには避難対策、必要な生活支援(食料、水等の供給)の実施である。 

 特に、市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、

高齢者等の避難行動要支援者等の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避

難勧告及び避難指示のほか、一般住民に対して避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとと

もに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対

策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者等避難開

始を伝達する必要がある。 

市は、躊躇なく避難勧告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。 

 当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフラインの応急復旧、

被災者への情報提供、二次災害の防止という段階を踏んで災害応急対策が進められていくも

のである。 

以上のような迅速かつ円滑な災害応急対策を実施するためにあらかじめ整備しておくべき

事項について、各種計画を推進する。 

第１節 緊急地震速報と地震情報 

第１ 緊急地震速報 
（１）緊急地震速報の発表等 

   緊急地震速報は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される

地域に対し、気象庁が発表する速報である。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急

地震速報は、地震動特別警報に位置づけられる。 

（２）緊急地震速報の伝達 

   緊急地震速報は気象庁から日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達される。また、テレビ、ラ

ジオ、携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）経由

による市の防災無線等を通して住民に伝達する。 

   市は、迅速な緊急地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の充実を

図るよう努める。 

また、受信した緊急地震速報を防災行政無線等により住民等への伝達に努める。 
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なお、住民への緊急地震速報等の伝達にあたっては、防災行政無線を始めとした効果

的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努

める。 

第２ 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測

した地域名（全国を188地域に区分、群馬県

は群馬県北部と群馬県南部の２区分）と地

震の揺れの発現時刻を速報。 

震源に関する情

報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報

または津波注意報を発表

した場合は発表しない）

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配はな

い」旨を付加。 

震源・震度に関

する情報 

以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報

または津波注意報発表時

・若干の海面変動が予想

される場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度３以上の地域名と市町村

名を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を

入手していない地点がある場合は、その市

町村名を発表。 

各地の震度に関

する情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震の

発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を

入手していない地点がある場合は、その地

点名を発表。 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、１km

四方ごとに推計した震度（震度４以上）を

図情報として発表。 

遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満

たした場合等 

・マグニチュード7.0以上

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）を概ね30分以内に

発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述
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・都市部など著しい被害

が発生する可能性がある

地域で規模の大きな地震

を観測した場合 

して発表。 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素

を更新した場合や地震が

多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地

震が多発した場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。 
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第２節 情報の収集・連絡体制の整備 

第１ 情報伝達の多ルート化及び情報収集・連絡体制の明確化 
 地震による被害が各機関の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、関係機関相互の連

絡が迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達の多ルート化及び情報収集・連絡体制の明確化に

努める。 

第２ 情報収集・連絡に係る初動体制の整備 
 夜間・休日を含め、常時、情報の収集・伝達機能が確保できるよう、必要な要員の配置等

に努める。 

 また、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を瞬

時に受信・伝達するシステムを維持・整備するよう努める。 

第３ 多様な情報の収集体制の整備 
 市及びその他防災関係機関は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよう、電話やＦＡ

Ｘによる情報収集手段のほかに、防災行政用無線、インターネット等による情報収集体制を

整備する。 

 また、市は、災害現場から迅速に情報を収集するための衛星携帯電話や移動系デジタル防

災行政用無線の整備を行う。 

第４ 情報の分析整理 
 市は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整

理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努める。 
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第３節 通信手段の確保 

 災害時における情報の収集・連絡は、通信の確保が不可欠となる。このため、市、電気通

信事業者（東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱ほか）及び関係機関は、通信施

設の整備及び保守管理について、大規模災害を考慮した対策を講じておく。 

第１ 通信施設の整備及び保守管理の徹底 
 市、電気通信事業者及び関係機関は、大規模な地震や風水害時における通信を確保するた

め、通信施設の整備、拡充及び防災性の強化等を推進し、施設の被災を考慮した通信施設・

手段等の複数化、予備電源の確保、点検等の保守管理を徹底する。 

 また、通信施設が被災した場合に迅速に復旧できるよう、体制を強化する。 

第２ 災害時優先電話の指定 
 市及び防災関係機関は、災害時における関係機関相互の連絡が迅速かつ確実に行えるよう、

災害時に使用する電話、携帯電話について、あらかじめ東日本電信電話㈱群馬支店及び㈱Ｎ

ＴＴドコモ群馬支店等の電気通信事業者から「災害時優先電話」の指定を受けておく。 

第３ 代替通信手段の確保 
 市及び防災関係機関は、災害による一般電話回線の途絶または輻そうにより通信が困難と

なった場合に備え、代替通信手段の確保に努める。 

第４ 通信の多ルート化 
 市は、災害時の通信を確保するため通信の多ルート化を推進し、施設被害に対応できる体

制整備に努めるとともに、地域衛星通信ネットワークと防災行政用無線の連携を図る。 

第５ 無線局開設者との連携 
 市及び防災関係機関は、災害時に防災関係機関や富岡アマチュア無線クラブ加入者等が開

設している無線局を利用できるよう、平常時から連携を図っておく。 

第６ 通信訓練への参加 
 市及び防災関係機関は、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係機

関との連携による通信訓練（防災訓練の際に実施されるものを含む。）に積極的に参加する。 
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第４節 職員の応急活動体制の整備 

 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に災害応急対策を円滑に推進する

ためには、災害応急対策に従事する職員の参集基準、連絡手段及び参集方法をあらかじめ定

めておくとともに、応急活動の内容を職員に周知徹底させておくことが必要である。 

第１ 職員の非常参集体制の整備 
（１）市は、次により職員の非常参集体制の整備を図る。 

ア 参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保、参集職員の確保等を図る。 

イ 交通・通信の途絶、職員または職員の家族等の被災などにより職員の動員に支障

が生ずる場合を想定し、災害応急対策ができるよう、訓練等の実施に努める。 

ウ 必要に応じ参集のための職員初期初動マニュアルを作成し、職員に周知するとと

もに定期的に訓練を実施する。 

（２）その他の防災関係機関は、それぞれの防災上の責務を踏まえ、（１）に準じた体制の

整備を図る。 

第２ 職員に対する応急活動内容の周知徹底 
（１）市は、応急活動のための職員初期初動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに

定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、

機関等との連携等について徹底を図る。また、訓練の実施後には、事後評価を行い、課

題を明らかにし、必要に応じマニュアルを見直す。 

（２）その他の関係機関は、それぞれの防災上の責務を踏まえ、必要に応じ（１）に準じた

体制の整備を図る。 
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第５節 防災関係機関の連携体制の整備 

 市、消防本部及び関係機関は、大規模災害発生時における相互の応援が重要であることに

鑑み、災害応急活動及び復旧活動について、関係機関相互で応援協定を締結する等平常時か

ら連携を強化しておく。 

第１ 市における受援・応援体制の整備 
（１）市は、災害対策基本法第67条の規定に基づく応援要請に関し、あらかじめ県内及び県

外の市町村との間での相互応援協定の締結に努める。協定の締結にあたっては、被災時

に周辺市町村が後方支援を担える体制になるよう周辺市町村等との締結を考慮するとと

もに、大規模な風水害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する市町村等と

の協定締結についても考慮する。 

また、市は、県への応援要請が迅速に行えるようあらかじめ県との連絡調整窓口等を

受援計画等に定めておくなどの必要な準備を行う。 

（２）市は、避難勧告等を発令する際に、災害対策基本法６１条の２の規定に基づき、指定

行政機関、指定地方行政機関（前橋気象台、河川管理者等）又は県（河川課、砂防課、

各土木事務所等）に必要な助言を求めることができるよう、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、必要な準備を整えてお

く。 

（３）市は、受援計画を定めるとともに、受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部隊の

活動拠点の確保を図り、訓練を実施するなど、日頃から、災害時において協力を得られ

る体制の整備に努める。 

〔関係資料〕資料編２－６ 災害時の相互応援協定（１）岡谷市 

         ２－７ 災害時の相互応援協定（２）甘楽町 

         ２－８ 災害時の相互応援協定（３）下仁田町 

         ２－９ 災害時の相互応援協定（４）南牧村 

         ２－16 大規模災害時の相互応援に関する協定（富岡市ほか８市） 

２－27 大規模災害時における相互応援に関する協定書（深谷市） 

２－28 災害時の情報発信に関する応援協定書（江南市） 

２－31 大規模土砂災害時等に備えた相互協力に関する協定書 

２－35 災害時における相互応援に関する協定書（小山市） 

２－36 大規模災害時における相互応援に関する協定書（出雲崎町） 

第２ 消防機関における応援体制の整備 
（１）消防組織法第39条の規定に基づく応援要請に関し、あらかじめ県内及び県外の消防機

関との間での応援協定の締結に努める。 

（２）消防組織法第44条の規定に基づく広域応援要請に関し、緊急消防援助隊を充実強化す

るとともに、実践的な訓練を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 

〔関係資料〕資料編２－１ 富岡甘楽広域市町村圏消防相互応援協定書 

         ２－２ 群馬県消防相互応援協定書 
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         ２－３ 消防相互応援協定書 安中市 

         ２－４ 消防相互応援に関する協定書（吉井町、甘楽町） 

         ２－５ 関越自動車道、上信越道及び北関東自動車道における消防相互

応援協定書 

         ２－10 災害時の救急医療活動についての協定書 

第３ 一般事業者等との連携体制の整備 
 市及び関係機関は、災害時における食料、水、燃料、生活必需品等の調達または土木等の

役務の提供について、一般事業者等との間で優先的な供給に関する協定の締結を推進する。 

〔関係資料〕資料編２－17 群馬県水道災害相互応援協定 

         ２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書  

         ２－19 災害時における救援物資提供に関する協定書 

         ２－20 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

         ２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

２－23 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 

２－24 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

２－25 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 

２－26 災害時における物資供給に関する協定書 

２－29 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－32 災害時における遺体搬送の支援協力に関する協定書 

２－33 災害時における応急レンタル機材供給に関する協定書 

２－34 災害時における救援物資供給に関する協定書 

２－37 災害時における飲料水供給に関する協定書 

第４ 救援活動拠点の整備 
 市及び消防本部は、機関相互の応援が円滑に行われるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊

の展開及び宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の

確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努める。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 
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第６節 防災中枢機能の確保 

第１ 防災中枢機能の整備 
（１）市及び関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災

害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点等の整備、推進に努める。 

（２）県及び市は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制の整備を図り、

災害対策本部の機能の充実・強化に努める。 

第２ 災害応急対策にあたる機関の責任 
 市、救急医療機関等、災害応急対策にあたる機関は、その保有する施設、設備について防

災中枢機能等の確保を図るため、代替エネルギーシステムの活用を含め自家発電設備等の整

備及び燃料等の確保を図り、停電時等でも利用可能になるよう努める。 

第３ 災害活動拠点の整備 
（１）市は、地域における災害活動の拠点として、非常用食料・資機材の備蓄倉庫、避難場

所、避難所等の機能をもつ施設の整備に努める。 

（２）市は、道路及び都市公園等に市域を超える支援を行うための広域防災拠点や被災自治

体を支援するための防災拠点を整備するよう努める。 

第４ 公的機関等の業務継続性の確保 
市は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時

に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事

後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等により、

業務継続性の確保を図る。また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源

の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状

況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂などに努める。 

特に、県及び市は災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役

割を担うこととなることから、業務継続計画の策定等にあたっては、少なくとも首長不

在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁

舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、

重要な行政データのバックアップ並びに応援職員の受入れを想定した非常時優先業務の

整理について定めておく。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

         ４－４ 災害備蓄品等備蓄状況 

         ４－５ ヘリポート予定地 

         ４－７ 輸送拠点 
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第７節 救助・救急及び医療活動体制の整備 

第１ 救急・救助活動体制の整備 
（１）救急・救助用資機材の整備 

ア 市及び消防本部は、救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、

チェーンソー等の救助用資機材の整備に努める。 

イ 自主防災組織は救助用資機材の整備に努め、市は、資金面での支援を行う。 

（２）保有資機材の把握 

 災害時には必要に応じて、保有している救急・救助用資機材を効果的に活用する必要

があることから、市は各機関における資機材の保有状況を把握しておく。 

第２ 医療活動体制の整備 
（１）救護所の設置・運営体制の整備 

市、医師会及び地域災害医療センター（公立富岡総合病院）は、救護所の設置・運営

体制、県や消防等の関係機関との連携体制を具体化し、訓練等により点検、見直しを行

う。 

（２）医薬品、医療資機材の備蓄等 

市、医師会、地域災害医療センター（公立富岡総合病院）は、負傷者が多人数にのぼ

る場合や輸送が途絶し、または困難な場合を想定し、応急救護用医薬品及び医療資機材

等の備蓄や災害時の調達体制の整備に努める。 

（３）消防と医療機関等との連携 

ア 救急搬送を受け持つ消防本部と医療機関は、救急医療情報センターの情報を共有

することにより、迅速に患者を適切な医療機関に搬送できるよう、連携体制の整備

を図る。 

イ 災害時において救急患者を医療機関に搬送する場合、被災地に近い医療機関への

迅速な搬送が望ましいが、被災地に近い医療機関が被災した場合は遠隔地の医療機

関へ迅速に患者を搬送するシステムが必要となる。 

このため、医療機関及び消防本部は、ヘリコプターによる患者の搬送体制及び広

域的な消防機関相互の連携体制の整備を図る。 

ウ 市は、地域の実情に応じて、広域後方医療施設への傷病者の搬送に当たり航空搬

送拠点として使用することが適当な自衛隊の基地・大規模な空き地等をあらかじめ

抽出しておくなど広域的な救急医療体制の整備に努める。 

なお、航空搬送拠点には、広域後方医療関係機関（厚生労働省、文部科学省、日

本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構）と

協力しつつ、広域後方医療施設への傷病者の搬送に必要なトリアージ（緊急度判定

に基づく治療順位の決定）や救急措置等を行うための場所・設備をあらかじめ整備

しておくよう努める。 
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（４）災害医療の研究 

市、医師会、医療機関等の災害医療に関係する者は、連携してトリアージ（緊急度判

定に基づく治療順位の決定）技術、災害時に多発する傷病の治療技術等について研究、

研修に努める。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 

         ４－12 医療機関（病院、診療所、歯科、薬局） 
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第８節 消火活動体制の整備 

第１ 消防力の整備 
 市は、「消防力の整備指針」に適合するように消防組織の拡充・強化、消防施設の充実に努

める。 

 また、地震火災等に備え、「消防水利の整備指針」に適合するように消火栓、防火水槽、耐

震性貯水槽の整備、河川等の自然水利、水泳用プール、ため池等を指定消防水利として活用

し、その多様化を図るとともに、適正な配置に努める。 

第２ 出火の防止 
（１）建築同意制度の活用 

消防本部は、建築面からの出火の防止を図るため、確認申請と合わせ消防法第７条に

規定する建築物の新築、増築、改築等に係る消防長または消防署長の同意制度を効果的

に活用する。 

（２）住民に対する啓発 

消防本部及び市は、地震時における火災予防思想の普及に努めるとともに、自主防災

組織の指導者に対し、消火に必要な技術等を指導する。 

（３）防火管理等の教育 

消防本部は、防火管理者の講習において、地震時の防災対策について教育する。 

（４）予防査察における指導 

消防本部は、防火対象物の状況を把握し、予防査察において関係者に対し地震時の防

火安全対策を指導する。 

第３ 住民及び企業の消火活動体制の整備 
 地震発生後の火災は、同時多発的に発生することが考えられるので、初期消火が特に重要

となる。また、初期消火は、住民や企業が地域ぐるみで取り組むことがもっとも効果が大き

い。このため、消防本部及び市は、次の対策を講ずる。 

（１）地域ぐるみの消防訓練を実施し、地域住民に対して初期消火に関する知識、技術の普

及を図る｡ 

（２）企業の防火管理者を対象に防火研修を行うとともに、消防法に基づく消防計画の作成

指導及び消防訓練指導を行い、企業における自衛消防力の強化を図る。 

第４ 消火活動計画の作成及び消火訓練の実施 
 大規模地震時は、同時多発的火災が発生し、道路の損壊も加わり、迅速な消防活動が困難

となる場合が多い。このため、消防本部は、消防水利の確保及び迅速な消火活動の具体的な

方法について計画を作成し、当該計画に基づき平常時から消火訓練を行う。 

 また、当該計画には、消火活動、救急活動及び救助活動の振り分けまたは優先順位を盛り

込むこととし、必要に応じ広域応援または県を通じての県警察、自衛隊の応援を要請するこ

とを検討しておく。



第２編 震災対策編 第２部 地震災害予防計画 第３章 市民等の防災活動の促進

217

第９節 緊急輸送活動体制の整備 

 大規模地震による災害時には、救急搬送、消火活動、救援物資輸送等を円滑に実施するた

め、輸送施設（道路、ヘリポート等）及び輸送拠点（物資の集積、配分スペース）が重要な

施設となる。 

 このため、これらの施設が円滑に使用できるような体制を整備しておく必要がある。 

第１ 輸送拠点の確保 
 市は、災害時の物資集配拠点を指定し、集配体制を整備する。 

〔関係資料〕資料編４－７ 輸送拠点 

第２ ヘリポートの確保 
 地震による災害時には陸路の寸断が予想され、この場合はヘリコプターによる患者の搬送、

救援物資の輸送等が効果的である。 

 このため、市及び消防本部は、臨時ヘリポートとして利用可能な施設を把握するとともに、

災害時におけるこれらの施設の使用について、あらかじめ当該施設の管理者の同意を得てお

く。 

 また、常設ヘリポート及び臨時へリポートが災害時に有効に利用できるよう、これらの所

在地を関係機関及び住民等に周知する。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 

第３ 緊急輸送道路ネットワークの形成 
 県指定の緊急輸送道路のほか、市は、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区

間も緊急輸送路に準ずる道路として位置づけ、耐震化や災害時の啓開体制の整備を推進する。 

〔関係資料〕資料編４－６ 緊急輸送道路 

第４ 道路の応急復旧体制等の整備 
 市（道路管理者）は市道等について次の対策を行う。 

（１）管理する道路について、事前に交通障害の防止または軽減の措置に努め、災害発生後

速やかに道路の啓開が行えるよう、動員体制及び資機材等を整備しておく。 

（２）（１）については、緊急輸送道路を優先して実施する。 

（３）富岡建設組合等との協定の締結に基づき、災害発生後の道路の障害物除去による道路

啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保を図る。 

〔関係資料〕資料編２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

         ４－６ 緊急輸送道路  
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第10節 避難の受入体制の整備 

 災害時には、建物の損壊、焼損等による二次災害や避難住民の大量発生等が予想される。

このため、市その他関係機関は、住民を適切に誘導し避難させるとともに、避難住民に対し、

避難場所、応急仮設住宅を迅速に提供できる体制を整備しておく必要がある。 

第１ 避難誘導計画 
（１）市は、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。 

（２）市は、消防機関、管轄警察署等と協議して避難誘導に係る計画をあらかじめ作成する。

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ずる。 

   なお、防災マップの作成にあたっては、住民も参加する等の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。 

（３）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」への移動または「屋内安全確保」を行うべきことについて、市は、日頃か

ら住民等への周知徹底に努める。

（４）大規模店舗、遊技場、駅その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、避難誘

導に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。 

   なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とす

るよう努める。 

（５）市は、外国人旅行者等避難誘導の際に配慮を要する来訪者への情報伝達体制等の整備

に努める。 

(６) 市及び教育委員会は、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。 

(７) 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。 

(８) 市は、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や関係団体との協定

の締結や当該農地における防災訓練の実施等に努める。 

第２ 緊急避難場所 
 市は、次の対策を行う。 

（１）指定緊急避難場所の指定 

ア 市は、地震による災害及びその二次災害のおそれのない場所にある施設又は構造

上安全な施設を指定緊急避難場所として指定する。指定した緊急避難場所について

は、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ
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定める等管理体制を整備しておく。 

イ 指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には

発生する恐れのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであ

ることについて、日頃から住民等への周知徹底に努める。特に、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の周知徹底に努める。 

（２）指定緊急避難場所の指定基準 

指定緊急避難場所については、市は、地震に伴う火災に対応するため、災害に対して

安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を

及ぼすおそれのある物がない場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行う

ことが可能な管理体制等を有するものを指定するものとし、指定緊急避難場所となる都

市公園等のオープンスペースについては、必要に応じ、地震に伴う火災の輻射熱に対し

て安全な空間とすることに努める。 

（３）指定避難所の指定 

ア 市は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏

域、地形、災害に対する安全性等に考慮し、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、避難所運営マニュアルの

作成、訓練等を通じて、住民への周知徹底を図る。この際、市民等への普及にあた

っては、住民等が主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努める。 

イ 指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への

周知徹底に努める。 

（４）指定避難所の指定基準 

指定避難所については、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、主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、相談等の支援を受

けることができる体制が整備されているもの等を指定する。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。 

（５）学校を避難所として指定する場合の配慮 

市は、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮

する。また、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる

施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調

整を図る。 

また、教職員が避難所運営の協力業務を行った場合に円滑に引き継ぐため、市は教育

委員会及び学校と連携・協力体制を図る。なお、教育委員会及び学校は、学校が避難所

になった場合を想定して学校避難所運営方策の検証・整備を行う。 

（６）避難所における生活環境の確保 

ア 市は、指定避難所となる施設については、あらかじめ、必要な機能を整理し、必
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要に応じ、避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の施設の整備に努め

る。 

イ 市は、指定避難所における貯水槽、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、衛星携帯電話などの通信機器等避難生活に必要な施

設・設備の整備に努める。また、テレビ、ラジオ等、被災者が災害情報を入手する

手段としての機器の整備を図るとともに、空調、洋式トイレなど要配慮者に配慮し

た避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。 

ウ 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専

門家等との定期的な情報交換に努める。 

（７）物資の備蓄 

市域のバランスに考慮し、食料、水、非常用電源、常備薬、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。 

（８）案内標識の設置 

ア 避難が迅速かつ安全に行われるよう、指定緊急避難場所及び指定避難所の案内標

識の設置に努める。 

イ 案内標識の作成にあたっては、観光客等地元の地理に不案内な者や外国人でも理

解できるように配慮する。 

（９）運営管理に必要な知識の普及 

市は、避難所の運営管理のために必要な知識の住民への普及に努める。 

（10）福祉避難所 

市は、一般の避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため、介護保険

施設、障害者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努める。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第３ 応急仮設住宅等 
 市は、次の対策を進める。 

（１）資機材の調達・供給体制の整備 

市は、企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に要する資機材に関し、供給可

能量を把握するなど、あらかじめ調達・供給体制を整備しておく。 

（２）用地供給体制の整備 

災害に対する安全性を考慮しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把

握するなど、あらかじめ供給体制を整備しておく。 

（３）学校の教育活動への配慮 

市及び県は、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育

活動に十分配慮する。 

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

あっせんできるよう、あらかじめ体制を整備する。 

〔関係資料〕資料編４－８ 応急仮設住宅設置予定地 
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第11節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給体制の整備 

第１ 備蓄計画 
（１）市は、震災時に必要とされる食料、飲料水、生活必需品及び関連資機材の備蓄を推進

する。 

（２）備蓄にあたっては、物資の性格に応じ、集中備蓄及び避難場所の位置を勘案した分散

備蓄を組み合わせて行い、備蓄拠点を設置するなどの整備に努める。 

（３）備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、円滑な緊急輸送が行われるよう

配慮する。 

（４）各家庭においては、最低３日分の非常用の飲料水、食料等を備蓄するよう、市民に対

し啓発を行い備蓄に努める。 

〔関係資料〕資料編４－４ 災害備蓄品等備蓄状況 

         ４－７ 輸送拠点 

         ４－９ 補給水利の所在地及び水量 

第２ 調達計画 
 市は、食料、飲料水、生活必需品、燃料及び関連資機材の調達について、事業者間との協

定の締結に努め、あらかじめ調達体制を構築しておく。 

〔関係資料〕資料編２－19 災害時における救援物資提供に関する協定書 

２－23 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書 

２－24 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

２－25 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 

２－26 災害時における物資供給に関する協定書 

２－29 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－34 災害時における救援物資供給に関する協定書 

２－37 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－40 災害時におけるＬＰガス等供給協力に関する協定書 

第３ 市における備蓄・調達・供給の体制 
（１）備蓄品目は、乳幼児、高齢者、病弱者等の要配慮者の特性にも配慮して決める。特に、

食料については、通常の食事を摂取できない要配慮者への配慮に努める（アレルギー対応の

食料、粉ミルクやお粥等）。 

（２）備蓄品目は、男女のニーズの違いにも配慮して決める。 

（３）救助用資機材等についても備蓄を進める。 

（４）民間の流通在庫備蓄等を活用するものとし、業者との協定の締結に努める。 



第２編 震災対策編 第２部 地震災害予防計画 第３章 市民等の防災活動の促進

223

第12節 広報・広聴体制の整備 

第１ 広報体制の整備 
（１）市、ライフライン事業者（市水道局）等は、災害関連情報の広報が迅速かつ的確に行

えるよう、次のとおり広報体制の整備を図る。 

ア 広報事務の担当部署をあらかじめ定めておく。 

イ 広報する事項をあらかじめ想定しておく。 

（例） 

発生した地震の震源・規模 

被害状況 

二次災害の危険性 

余震の可能性 

応急対策の実施状況 

住民、関係団体等に対する協力要請 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、

避難指示（緊急）の内容 

避難場所、避難所の名称・所在地・対象

地区 

避難時の注意事項

受診可能な医療機関・救護所の所在地

交通規制の状況 

交通機関の運行状況

ライフライン・交通機関の復旧見通し 

食料・飲料水、生活必需品の配給日時・

場所

各種相談窓口 

住民の安否

ウ 広報媒体をあらかじめ想定しておく。 

（例） 

テレビ、ラジオ、同報系無線（戸別受信機）、広報車、航空機、インターネット、

新聞、チラシ、掲示版、携帯電話、ファックス、緊急情報メール、災害情報共有

システム Ｌアラート（災害情報共有システム）等 

エ 広報媒体の整備を図る。 

（例） 

広報車、同報系無線（戸別受信機）、携帯電話、緊急情報メール、災害情報共有シ

ステム Ｌアラート（災害情報共有システム）等 

オ 災害時における報道要請及びその受け入れについて、協力体制を構築する。 

（２）報道機関及び放送機関は、災害情報を常に住民に伝達できるよう、その体制及び施設・

設備の整備を図る。 

第２ 広聴体制の整備 
 市、ライフライン事業者（市水道局）その他防災関係機関は、住民等からの問い合わせ等

に的確に対応できるよう、広聴体制の整備を図る。 



第２編 震災対策編 第２部 地震災害予防計画 第３章 市民等の防災活動の促進

224

第13節 二次災害の予防 

第１ 建築物・宅地の応急危険度判定体制等の確保 
 市は、災害時の危険度判定作業が円滑に行えるよう調査票、ステッカー等を計画的に備蓄

する。また、市内の応急危険度判定士の養成を推進する。 

第２ 危険物等による被害の防止 
 消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすおそれのある物

質若しくは毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、または取扱う施設

等の管理者（以下、「危険物等の管理者」という。）は、地震等によって、これらの危険物等

による二次災害が発生しないよう、災害予防計画を策定するとともに防災訓練を行う。 

第３ 木造住宅密集地域における避難誘導体制の整備 
 市は、木造住宅密集地域において、地震により大規模な火災が発生する可能性に備え、関

係機関との連携による迅速な避難誘導体制の整備、地域における初期消火意識の共有等に努

める。 
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第14節 複合災害対策 

第１ 複合災害への備え 
市及びその他の防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、そ

れらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の

発生可能性を認識し、備えを充実する。 

第２ 複合災害時の災害予防体制の整備 
市及びその他の防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の

発生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望まし

い配分ができない可能性があることに留意する。また、外部からの支援を早期に要請するこ

とも考慮する。 

第３ 複合災害を想定した訓練の実施 
市及びその他の防災関係機関は、様々な複合災害を想定した図上訓練等を行い、結果を踏

まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い

複合災害を想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 
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第15節 防災訓練の実施 

市は、県、その他防災関係機関及び自衛隊等国の機関と協力し、また、学校、自主防災組

織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団体、要配慮者を含めた地域住民等の地域に

関係する多様な主体と連携した訓練を実施する。 

第１ 総合防災訓練 
 市は、地域における第１次的な防災機関として災害応急対策の円滑な実施を確保するため、

他の防災関係機関、民間企業及び住民の協力を得て、総合的な訓練の実施に努める。 

第２ 個別防災訓練 
 関係機関は、それぞれの防災上の責務に応じ、次に例示する訓練を適宜実施する。 

（１）非常招集訓練 

（２）消防訓練 

（３）水防訓練 

（４）避難訓練 

（５）非常通信訓練 

（６）応急復旧訓練 

第３ 広域的な訓練 
 市及び関係機関は、災害応急対策の相互応援が円滑に行えるよう、県等が主催する広域的

な防災訓練に積極的に参加する。 

第４ 図上訓練 
 市及び関係機関は、関係職員の状況判断能力等の災害対応能力の向上を図るため図上訓練

の実施に努める。 

第５ 実践的な訓練の実施と事後評価 
（１）訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、被害の想定を明らか

にするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境等について具体

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ものとな

るよう工夫する。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意する。また、災害対応

業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努める。 

（２）市及び関係機関は、防災訓練の実施後には事後評価を行い、課題等を明らかにし、必

要に応じ体制等の改善を行う。 
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第３章 市民等の防災活動の促進 

 災害から市民の生命、身体及び財産を守ることは、市に課せられた使命といえるが、同時

に自らの安全は自らが守ることも防災の基本である。市民は、その自覚を持ち、食料・飲料

水の備蓄など、平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの安全を

守るように行動することが重要である。 

また地震発生時には行政が本格的に対応を行うまでの間にある程度の時間が必要であるこ

と、通信、交通等の混乱により、被災地における活動が一時的に中断することも予想される。 

 このため、市民には、地震発生時に、初期消火を行う、近隣の負傷者・避難行動要支援者

（要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難するこ

とが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者。

以下同じ。）を救出・救助する、市や関係機関が行う防災活動に協力するなど防災に寄与す

ることが求められる。 

 したがって、市及び関係機関は、市民に対する防災思想の普及、徹底に努める必要がある。 

第１節 災害被害を軽減する市民運動の展開 

 市民を災害から守るためには、公助、自助、共助の取組が必要であり、個人や家庭、地域、

企業、団体等が日常的に減災のための行動と投資を息長く行う市民運動を展開する必要があ

る。 

第１ 防災（減災）活動へのより広い層の参加 
 市は、次の対策を行う。 

（１）地域に根ざした団体における身近な防災への取組 

・地域の祭りやスポーツイベント等に防災コーナーの設置など 

（２）予防的な取組を加味した防災訓練の工夫 

・富岡市防災マップの確認や家具の固定など 

（３）地域における耐震補強の面的な広がりの推進 

（４）防災教育の充実 

・学校教育の充実 

・公民館の防災講座の開催など 

（５）トップから一人ひとりまでの参加者への動機づけ 

第２ 正しい知識を魅力的な形でわかりやすく提供 
 市は、次の対策を行う。 

（１）多様な媒体の活用による防災教育メニューの充実 

（２）災害をイメージする能力を高めるための質の高い防災教育コンテンツの充実 
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・実写やシミュレーション映像の活用 

・過去の災害体験談の収集、活用 

・郷土の災害史の継承 

・防災教育素材のユニバーサルデザイン化や多言語化など 

（３）災害のリスクや対策等に関する情報の作成、公開、周知の徹底 

第３ 企業や家庭等における安全への投資の促進 
 市は、次の対策を行う。 

（１）企業や家庭等における安全への投資の促進 

（２）ビジネス街、商店街における防災意識の醸成 

（３）事業継続計画への取組の促進 

第４ より幅広い連携の促進 
 市は、次の対策を行う。 

（１）企業と地域社会の連携 

（２）国、学校、企業等の様々な主体が連携した地域における防災教育の推進 

（３）災害に関する情報のワンストップサービス 

（４）防災ボランティアの地域社会との積極的連携 

第５ 市民一人ひとり、各界各層における具体的行動の継続的実践 
 市は、次の対策を行う。 

（１）市民運動の継続的な推進、枠組みの形成 

（２）地域における防災活動の継続的な推進の枠組み作りの促進 

（３）防災活動の優良な実践例の表彰 

（４）人材育成のための活動強化 

（５）防災活動に対する動機付けの検討 
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第２節 防災思想の普及 

第１ 防災知識の普及 
 市及び消防本部は、防災週間や防災関連行事等を通じ、市民に対し、以下の事項の周知、

徹底を図る。 

（１）家庭内の危険防止 

ア 家具類の転倒防止 

家具や大型家庭電気製品等の転倒による死傷を防ぐため、家具等の転倒防止措置

を施す。 

イ 物の落下防止 

家具類の上に重い物を置かない。置く場合は、落下防止措置を施す。 

ウ ガラスの飛散防止 

食器棚等のガラスが割れて飛散しないよう、粘着テープや透明フィルムを貼って

おく。また、スリッパを身近に用意しておく。 

エ 火気器具周辺の整理整頓 

コンロやストーブ等の火気を使用する物の周りには、燃え易い物を置かない。ガ

スボンベ等は屋外の平らな場所に設置し、固定する。灯油等の燃料は缶に密閉して

保存する。 

オ 家屋、ブロック塀等の倒壊防止 

家屋（柱、土台、屋根瓦）、ブロック塀、石垣、門柱等の倒壊による死傷を防ぐ

ため、これらの補強措置を施す。 

（２）家庭防災会議の開催 

災害への対応について、日頃から家族で話し合いをしておく。 

ア 地震が起きたときの各自の役割 

（誰が何を持ち出すか、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等避難行動要支援者の

避難は誰が責任を持つか。） 

イ 消火器具の備え付け及び使用方法 

ウ 家族間の連絡方法 

エ 避難場所、避難所及び避難路の確認 

オ 安全な避難経路の確認 

カ 非常持出し品のチェック 

キ 家具転倒防止措置や室内の整理整頓 

ク 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等避難行動要支援者の避難方法 

ケ 地震情報の入手方法 

コ 愛玩動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 

サ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

（３）非常持出し品の準備 

ア 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水の家庭内備蓄（乾パン、缶詰、飲
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料水等の保存食料・飲料） 

イ 貴重品（現金、権利証書、預貯金通帳、免許証、印鑑、健康保険証等） 

ウ 応急医薬品等（消毒薬、目薬、胃腸薬、救急絆創膏、常用薬、三角巾、携帯トイ

レ、簡易トイレ、トイレットペーパー等） 

エ 携帯ラジオ 

オ 照明器具（懐中電灯（電池は多めに）、ろうそく（マッチ、ライター）） 

カ 衣類（下着、上着、タオル等） 

（４）屋内、屋外及び自動車運転中にとるべき措置 

ア 身の安全の確保 

①机や椅子に身を隠す。 

②玄関等の戸を開けて脱出口を確保する。 

③あわてて外に飛び出さない。 

イ 火災を防ぐ 

①火の始末をする。 

②火が出たら初期消火に努める。 

ウ 狭い路地、塀ぎわ、崖や川べりに近づかない。 

エ 避難方法 

①徒歩で避難する。 

②携行品は必要な物のみにして、背負うようにする。 

③山ぎわや急傾斜地域では､山崩れ､がけ崩れが起こり易いので､すばやく判断し､

避難する。 

オ 応急救護 

①対応可能なケガは、互いに協力し合って応急救護を行う。 

カ 救出活動 

①建物の倒壊や落下物の下敷きになった人がいたら、地域の人々が協力し合って

救出活動を行う。 

キ 自動車運転者のとるべき行動 

①道路の左側または空き地に停車し、エンジンを止める。 

②ラジオで災害情報を聞く。 

③警察官が交通規制を行っているときは、その指示に従う。 

④避難するときは、キーをつけたまま徒歩で避難する。 

（５）正しい情報の入手 

ア ラジオやテレビの情報に注意して、デマに惑わされない。 

イ 市役所、消防署、警察署等からの情報には絶えず注意する。 

（６）電話に関する留意事項 

ア 不要不急な電話はかけない。特に消防署等に対する災害情報の問合せ等は、消防

活動に支障を来すので控える。 

イ 輻そう等により電話がつながりづらくなったときは、ＮＴＴが提供する「災害用

伝言ダイヤル（１７１）」を利用する。 
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第２ 学校教育による防災知識の普及 
 市は、学校教育を通じて地震に対する知識の普及を図るとともに、避難訓練を実施するな

ど、児童、生徒の防災意識の高揚を図る。 

第３ 防災知識の普及啓発資料の作成・配布等 
 市は、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、地域住民の適切な避難や防

災活動に資する富岡市防災マップ、地震時の行動マニュアル等を分かり易く作成し、住民等

に配布するとともに研修を実施する等防災知識の普及啓発に努める。 

 また、防災知識の普及にあたっては、疑似体験装置等効果の高いものを活用するよう努め

る。 

第４ 防災訓練の実施指導 
 市及び消防本部は、地域、職場、学校等において定期的な防災訓練を行うよう指導し、住

民の地震発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。 

第５ 要配慮者等への配慮 
 防災知識の普及及び訓練の実施にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人

等要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、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。 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第６ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

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した防災を進めるため、防災の

現場及び防災の方針等検討過程における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入

れた防災体制を確立するよう努める。 

第７ 疑似体験装置等の活用 
 防災知識の普及にあたっては、疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するよう努める。 

第８ 緊急地震速報の普及、啓発 
 県及び防災関係機関は、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急

地震速報について普及、啓発に努める。また、県及び防災関係機関は、防災訓練の実施にあ

たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時の対応行動の習熟

を図るよう努める。 
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（住民が緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動） 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急

地震速報を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など 

屋内 

○頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理して

火を消そうとしない。 

・扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパー

トなど 

の集客施設

○館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。

＜注意＞ 

・あわてて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

街など屋外 ○ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。

○ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。

○丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

車の運転中 ○後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピ

ードを落とすことはしない。 

○ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、急

ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。大きな揺れを感じたら、

急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、できるだけ安全な方法により道路 

の左側に停止させる。 
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第３節 市民等の防災活動の環境整備 

第１ 消防団、自主防災組織、自主防犯組織の育成強化

（１）消防団の育成強化 

市は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の施設・装備の

充実、青年層の団員への参加促進等消防団の活性化を推進し、その育成を図る。 

（２）自主防災組織の育成強化 

市は、次のように自主防災体制の育成強化を図る。 

ア 育成強化の重点地域の設定や年次計画を定めて計画的に取り組む。 

イ 自主防災組織の充実、自主防災リーダーの育成、防災活動に必要な資機材の整備

等の助成等に努める。 

ウ 青年層・女性層の自主防災リーダーとしての育成の促進に努める。 

エ 県が開講する「県民防災塾」等へ、各自主防災組織のリーダーの参加を促進する。 

(３) 自主防犯組織の育成強化 

市は、地域住民による地域安全活動の中核となる自主防犯組織に対して、訓練の実施、

資機材の整備等に関し、助成その他の支援を行う。 

〔関係資料〕資料編４－10 消防団等責任分担区域 

第２ 災害時救援ボランティア活動の環境整備 
 市は、災害時における救援ボランティアの果たす役割の重要性を認識し、災害時に備えた

ボランティアネットワークの形成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進するとと

もに、専門分野における行政とボランティアの連携体制を確立する。 

（１）災害時救援ボランティア活動の啓発 

市及び社会福祉協議会は、広報紙、パンフレット等を活用し、災害時における救援ボ

ランティア活動の啓発に努める。 

また、県等が主催する災害時救援ボランティア連絡会議と連携して、ボランティアの

自主性を尊重しつつ、災害時におけるボランティア活動が効果的に展開されるよう、ボ

ランティアコーディネーターの養成やボランティアの受け入れ、調整等の体制づくりを

推進する。 

（２）各領域における専門ボランティアとの連携 

市は、通信や外国語等の専門分野において平常時の登録や研修制度についても検討し

つつ、専門ボランティア等との災害時の連携体制を確立する。 

第３ 事業所（企業）防災の促進 
 事業者は、生命の安全確保、二次災害の防止、地域貢献・地域との共生、事業継続の重要

性を十分に認識し、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（ＢＣ

Ｐ）を策定するよう努める。また、防災体制の整備、防災訓練の実施、予想被害からの復旧
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計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフラインの供給不足への対応、

取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなど事業継続

マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努める。 

 また、「消防団協力事業所表示制度」を活用し、事業所のイメージアップや消防団との協力、

連携の強化を進める等、次の対策を行う。 

（１）災害時の顧客や従業員の安全確保、二次災害等の防止を図るため、自衛消防隊等を活

用した自主的な事業所等自衛防災組織を作り、次の活動を行う。 

ア 従業員の防災教育 

イ 情報収集伝達体制の確立 

ウ 火災その他災害予防対策 

エ 避難体制の確立 

オ 防災訓練の実施 

カ 応急救護体制の確立 

キ 飲料水、食料、生活必需品等災害時に必要な物資の確保（備蓄） 

ク 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対策 

（２）地域コミュニティの一員として、平常時から地域住民、自主防災組織等と連携して災

害に対応する仕組みの構築に努める。 

特に、平常時における事業活動で培った組織力や専門的な資機材、スキルは、多様な

応急対策活動が可能であるほか、その事業所の業務に見合った応援（帰宅困難者への一

時避難施設の提供、食料や飲料水及び生活必需品の提供など）も行える特徴があり、地

域防災力向上の鍵といえるものである。 

（３）事業所の自主的判断による地域貢献だけでなく、市や関係機関が行う災害対策の一部

を事業所が、その得意な業務において協力することについて、あらかじめ協定を締結す

るなど、平常時から市や関係機関との連携に努める。 

（４）災害時の事業活動の維持または早期の機能回復は、都市機能回復に重要な役割を果た

す一方、事業所は災害による被害を最小化し、自ら存続を図って行かなければならない。 

   そのため、バックアップシステムの整備、要員の確保、安否確認の迅速化などにより

災害時に事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開できるよう

な経営戦略の策定に努める。 

（５）以上をふまえ、市は、事業所等に対し、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけ及

び防災に関するアドバイスを行う。 

また、事業所のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優

良企業表彰、事業所の防災に係わる取組の積極的評価等により事業所の防災力向上の促

進を図る。 

(６) 市は、企業をコミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加を

呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

(７) 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害

からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成する。 

 (８) 県（監査指導課）及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の
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実施状況等について、定期的に確認するよう努める。 

 (９) 企業は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の

拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

第４ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進 
市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防

災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体

制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。 
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第４章 要配慮者対策 

第１節 要配慮者対策 

 近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機能

の低下に伴い、災害発生時には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人などの

要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。 

 このため、市、関係機関及び要配慮者利用施設の管理者は、平素より連携して要配慮者の

安全を確保するための対策を行う。 

＜用語の定義＞ 

本計画で使用している「要配慮者」及び「避難行動要支援者」の定義は次のとおりとする。 

「要配慮者」 

高齢者、障害者、乳幼児その他の災害時特に配慮を要する者 

「避難行動要支援者」 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難するこ

とが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第１ 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 
（１）市は、内閣府（防災担当）作成「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

を参考にして、地域防災計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確

認等を行うための措置について定める。 

（２）市は、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する。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。 

本市における避難行動要支援者とは、次のいずれかに該当する者のうち、直接的な援

護が必要であり、在宅かつ家族による避難支援が困難な者を主な対象とする。 

① 介護保険における要介護者で要介護認定３以上の者 

② 身体障害者手帳１・２級を所持する者 

③ 療育手帳区分表記Ａを所持する知的障害者 

④ 精神障害者精神保健福祉手帳1級を所持する者 

⑤ 難病患者 

⑥ 一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の者 

⑦ その他市長が認める者 

市は、次に掲げる通常業務等を通じて避難行動要支援者情報の把握に努める。 
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① 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 

② 障害者の情報に関しては、各種障害者手帳台帳における情報、障害程度区分情報等

により把握する。 

③ 一人暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、ひとり暮らし高齢者基礎

調査を活用することなどにより把握する。 

④ 民生委員・児童委員等から情報収集により把握する。 

⑤ 福祉団体、国際交流団体など関係団体からの情報収集により把握する。 

第２ 避難行動要支援者名簿の提供及び緊急連絡体制の整備 
（１）市は、避難支援等に携わる関係者として消防機関、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ずる。 

（２）市は、在宅の避難行動要支援者が災害発生のおそれがある時や災害発生時に迅速・的

確な行動がとれるよう、地域の避難行動要支援者の実態に合わせ、家族や地域の協力の

もとに避難行動要支援者ごとに担当者を配置するなど、きめ細やかな緊急連絡体制の確

立を図る。 

   また、市及び福祉関係者等は、避難行動要支援者の特性に応じて、防災行政無線、防

災ラジオ、緊急情報メール、インターネット等の情報伝達機器整備・導入について推進

に努める。 

第３ 避難体制の強化 
 市は、在宅の避難行動要支援者の避難に関して、「富岡市避難支援プラン全体計画」に基

づき、要配慮者が必要な生活支援や相談等が受けられるよう特別な配慮を行う福祉避難所の

指定・整備を行うなど地域の実情に応じた避難行動要支援者の避難支援体制の整備に取り組

む。 

（１）避難勧告等の伝達体制の整備 

市長が発令する避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示が避難行動要支

援者の特性に応じ、迅速・正確に伝達できる手段・方法を整備する。 

（２）避難誘導体制の整備 

避難行動要支援者が避難するにあたっては、介助が必要であることから、避難誘導員

をはじめ、自主防災組織や地域住民等の協力、地域ぐるみの避難誘導の方法を平常時か

ら確立する。 

   また、災害時には避難支援等関係者自身とその家族の安全を確保した上で、災害情報

の伝達や的確な避難誘導を行う。 

（３）緊急避難場所から避難所への移送 

市は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ
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移送するため、運送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。 

（４）避難行動要支援者が参加する防災訓練の実施 

災害時に避難行動要支援者の避難誘導が適切に実施されるよう避難行動要支援者が参

加する防災訓練を実施するよう努める。 

（５）福祉避難場所の指定・整備 

福祉避難場所をあらかじめ指定し、整備するように努める。 

福祉避難場所の指定にあたっては、民間の社会福祉施設等との協定締結なども検討し、

指定数の確保及び福祉避難場所の運営支援体制の確立に努める。また、整備にあたって

は、可能な限り、要配慮者ごとの特性に応じた対応をとれるよう資機材や人的支援体制

等の整備に努める。 

（６）福祉避難場所の設置・運営訓練 

災害時に福祉避難場所の設置・運営に係る取組事項が円滑に実施されるよう、福祉避

難場所指定施設の管理者等の協力を得て、福祉避難場所の設置・運営訓練を実施するよ

う努める。 

第４ 環境整備 
 道路管理者及び駅その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、高齢者、障害者、

外国人、乳幼児、妊産婦等が安全に避難できるよう歩道の拡幅、段差の解消、点字案内板及

びわかりやすい避難場所案内板の設置を行うなど、環境整備に努める。 

第５ 人材の確保 
市は、要配慮者の支援にあたり、福祉避難場所などにおける介助者等の確保を図るため、

平常時からヘルパー、手話通訳者、外国語通訳者等の広域的なネットワーク化に努める。 

第６ 要配慮者利用施設管理者との連携 
（１）要配慮者利用施設の安全性の確保 

要配慮者利用施設の管理者は、施設の建物や防災設備について定期的に点検を行い、

地震等の災害に対する安全性を確保する。 

（２）要配慮者利用施設の防災体制整備 

要配慮者利用施設の管理者は、次により、施設の防災体制を整備する。 

ア 施設の立地環境による災害危険性（洪水、土石流、急傾斜地崩壊、地すべり、雪

崩等）の把握及び職員への周知 

イ 防災気象情報の的確な入手手段の整備 

ウ 職員の動員基準及び動員伝達体制の整備 

エ 施設周辺のパトロール体制の整備 

オ 避難場所、避難所及び避難経路の確認 

カ 避難、救出及び安否確認の体制の整備 
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キ 市、消防機関、警察機関等防災関係機関との連絡体制の整備 

ク 避難誘導、救出等についての地域住民や自主防災組織との協力体制の整備 

ケ 防災訓練等防災教育の充実 

コ 食料品、避難生活用の医療・介護用品等の備蓄 

サ 燃料の調達体制の確保 

（３）市の支援 

ア 市は、要配慮者利用施設の立地環境による災害危険性（洪水、土石流、急傾斜、

地すべり、雪崩等）を把握し、当該情報を要配慮者利用施設に提供する。 

イ 市は、要配慮者利用施設との緊急連絡体制を整備する。 

ウ 市は、要配慮者利用施設に避難勧告等の避難情報を速やかに伝達する体制を整備

する。 

〔関係資料〕資料編４－14 土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設

第７ 消防及び警察の支援 
 消防本部及び警察署は、避難行動要支援者の避難体制の整備について、市と協力して次の

支援を行う。 

（１）緊急時における消防・警察と避難行動要支援者との連絡体制の整備 

（２）避難誘導、救出等に対する支援体制の整備（地域住民や自主防災組織の協力を含む。） 

（３）避難行動要支援者への防災教育・啓発への協力 

第８ 地域住民及び自主防災組織の支援 
地域住民及び自主防災組織は、避難行動要支援者の避難誘導、救出等の体制の整備に協力する。

第９ 防災教育及び啓発 
 市は、要配慮者及びその家族に対し、防災パンフレット等の配布や地域の防災訓練等への

積極的な参加の呼びかけを行うなど、災害発生時にとるべき行動等、防災に対する理解を深

めるよう啓発に努める。
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第５章 その他の災害予防 

第１節 地震防災緊急事業の推進 

第１ 地震防災緊急事業の推進 
 市は、県（危機管理室）が取りまとめた第４次五箇年計画に基づき、地震防災緊急事業が

緊急的な事業であることを十分認識し、公立小中学校校舎、体育館など地震防災に寄与する

施設等が着実に整備されるよう事業の推進に努める。 
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第２節 孤立化集落対策 

 山間集落では、地震や大雨等により道路が被災し、さらに通信が途絶し、孤立化するおそ

れがあるため、事前に集落の状況を把握し、道路危険箇所の対策、無線通信手段の確保、孤

立時の備え、救援対策等を検討しておく必要がある。 

第１ 孤立化のおそれのある集落の把握 
 市は、道路や通信手段が途絶し、孤立化が予測される集落について、事前に把握するとと

もに、県、消防、警察等の関係機関との当該情報の共有化が常に図られるよう努める。 

 なお、孤立化のおそれのある集落は、次の事項を参考に想定する。 

（１）集落につながる道路等においてう回路がない。 

（２）集落につながる道路において落石及び土砂崩れの発生が予測される道路危険箇所が多

数存在し、交通途絶の可能性が高い。 

（３）集落につながる道路においてトンネルや橋梁の耐震化がなされておらず、交通途絶の

可能性が高い。 

（４）土砂災害危険箇所が道路に隣接し、通行途絶要因となる可能性が高い。 

（５）架空線の断絶等によって、有線通信が途絶する可能性が高い。 

（６）一般加入電話以外の多様な通信手段が確保されていない。 

第２ 孤立化対策 

 市は孤立化のおそれのある集落について、次の対策を進める。 

（１）集落の代表者（町内会長、自主防災会長、消防団員等）を災害時の連絡担当者として

あらかじめ決めておくなどして、災害時の情報連絡体制を整備する。 

   また、自主防災組織を育成、強化し、集落内の防災力の向上に努める。 

（２）集落内に学校、駐在所、通信会社、電力会社等の関係機関がある場合には、それらの

持つ通信手段を確認し、災害時の活用方法を調整しておく。 

（３）アマチュア無線を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、日頃から富岡アマ

チュア無線クラブ等関係者との連携に努める。 

（４）停電時でも、防災行政用無線の使用が可能となるよう、非常用電源設備の整備を行う。 

（５）一般加入電話を災害時優先電話に指定するとともに、衛星携帯電話の配置を推進する。 

（６）救助や物資投下等のための緊急ヘリポート用地を確保しておく。 

（７）水、食料等の生活物質、負傷者発生に備えた医薬品、救出用具、簡易トイレ等の備蓄

を確保する。この際、自主防災組織及び個々の世帯レベルでの備蓄も積極的に推進する。 

   また、備蓄量に応じた倉庫の確保・拡充を進める。 

（８）孤立化するおそれのある集落に通じる道路（市道等）の防災工事（法面崩壊対策や橋

梁の耐震化対策等）に計画的に取り組む。 

（９）県や国が実施する土砂災害危険箇所、山地災害危険地区の対策工事を促進する。 

〔関係資料〕資料編２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 
         ６－１ 群馬県災害時における孤立化集落対策指針 
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第３節 帰宅困難者対策 

 震災時には、鉄道等の交通網の支障により、通学・通勤等の滞在先から自宅まで帰宅する

ことが困難となる帰宅困難者の発生が予想される。帰宅困難者が発生した場合、帰宅困難者

自身の安全の問題や、多数の徒歩帰宅者による緊急路を含む道路渋滞等の問題が予想され、

帰宅不能の場合には交通機関の復旧までの滞在場所の確保等が必要となる。 

このため、帰宅困難者に対しての情報提供、各種支援などを、平素より検討しておく必要

がある。 

第１ 帰宅困難者の予測 
群馬県地震被害想定調査（平成２４年６月）では、本市の帰宅困難者数を最大２，３１９

人と予測し、交通手段は問わず、鉄道の機能障害により帰宅することができない多くの帰宅

困難者が発生する可能性があることが明らかとなった。また、群馬県地震被害想定調査の予

測対象範囲外ではあるが、市内には、富岡製糸場など様々な観光地があり、多くの観光客が

訪れている。このため、観光地を訪問した旅行者が被災し、帰宅困難者となることが想定さ

れる。 

第２ 帰宅困難者に対する取組み 
（１）普及啓発 

市は、企業等における一斉帰宅抑制が実効性あるものとなるように安否確認方法等の周

知や備蓄の促進等必要な対策を実施するとともに、各企業等に一斉帰宅抑制に係る普及啓

発を行う。 

（２）一時避難施設の提供 

市は、帰宅困難者のために指定している既存の避難場所など、一時避難施設の提供に努

める。特に観光地では、季節に応じて多数の帰宅困難者発生が予想されることから事前に

観光客用の避難施設を指定しておくよう努める。 

（３）備蓄物資の確保 

市は、帰宅できず駅等に滞留する通勤者や観光客等帰宅困難者のために、日頃から飲料

水、食料、毛布等の備蓄に努める。 

（４）情報提供の体制づくり 

市は、一時避難施設等に関する情報、鉄道、バスの運行、道路の復旧情報などに関する

情報を防災行政用無線やラジオ等の放送機関からの放送により迅速に提供できる体制を整

備する。 

（５）徒歩帰宅者の支援対策 

市は、大量の徒歩帰宅者が安全・円滑に帰宅できるよう、幹線道路沿いに公共施設を活

用した帰宅支援施設を配置し、水・食料・トイレ・休息の場・情報等の提供が行えるよう

努める。 

また、コンビニエンスストアやガソリンスタンド等の民間事業者にも協力を求める。 



第２編 震災対策編 第２部 地震災害予防計画 第５章 その他の災害予防

243

第３ 事業所等の取組み 
（１）従業員の待機 

事業所等は、交通機関が運行停止となり、運行の見通しが立たない場合には、事業所建

物や事業所付近の被災状況を確認の上、従業員等の安全を確保するため、必要に応じて、

従業員等を一定期間止めるよう努める。 

（２）備蓄の確保 

事業所等は、従業員が事業所内に待機できるよう、必要な飲料水、食料、毛布等の備蓄

に努める。 

（３）事業所等における環境整備 

事業所等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう、事業所

建物の耐震化、家具類の転倒防止等、従業員が安全に待機できる環境整備に努める。 

（４）事業継続計画（ＢＣＰ）等への位置づけ 

事業所等は、事業継続計画（ＢＣＰ）等において、従業員等の待機及び帰宅の方針等を

あらかじめ定めておき、従業員に周知しておく。 

（５）安否確認方法の周知 

事業所等は、地震等発生時には、電話が輻輳することを踏まえ、事業所と従業員間の安

否確認方法をあらかじめ定めるとともに、従業員とその家族間においても災害時伝言掲示

板や災害用伝言ダイヤル等の複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段の活用に

ついて周知しておく。 

第４ 大規模集客施設等の取組み 
大規模な集客施設や駅など不特定多数の者が利用する施設においては、多くの帰宅困難者

等の発生が予想されることから、事業者等は、市や関係機関等と連携し、利用者を保護する

ため、適切な待機や誘導体制の整備に努める。 

第５ 各学校の取組み 
各学校は、児童・生徒等が学校内に一定期間待機できるよう、必要な環境整備に努める。 
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第４節 災害廃棄物対策 

第１ 災害廃棄物の発生への対応 
（１）市、施設管理者及び建築物所有者は、地震による災害廃棄物の発生を抑制するため、

建築物の耐震化等に努める。 

（２）市は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立及び十分な大きさの仮置

き場・処分場の確保に努める。また、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余裕をも

った処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性の確保を図る。 

（３）市は、仮置き場の配置や災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物

処理計画を策定する。 

第５節 罹災証明書の発行体制の整備 

第１ 罹災証明書の発行体制の整備 
（１）市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証

明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民

間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築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。 

(２) 市は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用につい

て検討する。 
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第３部 地震災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制の確立 

地震による被害の発生を未然に防止し、又は発生する被害を最小限度に食い止めるため、

収集・連絡された情報に基づく判断により、防災関係機関は自らの又は他機関と連携をとっ

た応急対策の活動体制を迅速に確立する必要がある。 

第１節 災害対策本部の設置 

第１ 設置の決定 
 市長は、次のいずれかに該当する場合は、災害対策本部を設置する。 

【本部の設置基準】 

①市内に震度５弱以上の地震が発生したとき。 

②震度にかかわらず、市内に地震による大規模な災害が発生したとき、または被害が発生

するおそれのあるとき。 

③その他市長が必要と認めたとき。 

〔関係資料〕資料編１－４ 富岡市災害対策本部条例 

         １－５ 富岡市災害対策本部要綱 

         １－６ 富岡市災害対策本部活動実施要領 

第２ 設置場所 
 市は、災害対策本部を本庁舎に設置する。災害の状況により本庁舎に設置できない場合は、

市民体育館を第一候補とし、市長の定めた場所に設置する。 

第３ 廃止の決定 
 本部長（市長）は、予想された災害の危険が解消されたと認めるとき、または応急対策が

概ね終了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。 

第４ 設置・廃止の通知 
 本部長は、災害対策本部を設置または廃止したときは、県、防災関係機関、報道機関等に

対し、その旨を通知する。 

第５ 災害対策本部の組織 
 災害対策本部に本部室を設置する。本部の運営、組織及び各部・班の事務分掌については、
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富岡市災害対策本部要綱及び富岡市災害対策本部活動実施要領に定める。 

 また、災害に関する情報を収集するため、必要に応じて現地対策本部を設置する。 

第６ 災害警戒本部 
 災害のおそれがある場合、災害対策本部を設置するに至らない規模の災害への対応や災害

対策本部の規模を縮小する場合は、災害の規模や状況に応じて、災害警戒本部を設置する。 

（１）災害警戒本部の設置 

災害警戒本部の設置は、市長が必要と認めたとき、市内に震度４以上の地震が発生し

た時及び災害関係部長の協議の上、必要に応じて設置する。 

（２）組織、編成 

災害警戒本部の組織、編成は、災害対策本部に準じて災害関係部長の協議の上、決定

する。 
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第２節 職員の非常参集 

第１ 非常参集体制 
 動員体制は、富岡市災害対策本部活動実施要領による。 

 動員の際は、本部長に諮り動員規模を指定する。 

〔関係資料〕資料編１－６ 富岡市災害対策本部活動実施要領 

第２ 動員の方法 
（１）動員伝達経路 

動員伝達経路は、次のとおりである。 

なお、緊急登庁職員への動員伝達経路は、職員初期初動マニュアルによる。 

（２）勤務時間内における動員 

庁内放送等を通じて各班に動員を連絡する。 

（３）勤務時間外における動員 

勤務時間外の動員は、震度４以上の地震が発生した場合、動員命令によらず自主登庁

とする。震度は、テレビ、ラジオ等による市内の震度の他、周囲の被害状況で各職員が

判断する。 

【地震の震度別動員規模】 

地震の震度 震度４ 震度５弱・５強 震度６弱以上 

動員規模 
第１号動員 

（約３割の職員） 

第２号動員 

（約６割の職員） 

第３号動員 

（全職員） 

第３ 動員配備場所 
（１）登庁場所 

原則として、通常の勤務場所に登庁する。道路被害等により登庁ができない場合は市

の関係機関または指定公共施設に登庁する。 

（２）緊急登庁職員 

緊急登庁職員に指定された職員は、市役所に登庁し、災害対策本部（本部が設置されて

いない場合は、総務部総務課）に集合し、所属する部署に関係なく応急初動措置を行う。 

（３）現地登庁職員 

現地登庁職員に指定された職員は、あらかじめ定められた市の関係機関及び指定公共

施設に集合し、地区の情報収集等の業務を行う。 

本部長 

（市長）
本部員 各班長 各所属長 班員 
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第３節 広域応援の要請 

第１ 県への応援要請 
 本部長は、災害対策基本法第68条に基づき、「群馬県市町村災害時受援体制ガイドライン」

に定めるところにより、知事に対し応援を求める。 

【要請事項】 

①災害の状況 

②応援（応急措置の実施）を要請する理由 

③応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

④応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

⑤応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

⑥その他必要な事項 

第２ 県等への職員派遣の要請 
 本部長は、県、市町村、防災関係機関に対し、職員派遣の要請または派遣のあっせんを求

める。 

（１）指定地方行政機関に対する職員派遣の要請 

災害対策基本法第29条に基づき、指定地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請する。 

（２）県に対する職員派遣のあっせんの要請 

災害対策基本法第30条に基づき、知事に対し市町村、県または指定地方行政機関の職

員派遣のあっせんを要請する。 

（３）県または市町村に対する職員派遣の要請 

地方自治法第252条の17に基づき、知事または市町村長に対し職員の派遣を要請する。 

【要請事項】 

①派遣要請または派遣のあっせんを求める理由 

②派遣要請または派遣のあっせんを求め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勤務条件 

⑤その他参考となるべき事項

第３ 他市町村への要請 
（１）応援の要求 

本部長は、災害対策基本法第67条に基づき、他市町村等に応援を要請する。 

（２）協定に基づく要請 

本部長は、あらかじめ締結された協定に基づき、締結先の市町村等に応援を要請する。 

災害対策基本法第67条の規定に基づき、応援を求められたときは、災害応急対策のう
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ち、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、

正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策の実施については、応援に従事する

者は、被災市町村の指揮の下に行動する。 

〔関係資料〕資料編２－６ 災害時の相互応援協定（１）岡谷市 

２－７ 災害時の相互応援協定（２）甘楽町 

２－８ 災害時の相互応援協定（３）下仁田町 

２－９ 災害時の相互応援協定（４）南牧村 

２－16 大規模災害時の相互応援に関する協定（富岡市ほか８市） 

２－27 大規模災害時における相互応援に関する協定書（深谷市） 

２－28 災害時の情報発信に関する応援協定書（江南市） 

２－35 災害時における相互応援に関する協定書（小山市） 

２－36 大規模災害時における相互応援に関する協定書（出雲崎町） 

第４ 消防機関への要請 
（１）応援の要請 

消防長は、群馬県消防相互応援協定に基づき、協定締結先の消防機関に応援を要請す

る。 

（２）応援の要請 

消防長は、消防組織法第44条に基づき、知事を通じて消防庁長官に他の消防機関及び

緊急消防援助隊の応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－１ 富岡甘楽広域市町村圏消防相互応援協定書 

２－２ 群馬県消防相互応援協定書 

２－３ 消防相互応援協定書 安中市  

２－４ 消防相互応援に関する協定書（吉井町、甘楽町） 

２－５ 関越自動車道、上信越道及び北関東自動車道における消防相互

応援協定書 

２－10 災害時の救急医療活動についての協定書 
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第５ 応援の受け入れ 
（１）受け入れ体制 

市は、応援隊等を受け入れるために、次の体制を確保する。 

【受け入れ体制】 

連絡窓口 総合的な窓口を総務部におく。受け入れ後は、応援を受ける各班が対応する。

現場への案内 応援を受ける担当班 

受け入れ施設 もみじ平総合公園 

食料、飲料水等 原則、自前で確保を要請する。 

まかなえない場合は、市職員と同様の方法で食料、物資等を手配する。

（２）経費の負担 

応援に要した費用は、原則として市の負担とする。 

第６ 撤収要請 
 本部長は、応援の目的が達成されたとき、またはその必要がなくなったときは、要請先と

協議の上、撤収要請を行う。 
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第４節 自衛隊への災害派遣要請 

第１ 自衛隊の災害派遣活動の範囲 
 自衛隊の災害派遣活動の範囲は、次のとおりである。 

【災害派遣活動の範囲】 

①車両、航空機等による被害状況の把握 

②避難者の誘導、輸送等避難のために必要がある場合の援助 

③行方不明者、負傷者等の捜索、救助 

④堤防等の決壊に対する水防活動 

⑤消防機関の消火活動への協力 

⑥道路または水路が損壊し、または障害物がある場合の啓開または除去 

⑦被災者に対する応急治療、救護及び防疫並びに病害虫防除等の支援 

⑧通信支援 

⑨救急患者、医師その他救急活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

⑩被災者に対する炊き出し、給水の支援 

⑪救援物資の支給または貸付の支援 

⑫交通規制への支援 

⑬その他災害の発生時において知事が必要と認め、自衛隊の対応が可能な事項

第２ 自衛隊派遣の要求 
 本部長は、自衛隊の災害派遣が必要であると認めるときは、自衛隊に対し災害派遣要請を

行うよう知事（危機管理室）に要求し、その旨及び市に係る災害の状況を第１２旅団長に通

知することができる。要求は、文書で行うが、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日文書

を送達する。 

 また、通信の途絶等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請の要求が行えない場合は、

その旨及び市に係る災害の状況を第12旅団長に通知する。なお、前項の通知をしたときは、

速やかにその旨を知事に通知する。 

〔関係資料〕資料編５－６ 自衛隊災害派遣要求様式 

【要請事項】 

①災害の情況及び派遣を要請する事由     

②派遣を希望する期間 

③派遣を希望する区域及び活動内容      

④その他、参考となるべき事項 

 例）○必要な車両、航空機、資機材  ○必要な人員  ○連絡場所及び連絡責任者 

【最寄りの自衛隊連絡先】 

部隊名（駐屯地等） 所在地 電話番号 

第12旅団司令部第三部 

（相馬原） 

〒370-3594 

榛東村新井1017-2 

0279-54-2011 内線234、239 

（夜間208） 

県防災4-361-6301 

第12後方支援隊 

（新町） 

〒370-1394 

高崎市新町1080 

0274-42-1121 
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第３ 自衛隊の自主派遣 
 第12旅団長または第12後方支援隊長は、特に緊急を要し、知事からの派遣要請を待ついと

まがないと認めるときは、当該要請を待たないで部隊等を派遣する。自主派遣の基準は、次

のとおりである。 

【自主派遣の基準】 

①災害に際し、関係機関に対し当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を

行う必要があると認められる場合 

②災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場

合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

③災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に

関するものであると認められる場合 

④その他、災害に際し、前記に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがな

いと認められる場合

第４ 自衛隊の受け入れ 
 市は、自衛隊の災害派遣要請を依頼した場合、作業計画を作成し、次のような対応を行う。 

 応援を受ける各班は、資機材や自衛隊部隊を作業現地に案内するなど派遣された自衛隊の

活動を支援する。また、連絡員を派遣して各班相互の連絡にあたる。 

【自衛隊の受け入れ体制】 

項 目 内 容 

作業計画の作成 ①作業箇所及び作業内容 

②作業の優先順位 

③作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

④部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 必要な資機材を確保する。 

連絡窓口 ①本部から連絡員を派遣する。 

②自衛隊からの連絡員の派遣を要請する。 

自衛隊連絡室 市役所に設置する。 

集結地候補地 もみじ平総合公園 

ヘリコプター離発

着場 
もみじ平総合公園北ゾーン 

第５ 派遣部隊の撤収要請 
 本部長は、派遣活動または派遣期間が終了し、自衛隊の災害派遣の必要がなくなったと認

めるときは、直ちに知事に対し、文書で撤収の要請を要求する。 

 ただし、緊急を要する場合は、口頭で行い、後日文書を送達する。 
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第６ 費用負担区分 
 派遣部隊等の活動に要した費用のうち次の費用については、原則として市が負担する。 

 これ以外の費用の負担区分については、市と自衛隊とで協議して定める。派遣部隊の活動

が他市町村にわたって行われた場合の費用の負担割合については、関係市町村と協議して定

める。 

【費用の負担区分】 

①宿泊施設の借上料 

②宿泊施設の汚物処理費用 

③災害派遣活動に係る電気、ガス、水道及び電話料金 

④災害派遣活動に係る資機材の調達費用 

（参考）災害派遣実施の可否の判断３原則 

人命又は財産を保護するため、自衛隊を派遣することについて、 

公共性：公共の秩序を維持するという妥当性があること。 

緊急性：差し迫った必要性があること。 

非代替性：自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適当な手段がないこと。 
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第２章 情報収集・連絡及び通信の確保 

地震が発生した場合、地震情報(震度、震源、規模、地震活動の状況等)、被害情報及び関

係機関が実施する応急対策の活動情報は、効果的に応急対策を実施する上で不可欠である。 

このため、地震の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこと

とするが、この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝

達し、被害規模の早期把握を行う必要がある。 

第１節 地震情報の収集・連絡 

第１ 震度情報の把握 
（１）震度情報ネットワークシステムによる震度情報の把握 

県は、「震度情報ネットワークシステム」により、県内市町村すべてに設置してある

震度計から各地の震度情報を受け、市に伝達する。 

第２ 震度情報の伝達 
 市は、県及び前橋地方気象台から伝達された震度情報を、ファックス、優先電話、全国瞬

時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ：ジェイ・アラート）、防災行政用無線、衛星携帯電話等に

より、関係機関等に伝達する。 

【全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ：ジェイ・アラート）】 

震度計 

（全市町村）
県危機管理室 

富岡市（震度３以上） 

消防本部（震度３以上）

防災情報通信
ネットワーク

防災情報通信
ネットワーク
一斉 

【震度情報ネットワークシステム】

富 岡 市

防災ラジオ 

国

防災行政用
無線制御卓

受信
アンテナ

受信機 自動起動機

防災行政用無線
消防庁緊急災害情報自然災害に関する情報

国民保護事案に
関する情報 

消防庁操作卓
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第２節 災害情報の収集・連絡 

第１ 災害情報の収集 
市は、次の方法で災害情報を収集する。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、市は、住民登録の有無にかかわらず、市区域内で行

方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努める。 

  また、道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、

道路管理者、ライフライン事業者、その他防災関係機関は、それぞれの所管する道路のほ

か、通信、電気、ガス、上下水道等のライフラインの途絶状況を把握するとともに、その

復旧状況と併せて、県の関係課・事務所、国の関係事務所等に連絡する。市は、当該地域

における備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有無の把握に努める。 

ア 登庁職員による参集途上の見聞情報   

イ テレビ、ラジオ情報 

ウ 職員巡回による情報          

エ 消防団、自主防災組織等からの情報 

第２ 災害情報の連絡 
（１）災害対策基本法及び消防組織法に基づく報告 

市は、収集した被害情報を次の要領で県に報告する。 

「災害報告要領」（昭和45年４月10日付け消防災第246号消防庁長官通知）及び「火災・

災害等即報要領」（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規定に基づき、

被害規模の概括的情報を含め、人的被害、住家被害、応急対策活動状況等の情報を把握で

きた範囲から直ちに富岡行政県税事務所を経由して県に報告する。 

この際、富岡行政県税事務所に連絡がつかない場合または緊急を要する場合は、県に直接

報告するものとし、いずれにも連絡がつかない場合は消防庁に直接報告する。 

なお、富岡行政県税事務所は、被害の拡大が予想されるときは、職員を市に派遣し市から

の連絡に遺漏がないよう配慮する。 

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民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又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の

者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する。 

応援の必要性については、時期を逸することなく連絡する。 

具体的な報告方法は次による。 

ア 災害概況即報 

災害を覚知後、30分以内に「火災・災害等即報要領」第４号様式（その１）（災

害概況即報）により報告する。 

イ 被害状況即報 

災害概況即報の後、「火災・災害等即報要領」第４号様式（その２）（被害状況

即報）により報告する。 
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報告の頻度は次による。 

（ア）第１報は、被害状況を確認しだい報告 

（イ）第２報以降は、人的被害に変動がある場合は１時間ごとに報告 

   人的被害が変動せず、その他の被害に変動がある場合は、３時間ごとに報告 

（ウ）災害発生から24時間経過後は、被害に変動がある場合に、６時間ごとに報告 

ウ 災害確定報告 

応急対策を終了した後、10日以内に「災害報告取扱要領」第１号様式（災害確定

報告）により報告する。 

（２）災害対策基本法及び消防組織法に基づかない連絡 

市は、各行政分野の災害情報を、それぞれの関係法令等に基づき、県の関係課、関係

地域機関またはその他関係機関に連絡する。 

(３) 市は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報の官邸及び非常本部等を含む防災関

係機関への共有を図る。 

〔関係資料〕資料編５－１ 風水害・地震災害等報告様式 

         ５－５ 消防庁災害報告取扱要領（抜粋） 

第３ 消防本部における災害情報の連絡 
 消防本部は、把握した災害情報を市災害対策本部及び県に報告する。 

 なお、１１９番通報が殺到したときまたは管内で震度５強以上の地震が発生したときは、

｢火災・災害等即報要領｣（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）の規定に基

づき、その状況を直ちに県に報告するとともに、消防庁に直接報告する。報告様式は別記「火

災・災害等即報要領」第４号様式（その１）（災害概況即報）又は第４号様式（その２）（略） 

（被害状況即報）による。

【消防庁への連絡先】 

「応急対策室」（9：30～18：15） 電話 03-5253-7527 FAX 03-5253-7537 

「宿 直 室」（上 記 時 間 外） 電話 03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 
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第３節 通信手段の確保 

第１ 災害対策本部の通信施設 
 災害時には、次の通信施設を活用する。 

 市は、災害発生後、災害対策本部室に通信機器を集め機能確認を行う。 

 また、移動系無線機の貸し出し等の管理を行う。 

 さらに、停電等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

〔関係資料〕資料編４－15 移動機器一覧 

【通信施設】 

主な通信手段 主な通信区間 

一般加入電話・ＦＡＸ 災害対策本部～関係機関、防災関係機関との連絡 

災害時優先電話 

地域衛星通信ネットワーク 

（財）自治体衛星通信機構 

災害対策本部～全国自治体・防災関係機関等 

県防災行政無線等 災害対策本部～県・近隣市・防災関係機関 

防災行政用無線（固定系） 災害対策本部～当該関係機関管内 

防災行政用無線（移動系） 災害対策本部～現場 

衛星携帯電話 災害対策本部～関係機関 

電子メール 災害対策本部～市民・職員 

第２ 一般加入電話の優先利用 
 防災関係機関は、一般加入電話について、必要に応じ、ＮＴＴ電話サービス契約約款に基

づく「緊急扱い電話」または「非常扱い電話」を利用する。ただし、これらの通話は、原則

として、あらかじめ登録された災害時優先電話から申し込む。 

 この場合の手続きは、「１０２」をダイヤルし、オペレーターを呼び出し、次表の内容及

び相手先の電話番号を伝えて回線の接続を依頼する。 

（１）緊急扱い通話（一般通話より優先される） 

通 話 内 容 通 話 機 関 等 

ア 火災、集団的疫病、交通機関の重大

な事故その他人命の安全に係る事態が

発生し、または発生するおそれがある

場合において、その予防、救援、復旧

等に関し緊急を要する事項 

（ア）非常通話を取扱う機関相互間 

（イ）緊急事態が発生し、または発生するおそ

れがあることを知った者と（ア）の機関と

の間 

イ 治安の維持のため緊急を要する事項 （ア）警察機関相互間 

（イ）犯罪が発生し、または発生するおそれが

あることを知った者と警察機関との間 
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通 話 内 容 通 話 機 関 等 

ウ 天災、事変その他の災害に際しての

災害状況の報道を内容とするもの 

「電気通信設備の優先利用が可能な新聞社等

の適用基準」に該当する新聞社、放送事業者ま

たは通信社の機関相互間 

エ 水道、ガス等の市民の日常生活に必

要不可欠な役務の提供その他生活基盤

を維持するため緊急を要する事項 

（ア）水道の供給の確保に直接関係がある機関

相互間 

（イ）ガスの供給の確保に直接関係がある機関

相互間 

（ウ）預貯金業務を行う金融機関相互間 

（エ）国または地方公共団体の機関相互間 

（２）非常扱い通話（緊急扱い通話より優先される） 

通 話 内 容 通 話 機 関 等 

ア 気象、水象、地象若しくは地動の観

測の報告または警報に関する緊急を要

する事項 

 気象機関相互間 

イ 洪水等が発生し、若しくは発生する

おそれがあることの通報またはその警

報若しくは予防のため緊急を要する事

項 

（ア）水防機関相互間 

（イ）消防機関相互間 

（ウ）水防機関と消防機関相互間 

ウ 災害の予防または救援のため緊急を

要する事項 

（ア）消防機関相互間 

（イ）災害救助機関相互間 

（ウ）消防機関と災害救助機関相互間 

エ 鉄道その他の交通施設の災害の予防

または復旧その他輸送の確保に関し緊

急を要する事項 

 輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

オ 通信施設の災害の予防または復旧そ

の他通信の確保に関し緊急を要する事

項 

 通信の確保に直接関係がある機関相互間 

カ 電力設備の災害の予防または復旧そ

の他電力の供給の確保に関し緊急を要

する事項 

 電力の供給の確保に直接関係がある機関相

互間 

キ 秩序の維持のため緊急を要する事項 （ア）警察機関相互間 

（イ）防衛機関相互間 

（ウ）警察機関と防衛機関相互間 

ク 災害の予防または救援のため必要な

事項 

 天災、事変その他の非常事態が発生し、また

は発生するおそれがあることを知った者と、前

各欄に掲げる機関との間 
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第３ 他機関が保有する通信設備等の利用 
 防災関係機関は、必要に応じ、他機関が保有する通信設備等を利用する。 

 これらの通信設備等の種類は、次のとおりとする。 

（１）災害対策基本法に基づく通信設備等の優先利用 

根 拠 利用設備等 通信内容 

第57条 警察通信設備、水防通信設備、航空保安通信設備、

鉄道通信設備、鉱業通信設備、消防通信設備、自衛

隊通信設備、気象官署通信設備、電気事業通信設備

緊急を要する通知、要請、

伝達または警告 

放送事業者の放送 緊急を要する通知、要請、

伝達または警告 

第79条 （第57条に同じ） 応急措置の実施に必要な

緊急を要する通信 

（２）電波法第52条に基づく非常通信の利用 

利用設備等 通信内容 利用形態 

各無線局 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、有線通信を利用することができな

いかまたはこれを利用することが著しく困難

であるときに、人命の救助、災害の救援、交通

通信の確保または秩序の維持のために行う無

線通信 

利用機関からの依頼に基

づき各無線局が発受する 

＜発信依頼手続き＞（関東地方非常通信協議会の例示） 

 発信を希望する通信文を次の要領で電報頼信紙（なければ適宜の用紙で可）に記載し、

依頼先の無線局に持参する。 

 ①冒頭に「非常」と朱書きする。 

 ②あて先の住所、氏名（役職）及び電話番号を記載する。 

 ③本文を200字以内で記載する。（濁点、半濁点は字数に数えない。） 

 ④末尾に発信者の住所、氏名（役職）及び電話番号を記載する。 

（３）アマチュア無線の利用 

富岡アマチュア無線クラブに無線通信の発受を依頼する。 

〔関係資料〕資料編 ２－18 アマチュア無線による災害時の情報伝達に関する協定書 
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第３章 被災者等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の

適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確な情報の速やかな公表と

伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、問い合わせ、要望、意見などが数多く寄

せられるため、適切な対応を行える体制を整備する必要がある。 

第１節 広報活動 

第１ 広報活動 
 市は、次の方法により市民等に災害広報を行う。 

（１）広報内容 

広報内容は、概ね次のとおりである。 

【広報内容】 

①災害発生直後（災害発生時から３日目） 

1)災害の発生状況            2)余震、崖崩れ等に関する情報 

3)災害対策本部の設置          4)安否情報 

5)被害状況の概要            6)避難場所等の情報 

7)救援活動の状況            8)二次災害防止に関する情報 

9)災害応急対策の実施状況        10)医療機関の活動状況 

11)水・食料等の物資供給状況       12)ボランティア受け入れ情報 

13)災害用伝言ダイヤル「１７１」やｉモード等の災害用伝言板の利用について周知 

②生活再開時（災害発生４日目から10日目） 

1)ライフラインの被害状況と復旧見込   2)仮設住宅の設置、入居の情報 

3)生活必需品の供給状況         4)道路・交通情報 

5)医療情報               6)教育関連情報 

7)災害ごみの処理方法          8)相談窓口の開設状況 

9)被災地からのホームページ等を用いた情報発信（災害規模、被害総額等） 

③復興期（災害発生10日目以降） 

1)り災証明・義援金の受付手続き情報   2)各種減免措置等の状況 

3)各種貸付・融資制度情報        4)復興関連情報 

5)被災地からのホームページ等を用いた情報発信（復興状況等）

（２）広報媒体 

   広報媒体は、概ね次のとおりである。 
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【広報媒体】 

①防災行政用無線（固定系）による放送    ②広報車による巡回放送 

③富岡市緊急情報メールによる送信      ④ホームページへの掲示 

⑤災害広報紙の発行             ⑥避難場所、公共施設等の掲示板

第２ 避難場所での広報活動 
 市は、避難場所担当と連携して広報を行う。広報にあたっては、避難場所自治組織、ボラ

ンティア等との連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。 

 なお、障害者、高齢者、外国人等情報の入手が困難な避難者に十分配慮する。 

【避難場所での広報】 

①災害広報紙の配布           ②避難場所広報板の設置 

③避難場所自治組織による口頭伝達 

第３ 要配慮者への広報 
 市は、要配慮者に対し、広報内容を理解できるよう住民組織による伝達などを要請する。 

 また、市役所に災害多言語支援センターを設置し、通訳ボランティアによる外国人への相

談や広報などを実施する。 

第４ 情報の入手が困難な者への配慮 
市は、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、所在を把握できる県境を越えた広

域避難者、帰宅困難者等災害情報の入手が困難な被災者に対して、確実に情報伝達できるよ

う必要な体制の整備を図る。 

第５ 報道機関への発表 
（１）記者発表 

市は、市役所に報道センターを設置し、掲示板への情報の掲示や定期的な記者発表を

行い、情報及び必要な資料を提供する。 

（２）取材活動への要請 

市は、取材殺到により市の災害対策活動に支障が生じる場合は、幹事社等による代表

取材のみとし、関係者以外の災害対策本部内への立入、取材を原則的に禁止するよう要

請する。 

また、避難者への取材は、個人情報等の配慮をするように要請する。 
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第２節 広聴活動 

第１ 市民相談 
 市は、市民からの問い合わせ、各種申請及び生活相談に対応するため、市役所、市の関係

機関に災害相談窓口を設置する。 

 相談窓口で扱う事項は、次のとおりである。 

【相談窓口の内容】 

①り災証明（被災家屋調査等）          ②仮設住宅等 

③ペット関係（ペット、死亡獣畜、放浪動物）   ④仮設トイレ 

⑤義援金（義援金受け入れ）           ⑥学校関係 

⑦公共交通機関情報（バス輸送等）        ⑧生活資金等 

⑨苦情受付                   ⑩その他相談 

第２ 広聴活動 
（１）市は、災害相談窓口での相談活動を通じて、被災者の要望等の収集を行い、関係各部

に伝達する。 

（２）安否情報の提供 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、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、消防、救助等人命に関わるような災害発生

直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答す

るよう努める。 

この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係

地方公共団体、消防機関、都道府県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努

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

おそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当

該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 
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第４章 二次災害の防止活動 

余震又は降雨等による水害・土砂災害、余震による建築物・構造物の倒壊等に備え、二次

災害対策を講ずる必要がある。 

第１節 水害・土砂災害対策 

第１ 緊急点検 
 県及び市は、専門技術者等を活用して余震あるいは降雨等による二次的な水害・土砂災害

等のおそれのある危険箇所の点検を行う。 

第２ 警戒避難等 
 上記点検の結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図

り、施設の補強、不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置等応急工事などの応急対策を行うと

ともに、必要に応じて避難対策を行う。 
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第２節 建物・宅地対策 

第１ 被災建築物の応急危険度判定 
（１）被災建築物応急危険度判定実施本部の設置 

市は、災害対策本部に被災建築物応急危険度判定実施本部を設置し、調査資機材、ス

テッカー、調査区域の分担などの準備を行うとともに、県等を通じて被災建築物応急危

険度判定士の派遣を要請して判定を実施する。 

（２）被災建築物応急危険度判定の実施 

判定は、被災状況を調査の上、判定を要する地区を決定し、災害対策本部、避難施設、

病院、緊急輸送路等に係る建築物を優先して行う。 

判定方法は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル」に基づき目視点検により行い、

判定の結果は、「危険」、「要注意」、「調査済」に区分し、建物の入口等分かりやす

い場所に判定結果を色紙で表示する。 

第２ 被災宅地の危険度判定 
（１）被災宅地危険度判定実施本部の設置 

市は、災害対策本部に被災宅地危険度判定実施本部を設置し、調査資機材、ステッカ

ー、調査区域の分担などの準備を行うとともに、県等を通じて被災宅地危険度判定士の

派遣を要請して判定を実施する。 

（２）被災宅地危険度判定の実施 

被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために斜面造成宅地の危険度判

定を行う。「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」による判定、「擁壁・のり面等

被害状況調査/危険度判定票作成の手引き」による調査表の作成を行う。判定結果はステ

ッカー等で表示する。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に

連絡するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を

実施する。 
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第３節 危険物、有害物質等対策 

第１ 緊急点検 
 危険物を製造し、貯蔵し、または取扱う施設等の管理者は、火災や爆発による二次災害を

防止するため、速やかに施設の点検を行う。 

 また、火災や爆発のおそれが生じた場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに、当該物質

の取扱規制担当官公署、消防機関、警察機関等に連絡する。 

第２ 二次災害の防止 
 県、消防本部、警察署及び市は、危険物、有害物質等による二次災害を防止するため、必

要に応じ、危険物、有害物質等を製造し、貯蔵し、または取扱う施設の緊急立入検査、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。 
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第５章 救急・救助、医療及び消火活動 

地震発生後、倒壊家屋の下敷きになるなどの被災者に対し救急・救助活動を行うとともに、

負傷者に対し必要な医療活動を行うこと、さらに、災害の拡大を防止するため、消火活動を

迅速・的確に行うことは、市民の生命・身体の安全を守るために最優先されるべき課題であ

る。 

第１節 救急・救助活動 

第１ 住民・自主防災組織及び事業所による救急･救助活動 
 住民は、自らの身の安全の確保及び出火防止の措置を講じた後、家族や近隣住民の被災状

況を確認する。また、住民同士や自主防災組織による被災者の救出、応急処置、初期消火等

に努める。 

 救急･救助活動に必要な資機材は、自ら所有する資機材を使用するほか、市や富岡行政県税

事務所等の資機材の貸し出しを受ける。 

 なお、消防本部、警察等による救急・救助に協力する。 

第２ 消防による救急・救助活動 
 消防本部は、次の要領で救急・救助活動を実施する。 

（１）救急･救助活動の原則 

ア 地震発生後、直ちに救急・救助体制を整えて必要な活動を行う。この際、火災の

発生も想定されるため、あらかじめ定めた計画に基づき人員を振り分けて活動する。 

イ 生存者の救出を最優先に人員を投入する。 

ウ 要救助者が多数いる場合は、救命を必要とする者を優先する。 

エ 重機類等資機材を有効に活用する。 

オ 要救助案件が多発し多数の救助隊が活動する場合は、各隊相互間の連絡を密にし、

情報を共有するとともに役割分担及び携行資機材を調整するなどして効率的な救助

活動を行う。 

（２）活動要領 

ア 救助対象の状況把握 

消防本部は、次の事項について被災地域の情報を収集し、救助対象の実態の把握

に努める。 

（ア）医療機関の被害状況及び道路、橋梁等の被害状況並びに火災の延焼拡大に伴

う危険度 

（イ）建築物の倒壊状況 

（ウ）多数の負傷者及び要救助者が発生した地域 

（エ）車両部隊の出動可否と通行可能道路 

（オ）その他救急、救助活動上必要な事項 
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イ 救助活動 

救助隊を編成し、被害状況及び火災発生状況等を考慮し、緊急度に応じて救助現

場に派遣する。 

ウ 傷病者の搬送 

災害状況及び通行可能道路並びに医療機関等の収容可否を総合的に判断し、医療

機関等に搬送する。搬送した傷病者及び病床数については、常に把握し搬送に支障

のないように努める。 

また、道路等の途絶により救急車等による搬送が困難な場合は、ヘリコプターの

出動を県に要請する。 

エ 道路障害等により救急車が出動不能時の活動 

担架隊を編成し、重傷者を優先して救護所または安全な場所へ搬送する。要搬送

者が多数の場合は、付近住民の協力を求める。 

オ 重機類の活用 

協定に基づき、富岡建設組合等に重機の出動を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

第３ 応援要請 
 消防本部は、必要に応じ広域応援協定等に基づき他の消防機関に応援を求め、または消防

組織法第44条の規定に基づき、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」

を含む。）の派遣を要請するよう知事に求める。 

 また、災害救助犬の派遣団体から救助チームの派遣について申し出があったときは、積極

的に受け入れる。 

〔関係資料〕資料編２－１ 富岡甘楽広域市町村圏消防相互応援協定書 

２－２ 群馬県消防相互応援協定書 

２－３ 消防相互応援協定書 安中市  

２－４ 消防相互応援に関する協定書（吉井町、甘楽町） 

２－５ 関越自動車道、上信越道及び北関東自動車道における消防相互

応援協定書 

２－10 災害時の救急医療活動についての協定書 

第４ サイレントタイムの導入 
 生存者を救出するため、わずかな音や声を聞き分ける必要がある場合は、消防本部は、サ

イレントタイムを導入し、救出現場付近におけるヘリコプターその他の航空機の飛行及び車

両の通行を規制し、または自粛を要請する。 
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第５ 関係機関の連携 
 消防本部、警察、自衛隊は、救急･救助活動が円滑かつ効率的に行われるよう、情報を共有

し、それぞれの役割を定め、協力して活動する。この際、必要に応じ、関係機関で構成する

調整会議を設置し、効果的な救助・救急、消火活動等に資する情報（要救助者の発見場所、

行方不明者の特定に資する情報、燃料補給の確保状況等）の共有及び調整を行う。 

災害現場で活動する消防・警察・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、部隊間の情報共有及び活動調整、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療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携して活動する。 

第６ 惨事ストレス対策 
救助・救急活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、

消防本部は、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できる。 
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第２節 医療活動 

第１ 医療機関による医療活動 
 被災地域内の医療機関は、次により医療活動を行う。 

（１）来院した傷病者または搬送された傷病者に対し治療を施す。 

（２）病院建物、医療設備等が被害を受けたときは、応急復旧を実施するとともに、必要に

応じライフライン事業者等に対し応急復旧の要請を行い、機能の回復に全力を尽くす。 

（３）医療機能の低下により傷病者の受け入れができなくなった場合、またはより設備の整

った医療機関に傷病者を転送する必要があると認める場合は、直ちに転院の措置を講ず

る。 

（４）転送先の検討にあたっては、群馬県広域災害・救急医療情報システムを活用する。 

（５）傷病者の転送にあたっては、必要に応じ、市または県に要請し、ヘリコプターを有効

に活用する。 

第２ 救護所の設置及び救護班の派遣 
（１）医療体制 

市は、日本赤十字社群馬県支部現地対策本部の設置に協力するとともに、日本赤十字

社群馬県支部、消防本部、医師会等と連携し医療体制の確保に努める。 

（２）救護所の設置 

市は、医療機関の医療機能が低下した場合、多数の負傷者が生じた場合、被災地と医

療機関が離れている場合等で医療機関のみでは対応できないときは、救護所を設置する。

救護所の設置予定箇所は各避難場所等とし、必要に応じて設置する。 

（３）救護班の派遣 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会に救護班の編成を要請し、救護所に派遣する。 

また、日本赤十字社群馬県支部または県に対し、救護班（災害派遣医療チーム（群馬

ＤＭＡＴ）等）の派遣を要請する。 

（４）救護所での活動 

救護所では、次の医療活動を行う。 

【救護所での活動】 

①傷病者の応急手当 

②負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ） 

③後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

④転送困難な患者に対する医療の実施 

⑤死亡の確認 

⑥緊急時の助産
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第３ 後方医療活動 
（１）医療施設の確保 

市は、重症者を市内の救急告示病院または災害拠点病院に収容するよう要請する。 

（２）医療施設への搬送 

救護所から救急告示病院または災害拠点病院へは救急車で搬送する。交通の状況によ

り救急車での搬送が困難な場合は、ヘリコプターでの搬送を県、自衛隊に要請する。 

【後方医療機関】 

救急告示病院 公立富岡総合病院 

災害拠点病院 ○基幹災害医療センター 

 前橋赤十字病院 

○地域災害医療センター 

 群馬県済生会前橋病院、医療法人社団日高会日高病院、 

 桐生厚生総合病院、富士重工業健康保険組合総合太田病院、 

 公立藤岡総合病院、公立富岡総合病院、原町赤十字病院、 

 伊勢崎市民病院、伊勢崎佐波医師会病院、国立病院機構沼田病院、 

 利根中央病院、渋川総合病院 

〔関係資料〕資料編４－12 医療機関（病院、診療所、歯科、薬局） 

第４ 医薬品及び医療資機材の確保 
（１）医薬品・医療資機材の確保 

救護所では、医師等が持参する医薬品を使用する。不足する場合、薬剤師会等に要請

する。市では調達が困難なときは、県に要請する。 

（２）血液製剤等の確保 

輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、日赤血液センターに要請する。 

また、必要に応じて市民へ献血の呼びかけを行う。 

〔関係資料〕資料編４－12 医療機関（病院、診療所、歯科、薬局） 

第５ 慢性疾患患者等への対応 
 市は、人工透析患者等の慢性疾患患者への医療を確保するため、人工透析患者等の把握、

対応可能な医療機関の把握、患者の搬送、情報の周知等を行う。 
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第３節 消火活動 

第１ 住民・自主防災組織及び事業所による消火活動 
（１）住民及び自主防災組織による消火活動 

住民及び自主防災組織は、自発的に初期消火活動を行うとともに、消防活動に協力す

る。 

（２）企業による消火活動 

企業は、自らの事業所から出火したときは、その初期消火に努める。 

なお、自衛消防隊を組織する企業は、近隣で発生した火災について、その消火に協力

する。 

第２ 消防による消火活動 
（１）地震火災への原則 

ア 避難場所及び避難路確保優先の原則 

大規模に延焼拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所及び避難路確保

の消防活動を行う。 

イ 重要地域優先の原則 

大規模に延焼拡大した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を行

う。 

ウ 消火可能地域優先の原則 

大規模に延焼拡大した場合は、消火可能地域を優先して消防活動を行う。 

エ 市街地火災消防活動優先の原則 

大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合

は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とする。 

オ 重要な消防対象物優先の原則 

重要な消防対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要な消防

対象物の防護上に必要な消防活動を優先する。 

（２）活動要領 

ア 火災状況の把握 

消防本部は、１１９番・１１０番通報、避難場所からの情報、市役所・市の関係

機関からの情報、ヘリコプターからの情報等を総合して火災発生状況を把握し、迅

速に重点的な部隊の配置を行う。 

イ 応援要請 

消防本部長は、自己の消防力では対応できないと認めるときは、直ちに消防相互

応援協定等に基づき広域応援を求める。 

また、消防組織法第44条の規定に基づき、消防庁長官に対し他都道府県の消防機

関（「緊急消防援助隊」を含む。）の派遣を要請するよう、直ちに知事（消防保安

課）に要求する。 
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ウ 消防本部の具体的な消防活動については、別に定める活動要領による。 

第３ 通電火災等の予防 
 消防本部は、鎮火後の再燃及び電力回復時の通電火災の防止を図るため、住民への注意喚

起の広報を実施する。 
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第６章 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

救急・救助活動、医療活動及び消火活動を迅速に行うため、また、避難者に緊急物資を供

給するためには、交通を確保し、緊急輸送を行う必要がある。 

第１節 交通の確保 

第１ 交通状況の把握 
 市（市道等の道路管理者）は、通行可能な道路を迅速に把握して、県及び富岡警察署に連

絡する。 

第２ 交通規制等の実施 
（１）警察の交通規制 

県警察は、緊急輸送を確保するため必要な場合は、県及び市と協議の上（協議するい

とまがないときは協議を省き）、あらかじめ指定されている緊急輸送道路を参考にして、

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

たは制限すべき道路区間（以下「通行禁止区域等」という。）を決定し、交通規制を実

施する。 

この場合において、被災地への流入車両等を抑制する必要がある場合には、隣接県警

察の協力を求め、周辺地域を含めた広域的な交通規制を実施する。 

県警察は、交通規制を実施したときは、直ちに県、市その他の関係機関に連絡すると

ともに、テレビ、ラジオ、看板、交通情報板等により住民等に周知徹底を図る。 

（２）県警察は、緊急輸送を確保するため、必要な場合には、警察車両による先導等を行う。 

 (３) 警察官(警察官がその場にいないときは消防吏員又は自衛官)は、通行禁止区域等にお

ける緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要があるときは、災害対策基本法第76

条の３の規定に基づき、道路上の車両その他の物件を道路外の場所に移動させる措置を

とるよう、当該物件の占有者、所有者又は管理者に命じる。 

(４) (３)の命令を受けた者が当該措置をとらないときまたはその命令の相手方が現場にい

ないときは、警察官(警察官がその場にいないときは消防吏員又は自衛官)は、自ら当該

措置をとる。 

 (５) 県公安委員会（警察本部・警察署）は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行う

ため必要があるときは、災害対策基本法第76条の４の規定に基づき、道路管理者に対し、

緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等

について要請する。 

（６）市の交通規制 

市は、市管理道路について、道路法第46条に基づき、道路の破損、欠壊、その他の事

由により交通が危険であると認められる場合、道路の構造を保全し、または交通の危険

を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、または制限することができる。そ
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の場合は、県警察にその旨を連絡する。 

(７) 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、交通関係機関へ連絡、通行規制その他必要な措置を講ずる。 

第３ 道路啓開等 
 市（市道等の道路管理者）は、所管の道路、橋梁について被害状況を把握し、緊急輸送道

路を最優先に、道路交通の確保を図る。 

 市は、市管理道路について、警察署と連携して危険な道路の通行の禁止または制限等の措

置などを講じるとともに、被災道路、橋梁に対する応急措置を行う。 

（１）被災状況の把握 

地震が発生したときは、道路パトロール区分図に基づき所管内の道路パトロールを行

い、道路・橋梁及び占用物件の被災状況を把握する。 

（２）道路上の障害物の除去 

路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等により通行に支障がある場合には、協定に基づき一

般社団法人群馬県建設業協会富岡支部、富岡建設組合等に出動を依頼して障害物の除去

を行い、迅速に通行可能にする。 

また、危険箇所には道路標識や啓開要員を配置するなどの措置をとる。なお、道路上

の障害物の除去は、緊急輸送等に必要な路線を優先して行う。 

(３) 道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行

を確保するため緊急の必要があるときは、災害対策基本法第76条の６の規定に基づき、

運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管

理者は、自ら車両の移動等を行う。 

 (４) 知事は、災害対策基本法第76条の７の規定に基づき、道路管理者である市町村に対し、

必要に応じて、ネットワークとして緊急通行車両の通行ルートを確保するために広域的

な見地から指示を行う。 

（５）道路・橋梁の復旧対策 

緊急巡回、緊急点検によって得られた情報を整理検討のうえ、市（市道等の道路管理

者）及び占用者と協議し、応急復旧の方針を決定し、応急復旧を行う。 

〔関係資料〕資料編２－15 災害時における応急業務に関する協定 

         ２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 

         ４－６ 緊急輸送道路 

第４ ヘリポートの確保

 市は、航空輸送の必要がある場合は、開設予定箇所の状況を把握して、臨時ヘリポートの

開設場所を決定し、その周知徹底を図る。 

 また、被災により使用不能な場合は、直ちに応急復旧を行う。 

〔関係資料〕資料編４－５ ヘリポート予定地 
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第５ 輸送拠点の確保 
 市は、緊急輸送道路ネットワークを参考に、被害状況、道路等の損壊状況を考慮した上で、

輸送拠点として物資集積拠点を開設するとともに、輸送体制を確保する。また、関係機関、

住民等にその周知徹底を図る。 

 また、輸送拠点に災害応急対策に使用する物資、救援物資等を集積し、効率的な収集配送

が行われるよう、職員を配置して管理するとともに、必要に応じて、民間事業者のノウハウ

や能力等の活用を図る。 

〔関係資料〕資料編４－６ 緊急輸送道路 

         ４－７ 輸送拠点 
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第２節 緊急輸送 

第１ 緊急輸送の原則 
（１）輸送にあたっての配慮事項 

   輸送にあたっては、次の事項に配慮する。 

ア 人命の安全    

イ 被害の拡大防止    

ウ 災害応急対策の円滑な実施 

（２）輸送の優先順位 

優先順位 輸 送 内 容 

第１段階 ア 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、

物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ウ 政府災害対策要員、指定地方行政機関災害対策要員、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応急対策に

必要な要員・物資等 

エ 後方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 

第２段階 ア 第１段階の続行 

イ 食料、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 

第３段階 ア 第１段階、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 

第２ 輸送手段の確保 
（１）輸送車両の確保 

ア 市有車両の確保・配車 

市は、市有車両その他の車両を管理し、各班からの配車要請に基づいて配車を行う。 

イ 車両の確保 

市は、市有車両では不足が生じる場合は、民間会社または県を通じて（一社）群

馬県トラック協会に車両の確保を要請する。 

ウ 燃料の確保 

市は、市有車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売業者から調

達する。必要とする燃料等が調達不能となった場合、県に対して調達及びあっせん

を要請する。 
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（２）バス輸送の確保 

市は、被災者の避難、入浴施設・商業施設への送迎等の交通手段としてバスが必要と

なった場合は、バス事業者に運行を要請する。 

（３）鉄道輸送の確保 

市は、自動車による輸送が困難な場合または鉄道による輸送が効率的な場合は、鉄道

による輸送を鉄道事業者に要請する。 

（４）ヘリコプターの確保 

市は、陸上輸送が困難な場合またはヘリコプターによる輸送が効率的な場合は、県を

通じて、ヘリコプターを確保する。 

第３ 緊急通行車両 
（１）緊急通行車両の区分 

緊急通行車両の確認にあたっては、災害応急対策の緊急度及び重要度に応じ、次のと

おり対象車両を区分する。 

【緊急通行車両の区分】 

第１順位

の対象車

両 

ア 救助・救急活動、医療活動従事者、

医薬品等人命救助に要する人員、物資

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止の

ための人員、物資 

ウ 被害情報収集のための政府、地方公

共団体の人員 

エ 医療機関に搬送する重傷者 

オ 交通規制に必要な人員及び物資 

 これらを輸送する車両について

は、緊急通行車両の確認事務を行う

ことなく通行可能とする。 

カ 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応急対策に

必要な要員・物資等 

キ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠

点の応急復旧等に必要な人員及び物資

 これらを輸送する車両について

は、上記の車両の活動に支障がない

と認められるときは、緊急通行車両

の確認事務を行うことなく通行可

能とする。 

第２順位

の対象車

両 

ア 食料、水等生命の維持に必要な物資

イ 軽傷者及び被災者の被災地外への輸

送 

ウ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員

及び物資 

 これらを輸送する車両について

は、第１順位の車両の活動に支障が

ないと認められる場合に、緊急通行

車両の確認事務を行うことにより

通行可能とする。 

第３順位

の対象車

両 

ア 災害復旧に必要な人員及び物資 

イ 生活必需品 

 これらを輸送する車両について

は、第１順位、第２順位の車両の活

動に支障がないと認められる場合

に、緊急通行車両の確認事務を行う

ことにより通行可能とする。 
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（２）緊急車両の確認 

緊急車両の確認は知事（危機管理室・富岡行政県税事務所）または県公安委員会（警

察本部・警察署）が行う。 

（３）確認手続き 

市は、災害対策に使用する車両について、「緊急通行車両使用申出書」を県または公

安委員会に提出し、「緊急通行車両確認証明書」及び標章の交付を受ける。 

交付された標章は、運転者席の反対側（助手席）の内側ウインドウガラス上部の前面

から見やすい箇所に貼付し、証明書は、当該車両に備えつける。 

〔関係資料〕資料編５－７ 緊急通行車両使用申出書、緊急通行車両確認証明書、標章、確認処理簿 
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第７章 避難の受入活動 

地震発生後、被災者を速やかに避難誘導し、安全な避難所に受け入れることにより、当面

の居所を確保することは、被災者の精神的な安心につながるものである。 

さらに、応急仮設住宅の提供など、被災者の住生活の回復への第一歩を用意する必要があ

る。 

第１節 避難誘導 

 避難誘導は、地域の自主防災組織、町内会が中心になって行い、特に避難行動要支援者の

支援を優先する。災害の危険がある場合には、避難勧告、避難指示（緊急）の発令、警戒区

域の設定を行い、住民の安全の確保を図る。 

第１ 避難の勧告・指示等 
（１）避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・指示（緊急）の実施 

ア 市長（本部長）または法令により権限を有する者は、住民の生命、身体及び財産

を災害から守るため必要と認めるときは、速やかに避難準備・高齢者等避難開始・

避難の勧告または指示（緊急）を行う。 

   イ 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」への移動又は「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。 

 ウ 市長（本部長）は、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うこと

がかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、住民等に対し、「屋内安全確保」

の安全確保措置を指示する。 

 エ 市は、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、避難準備・高齢者等

避難開始の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し周知徹底を

図る。 

オ 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）に係る「発令者」、

「措置」及び「発令する場合」は、次のとおりである。 
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【避難勧告・指示（緊急）の要件】 

 命 令 者 措 置 発令する場合 

避
難
準
備
・
高
齢
者

等
避
難
開
始

市長 ・要配慮者の避

難開始 

・一般住民の避

難準備 

災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、特に必要

があると認められるとき。 

避
難
勧
告

市長または知事 

（災害対策基本法第60条） 

・立退きの勧告

・立退き先の指

示 

 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、特に

必要があると認められるとき。 

 知事は、市長がその全部または

大部分の事務を行うことができな

くなったとき。 

避

難

指

示
（
緊

急
）

知事及びその命を受けた職員ま

たは水防管理者（水防法第29条）

・立退きの指示  洪水により著しい危険が切迫し

ていると認められるとき。 

知事及びその命を受けた職員 

（地すべり等防止法第25条） 

・立退きの指示  地すべりにより著しい危険が切

迫していると認められるとき。 

市長または知事 

（災害対策基本法第60条） 

・立退きの勧告

・立退き先の指

示 

（避難の勧告と同じ） 

警察官 

（災害対策基本法第61条） 

・立退きの勧告

・立退き先の指

示 

 市長が避難のための立退きを指

示することができないと認めると

き、または市長から要求があった

とき。 

警察官 

（警察官職務執行法第４条） 

・避難の指示  天災、事変、工作物の損壊等に

より、人の生命、身体、財産が危険

または重大な損害を被る事態にお

いて、特に急を要するとき。 

自衛官 

（自衛隊法第94条） 

・避難の指示  天災、事変、工作物の損壊等に

より、人の生命、身体、財産が危

険または重大な損害を被る事態に

おいて、特に急を要する場合で、

警察官がその場にいないとき。 

（２）避難の勧告・指示の伝達 

市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を伝達する場合、

防災行政用無線（固定系）、緊急情報メール、サイレン、広報車、テレビ・ラジオ放送

等の手段を用いる。 

なお、避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を行う際に明示

する事項は、次のとおりとする。 

【避難時に明示する事項】 

①避難対象地域                ②避難を必要とする理由 

③避難先（屋内安全確保を含む）        ④避難経路 
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⑤避難時の注意事項（災害危険箇所の存在等） 

（３）関係機関への連絡 

市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告または指示（緊急）を行ったときは、

その内容を速やかに県（富岡行政県税事務所を経由して危機管理室）、警察署、消防本

部等に連絡する。 

（４）解除 

市長（本部長）は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難の勧告

等を解除し、市民に周知するとともに、速やかにその旨を県、関係機関に報告する。な

お、解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

第２ 避難誘導 
（１）避難誘導 

住民の避難誘導は、自主防災組織、町内会等が災害の規模、状況に応じて、あらかじ

め地域ごとに定められた避難場所まで行う。避難は原則として徒歩とする。避難誘導は、

負傷者、避難行動要支援者を優先して行う。 

施設等の避難誘導は、施設管理者等が最寄りの避難場所まで行う。 

【避難誘導者】 

避難対象 避難誘導担当者 

在宅者 町内会・自主防災組織等、消防団 

公共施設の利用者 公共施設の管理者及び勤務職員 

交通機関の利用者 管理者及び乗務員 

事業所等の従業員・利用者 施設の防火管理者及び管理責任者等 

（２）避難行動要支援者の避難誘導 

在宅の避難行動要支援者の避難は、民生委員・児童委員、地域の自主防災組織等が支

援する。 

ただし、自力及び家族等の支援による避難が困難な避難者は、市が準備した車両等で

避難させる。 

（３）携行品の制限 

携行品は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度のものとする。 

第３ 要配慮者への配慮 
市は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等要配慮者について、避難の遅れや避難

途中での事故が生じないよう、地域住民や自主防災組織の協力を得て、避難準備・高齢者等

避難開始、避難の勧告又は指示（緊急）を確実に伝達するとともに避難の介助及び安全の確

保に努める。 
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第４ 警戒区域の設定 
（１）市長による警戒区域の設定 

災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、人の生命または身

体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長は、災害対策基本

法第63条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者

に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、または当該区域からの退去を

命ずる。 

（２）警察官による代行措置 

（１）の場合において、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の吏員が

現場にいないとき、またはこれらの者から要求があったときは、警察官は災害対策基本

法第63条第２項の規定に基づき当該職権を行う。 

（３）自衛官による代行措置 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、（１）の場合において、市長その他市長の職

権を行う者が現場にいないときは、災害対策基本法第63条第３項の規定に基づき当該職

権を行う。 

（４）関係機関への連絡 

市は、警戒区域を設定したときは、その内容を速やかに県（富岡行政県税事務所を経

由して危機管理室、または直接危機管理室）、警察署、消防本部等に連絡する。 
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第２節 避難場所及び避難所の開設・運営 

 避難場所の運営は、自主防災組織等による自主運営を原則とし、市職員や施設管理者はそ

の支援を行う。 

 避難場所では、避難行動要支援者に対して、専用スペースの設置、介護ボランティア等に

よる支援を行うとともに、福祉避難場所を開設し避難行動要支援者に配慮した対策を図る。 

第１ 指定緊急避難場所の開設

(１) 市は、発災時（災害が発生するおそれがある場合を含む。）には、必要に応じ、避難

準備・高齢者等避難開始の発令等とあわせて指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し

周知徹底を図る。 

(２) 市は、緊急避難場所を開設したときは、開設の状況を速やかに県(富岡行政県税事務所

を経由して危機管理室、富岡行政県税事務所に連絡がつかない場合は、直接危機管理室)、

富岡警察署、消防本部等に連絡する。 

第２ 指定避難所の開設 
（１）指定避難所及び避難所の開設 

市は、震度５強以上の地震が発生した場合、必要に応じ、指定避難所及び避難所派遣職

員に指定避難所の開設を指示する。 

また、市は、災害の規模や予測される避難期間等を勘案し、要配慮者の避難生活の負

担を軽減するため、事前に指定または協定を締結した施設を福祉避難所として開設する。

施設の管理者、職員等は、開設に協力する。 

なお、避難場所及び避難所派遣職員は、あらかじめ指名する。 

（２）避難施設の確認 

避難場所及び避難所派遣職員は、施設の管理者等と協力し、施設の状況を確認する。

避難場所及び避難所が施設損壊により危険な場合には、立ち入り禁止の表示をし、地域

住民の協力を得る。必要に応じて、他の避難場所及び避難所への誘導を行う。 

（３）本部への連絡 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所や避難者の状況を電話または防

災行政用無線等により本部へ連絡する。市は本部で受けた避難情報を取りまとめる。 

（４）市は、避難場所、避難所及び福祉避難所を開設したときは、開設の状況を速やかに県(行

政県税事務所を経由して危機管理室、又は直接危機管理室)、警察、消防機関等に連絡す

る。

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第３ 避難場所及び避難所の運営 
（１）避難場所及び避難所運営組織 

避難場所及び避難所の運営は、原則として町内会や自主防災組織を中心とした避難者
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の自主運営にて行う。自主防災組織等は、組織のリーダーからなる避難場所及び避難所

自治組織をつくり、自主的な運営を行う。 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織の確立やボランティア

等との調整を行う。 

（２）避難者に係る情報の把握 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織の協力を得て、避難者

名簿を作成するとともに、応急物資等に対する避難者の需要を把握する。また、自治会

や自主防災組織、消防団、ＮＰＯ、ボランティア等関係機関と連携し、指定避難所以外

の場所に避難した被災者（以下「在宅避難者等」という。）の情報把握に努める。

この際、特に避難してきた要配慮者の情報把握に努めるとともに、要配慮者の特性に

応じた応急物資等の需要把握に努める。 

（３）ボランティアへの協力要請 

避難場所及び避難所では、食料、生活必需品の供給、炊き出し等にボランティアの協

力を得る。避難場所及び避難所派遣職員は、必要に応じてボランティアの派遣を要請する。

（４）避難場所及び避難所事務所の開設 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所内に避難場所及び避難所事務所

を開設し、運営の拠点とする。 

（５）避難場所及び避難所運営記録の作成 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所の運営状況について、避難場所

及び避難所運営記録を作成し、１日に１度、本部へ報告する。また、病人発生等、特別

な事情のあるときは、そのつど必要に応じて報告する。 

市は、避難場所及び避難所に関する情報を取りまとめる。また、定期的に避難者収容

状況を県に報告する。 

（６）避難者への情報提供 

市は、住民の安否や応急対策の実施状況等避難者から望まれる情報を適宜提供する。

また、情報提供にあたっては、在宅避難者や避難場所及び避難所施設以外の避難者等へ

配慮した提供に努める。 

〔関係資料〕資料編５－８ 避難者名簿様式 

第４ 避難場所及び避難所設備の整備 
（１）スペースの配置 

避難場所及び避難所派遣職員は、施設管理者等と協力して避難場所及び避難所の各ス

ペースを配置する。 

【スペース例】 

①生活スペース        ②休憩スペース      ③更衣スペース 

④洗面・洗濯スペース     ⑤救護所スペース     ⑥物資保管スペース 

⑦配膳・配給スペース     ⑧駐車スペース      ⑨女性用物干しスペース 

⑩授乳スペース 
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（２）設備・備品の設置 

避難生活に必要な設備・備品を設置する。不足の設備、備品は市が確保する。 

【避難場所及び避難所の設備例】 

①暖房器具       ②冷房器具      ③扇風機      ④仮設トイレ 

⑤公衆電話       ⑥給湯設備      ⑦掲示板      ⑧間仕切り 

⑨食器、調理器具    ⑩清掃用具 

第５ 生活の支援 
（１）飲料水・食料・物資の供給 

避難場所及び避難所派遣職員は、飲料水・食料・物資を市本部に要請する。避難者へ

の配布は、避難場所及び避難所自治組織が実施する。 

（２）衛生管理 

避難場所及び避難所派遣職員は、避難場所及び避難所自治組織、保健師、ボランティ

ア等と協力して、避難場所及び避難所の衛生対策を行い居住環境の保持や避難者の健康

管理に努める。 

（３）入浴支援 

市は、自衛隊の入浴支援及びホテル、公衆浴場等の入浴施設等確保により被災者に対

し入浴サービスを提供する。 

第６ 良好な生活環境の確保 
（１） 市は、次により、避難場所における良好な生活環境の確保に努める。 

ア 受け入れる避難者の人数は当該避難所の受入能力に見合った人数とし、避難者数が

受入能力を超える場合は、近隣の避難所と調整し適切な受入人数の確保に努める。 

イ 保健・衛生面等に注意を払い、必要に応じ避難場所及び避難所に救護所を設置し、

または救護班を派遣する。 

ウ 避難の長期化等により、必要に応じプライバシーの確保等に配慮する。 

エ 避難場所及び避難所自治組織やボランティア等の協力を得て、役割分担を確立し、

秩序ある生活を保持する。 

オ 避難場所及び避難所における食料の確保や配食等の状況把握を行うとともに、水、

食料その他生活必需品の配給については、平等かつ効率的な配給に努める。 

カ 安全の確保と秩序の維持を図るため必要と認めるときは、警察署や自主防犯組織等

の協力を得て防犯活動を実施する。 

キ 必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

（２）市は、避難所及び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主体的に関与する運営に早期に移

行することができるよう、その立ち上げを支援する。 

（３）避難者は、避難所及び避難所の運営に積極的に参加し、自治の確立に努める。 
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第７ 要配慮者への配慮 
 市は、避難場所及び避難所の運営にあたっては、高齢者、障害者等の要配慮者の健康状態

の保持に十分配慮するものとし、精神衛生を含む健康相談を行い、必要に応じ福祉避難所へ

の移動や福祉施設等への入所、ヘルパーの派遣、車椅子等の手配を行う。 

 また、要配慮者を対象とした相談窓口を設置するなどし、要配慮者のニーズの迅速な把握

に努める。 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第８ 男女のニーズの違いへの配慮 
市は、避難場所及び避難所の運営にあたっては、次により、男女のニーズの違いや女性に対

する暴力の防止等に配慮した運営を行うよう努める。 

（１）避難場所運営担当職員や保健師に女性を配置する。 

（２）避難場所運営体制への女性の参画を進める。 

（３）避難場所内に更衣室や授乳室、女性用物干し場等のスペースを確保する。 

（４）プライバシーを確保するために間仕切り等を設置する。 

（５）関係機関等と連携し、女性相談窓口を開設する。 

（６）安全を確保するために巡回警備や防犯ブザーの配布等を実施する。 

第９ 在宅避難者等への配慮
在宅避難者等がその生活に困難をきたしている場合は、避難者用の応急物資を在宅避難者

等へも配給するなど配慮する。 

特に、在宅避難者等の要配慮者についての状況把握に配慮し、必要な情報提供に努めると

ともに、福祉避難所への移動等必要な支援を実施する。 

第10 避難場所及び避難所の早期解消 
 市は、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

や空き家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難場所及び避難所の早期解消に努め

る。 

また、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、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難場所及び避難所を設置・維持することの

適否を検討する。 
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第３節 被災住宅の応急修理等 

 災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理や障害物の除去は県が行う。市は県からの

委託を受けて住宅の必要最小限の修理や日常生活に著しい支障を及ぼす障害物の除去を行う。 

 家屋の解体は生活再建支援資金などにより所有者が行い、市は窓口等を設置して支援する。 

第１ 住宅の応急修理・障害物の除去 
（１）住宅の修理 

市は、相談窓口を設置し住宅の応急修理の相談等を受ける。応急修理の対象は、居室、

炊事場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限とする。 

（２）障害物の除去 

市は、障害物除去の相談窓口を設置し、災害により日常生活に欠くことのできない場

所（居室、炊事場、便所等）に堆積した土砂、立木などで日常生活に著しい支障を及ぼ

す障害物の除去を支援する。 

第２ 家屋の解体支援 
 家屋の解体は、生活再建支援資金等により家屋の所有者が、解体、撤去、処理場までの運

搬を行う。市は、相談窓口を設置して支援を行う。 

第３ 災害廃棄物の処理 
（１）災害廃棄物の収集・処理計画の作成 

市は、県等と連携し災害により生じたがれき等の災害廃棄物の量を推計し、必要な運

搬・処理体制を検討し「がれき収集・処理計画」を作成する。 

（２）廃棄物の処理 

市は、県と連携して公共用未利用地に仮置き場を設置し、廃棄物の処理を行う。廃棄

物は、分別等を行い適正に処理を行う。

（３）石綿を含む廃棄物の処理 

 市は、被災した建築物等の解体撤去等により、一時的に大量に発生する石綿を含む廃

棄物の処理を適正に行うため、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」

に基づき、一時保管場所の選定、広域的な連携による処理体制の整備等により、石綿の

飛散防止を図る。 
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第４節 応急仮設住宅等の提供 

第１ 応急仮設住宅の提供 
 災害救助法が適用された場合は、県が応急仮設住宅を建設する。権限を委任された場合は

市が行う。 

（１）需要の把握 

市は、災害後に被害調査の結果から仮設住宅の必要な概数を把握する。また、災害相

談窓口または避難場所にて、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。 

応急仮設住宅の対象者は、り災証明の発行を受けているなど次の条件に該当する者で

ある。なお、これ以外の者への適用については、県との協議により決定する。 

【応急仮設住宅の対象者】 

次のいずれかの条件に該当する被災者 

①住宅が全焼、全壊または流失した被災者 

②居住する住家がない被災者 

③自らの資力をもってして、住宅を確保できない被災者 

1) 生活保護法の被保護者及び要保護者 

2) 特定の資産のない高齢者、障害者、母子世帯、病弱者等 

3) 上記に準ずる被災者 

（２）建設用地の確保 

市は、仮設住宅の建設地としてライフライン、交通、教育等の利便性を考慮して、公

有地を優先して選定する。 

（３）仮設住宅の建設 

市は、県の定める応急仮設住宅設置要領等に基づいて、原則として市の工事指名登録

業者の中から緊急に請負契約し建設する。 

なお、気象条件や要配慮者に配慮して、冷暖房設備の設置、段差の排除等に配慮する

など、要配慮者の居住に適した構造の住宅の建設に努める 

(４) 市は、民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、

応急仮設住宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災

害の発生時等には、民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用す

る。 

（５）入居者の選定 

市は、入居者の選定にあたり、福祉担当者、民生委員・児童委員等による選考委員会を

設置して決定する。選定に際しては、それまでの地域的な結びつきや近隣の状況、避難行

動要支援者及びペットの飼養状況に対する配慮を行い、コミュニティの形成にも考慮する。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の避難行動要支援者の優先的入居

に配慮する。 

（６）その他の措置 
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応急仮設住宅を同一敷地内または近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は

居住者の集会等に利用するための施設を設置する。 

また、避難行動要支援者への措置として、社会福祉施設等を福祉仮設住宅として利用

することができる。 

（７）維持管理 

市は、市営住宅に準じて応急仮設住宅の維持管理を行う。 

〔関係資料〕資料編４－８ 応急仮設住宅設置予定地 

第２ 公営住宅のあっせん 
 市は、住宅を失った被災者に対して、公営住宅の空室状況を調査し、被災者に情報を提供

する。 

第３ 応急仮設住宅の運営管理 
（１）市は、応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、応急仮設住宅における安全・

安心の確保、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、女性を始めとする

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

家庭動物の受入れに配慮する。 

（２）市は、学校の敷地にある応急仮設住宅の運営にあたっては、入居者と学校関係者の交

流と相互理解を促進し、精神的な負担の軽減に努める。 
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第５節 広域一時滞在 

広域的、大規模な災害が発生した場合には、被災した住民の避難が市内だけでなく、県内

の他市町村や他都道府県内の他市町村にまで及ぶことが想定される。 

このため、以下に、広域一時滞在が必要となった場合の手続等について定める。なお、市

町村間の相互応援協定等に基づき、住民の広域一時滞在を行う場合は、本規定は適用しない

こととするが、この場合においても、市は、他市町村等へ住民の広域一時滞在に係る協議を

行う段階等において、県（危機管理室）へ広域一時滞在に係る情報を適宜報告する。 

第１ 県内の他の市町村への広域的な避難等 

（１）市は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、県内の他市町村への

広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合において

は、当該市町村に直接協議する。

（２）市は、（１）により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を県（危機管理室）

に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の

開始の後、遅滞なく、報告する。 

（３）市が受入れ可否の通知を受けたときは、速やかにその内容を公示し、県（危機管理室）

に報告する。 

（４）市は、協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、住民

に周知するとともに、迅速な避難誘導を行う。 

第２ 他の都道府県の市町村への広域的避難等 
（１）市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、他の都道府県

内の他の市町村への広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した

場合においては、県（危機管理室）に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

（２）市は、県から受入れ可否の通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示する。 

（３）市は、県外の協議先市町村と協議の上、具体的な住民の避難先、避難手段等を決定し、

住民に周知するとともに、迅速な避難誘導を行う。 
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第６節 県境を越えた広域避難者の受入れ 

広域的、大規模な災害が発生した場合には、近隣の都県等（以下「被災県」という。）か

ら多数の避難者を県内に受け入れることが想定される。 

このため、市においては、県境を越えた広域避難者（以下「広域避難者」という。）の受

入れに迅速に対応できるよう受入体制を整備するとともに、被災県からの災害救助法等に基

づく応援要請があった場合は、市内の被災状況等を勘案しつつ、要請内容に基づき、速やか

に広域避難者の受入れを実施する。 

第１ 被災県からの情報収集及び連絡体制の整備 
市は、広域避難者が多数想定される場合、県を通じて、被災県と密接に連携を取り、避難

者数や避難者住所等の情報について積極的な情報収集に努める。 

第２ 受入可能な避難施設情報の把握 

（１）市は、あらかじめ指定した避難場所の中から、受入可能な施設を選定し、県に報告す

る。なお、選定にあたっては、安全な避難を確保できる施設を選定する。 

（２）市は、必要に応じて、公営及び民間の賃貸住宅の空室状況を調査し、当該住宅の所有

者又は管理者の協力を得て、広域避難者に対し入居のあっせんを検討する。また、市営

住宅の空室等での受入れも検討する。 

第３ 広域避難者受入総合窓口の設置 

（１） 市は、市内の避難場所間の連絡調整や広域避難者の避難場所への割り振り等市内の広

域避難に係る総合調整を実施するため、「市広域避難者受入総合窓口」を設置する。市

は、広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、速やかに県へ報告する。 

（２）市は、広域避難者受入総合窓口を設置した場合は、あらゆる広報媒体を活用して、広

域避難者へ広域避難者受入総合窓口に係る情報提供を図る。 

（３）市は、広域避難者受入総合窓口において、電話相談窓口を設置するなどし、広域避難

者からの避難に係る相談等に適切に対応できるよう体制整備を図る。 

第４ 県内自治体との協力 
市は、県等が開催する連絡会議に参加するなどし、広域避難者の受入れに係る情報共有に

努めるとともに、協力して広域避難者への支援に当たる。 

第５ 広域避難者の受入れ 
（１）市は、県から通知を受け、避難場所を開設し、広域避難者受入れを実施する。 

（２） 被災市町村は、県と被災県との調整結果に基づき、広域避難者に対し、避難先施設を

伝達する。広域避難者は、伝達された避難場所へ向かう。 
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なお、県と被災県が調整を実施する暇がない場合は、広域避難者は、開設された県又

は市の広域避難者受入総合窓口へ連絡し、県及び市が調整した結果に基づき、市の運営

する避難場所へと移動する。 

（３）交通手段を持たない広域避難者の移動について、被災県又は被災市町村が手配できな

い場合は、必要に応じて、市においてバス等の移動手段を検討する。 

第６ 避難所の運営 
（１）広域避難者に係る情報の把握等 

第７章第２節第２の規定を準用する。 

（２）良好な生活環境の確保及び要配慮者等への配慮 

第７章第２節第５～第７の規定を準用する。 

（３）広域避難者に係る情報等の県への報告 

市は、避難所において実施している救助の内容や広域避難者に係る情報など避難場所運

営の状況を適宜、県へ報告する。 

（４）被災県からの情報等の避難者への提供 

市は、県から提供を受けた広域避難者の生活支援関連情報等について、広域避難者へ随

時提供する。 

第７ 応急仮設住宅等の提供 
市は、広域避難者の健全な住生活の早期確保のため、必要に応じて、被災県からの要請に

基づき、既存の公営及び民間の賃貸住宅を借り上げするなどし、広域避難者へ応急仮設住宅

等として提供する。 

また、提供にあたっては、要配慮者の優先的入居に配慮する。 

第８ 小中高校等における被災児童・生徒の受入れについて 
市教育委員会は、広域避難者の避難が長期化する場合などにおいて、避難児童・生徒の市

内小中学校等への通学が必要となる際は、避難児童・生徒及びその保護者の意向を確認した

上で、被災県教育委員会及び被災市町村教育委員会と調整し、転入学や学校への一時受入れ

などの対応を実施する。 

第９ 避難場所の閉鎖 
市は、被災県及び県と密接な連携を取り、県から通知を受けたときは、速やかに避難所を

閉鎖する。
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第８章 食料・飲料水・生活必需品等の調達、供給活動 

市、県等は、被災者の生活を維持するため、必要な食料、飲料水及び毛布等生活必需品等

を調達・確保し、需要に応じて供給・分配を行う必要がある。 

第１節 飲料水の供給 

第１ 需要の把握 
 市は、水道施設の被災状況、断水の状況、避難場所、病院等の情報を収集し、給水需要を

把握する。需要量の把握にあたっては、被災者のニーズが時間の経過とともに変化すること

を踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

第２ 応急給水計画等の作成 
（１）応急給水計画等の作成 

市は、被災状況等の情報に基づき、給水方法、給水資機材の調達、給水拠点、要員配

置等を定めた応急給水計画を作成する。 

（２）水源の確保 

市は、配水場、浄水場、配水池等の水源を確認し、水補給水源とする。また、民間会

社の大型受水槽等を水源として使用できるように協力を要請する。 

（３）保存水の確保 

市は、保存水を流通業者、製造販売業者から確保する。確保が困難な場合は、県、他

市町村に応援を要請する。 

（４）資機材、車両等の確保 

市は、応急給水に必要な資機材、車両等を協定に基づき、民間会社、管工事協同組合、

日本水道協会等に要請し確保する。 

（５）給水拠点の周知・広報 

市は、給水拠点を設定したときは、本部等を通じて市民へ広報する。 

〔関係資料〕資料編２－19 災害時における救援物資提供に関する協定書 

２－24 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

２－29 災害時における飲料水供給に関する協定書 

２－34 災害時における救援物資供給に関する協定書 

２－37 災害時における飲料水供給に関する協定書 

         ４－９ 補給水利の所在地及び水量 
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第３ 応急給水 
（１）優先給水 

市は、断水地区の医療機関、学校、要配慮者利用施設等を優先して給水する。 

（２）給水方法 

市は、次の方法で、給水源の確保、搬送等を行う。 

ア 給水車による避難場所での給水 

イ 病院・学校の受水槽への給水 

ウ 消火栓の活用 

住民へは、持参したポリ容器などに給水し、要配慮者には市で用意した携帯用給水袋

により、地域住民の協力を得て可能な限り戸口で給水できるようにする。 

なお、給水車等による給水が十分でない場合は、ペットボトル等の保存水を配布する。

【給水量の基準】 

項 目 
経  過  日  数 

災害発生時～３日 ４日～10日 11日～21日 22日～ 

目標応急

給水水量
3 ﾘｯﾄﾙ/人・日 20 ﾘｯﾄﾙ/人・日 100 ﾘｯﾄﾙ/人・日 250 ﾘｯﾄﾙ/人・日 

用 途

生命維持に必要最

低限の水 

調理、洗面など最

低生活に必要な水

調理、洗面及び最

低の浴用、洗濯に

必要な水 

被災前と同様の生

活に必要な水 
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第２節 食料の供給 

第１ 需要の把握 
 市は、各避難場所派遣職員からの請求をもとに食料の需要を把握する。対象は避難者及び

在宅の被災者を含む。なお、需要量の把握にあたっては、被災者のニーズが時間の経過とと

もに変化することを踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

第２ 食料の確保 
（１）食料供給の対象者 

食料供給の対象者は、次のとおりである。 

【食料供給の対象者】 

①避難指示等に基づき避難場所に収容された人 

②住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

③孤立集落滞在者 

④旅行者、市内通過者などで他に食料を得る手段のない人 

⑤施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑥その他、食料の調達が不可能となった人 

（２）食料の確保 

市は、備蓄食料、市内事業者から食料を確保する。市内事業者から調達ができない場

合は、県に要請する。確保する食料は、おにぎり、パン、弁当、アルファ米食品、粉ミ

ルク、ペットボトル飲料等とし、アレルギー除去食品や要配慮者に配慮した食品も供給

する。 

また、市内事業者との協定の締結を進め、食料の確保に努める。 

（３）政府所有の米穀・乾パンの調達 

市は、県を通じて、乾パン及び乾燥米飯の供給を群馬農政事務所に要請する。 

また、災害救助法が適用された場合は、「災害救助法または国民保護法が発動された場

合における災害救助用米穀等の緊急引渡要領」（平成18年６月15日18総食第294号）及び

「災害救助法または国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡

に関する協定」（群馬県知事～群馬農政事務所長）に基づき、群馬農政事務所に要請する。 

第３ 食料の供給 
（１）備蓄食料の供給 

食料供給開始までの間は、原則として、市民、事業所自らが備蓄した食料をあてる。 

また、各避難場所派遣職員及び町内会、自主防災組織は、備蓄倉庫等に保管してある

備蓄食料を必要に応じ避難者へ供給する。 
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（２）食料の輸送 

食料の輸送は、食料供給事業者または協定輸送業者が直接、避難所に輸送し、孤立集

落へはヘリコプターにて輸送する。また、必要に応じて食料集配拠点を設置する。 

（３）食料の分配 

各避難所派遣職員は、避難所において、避難所自治組織、ボランティア等の協力によ

り食料を分配する。 

（４）炊き出し 

避難生活が落ち着いた段階で、パン、弁当等の供給と併用して炊き出しを実施する。 

市は、自衛隊、赤十字奉仕団、町内会、自主防災組織等に炊き出しを要請するととも

に、炊き出しに必要な食材、燃料、調理器具等を確保する。 

〔関係資料〕資料編４－４ 災害備蓄品等備蓄状況 
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第３節 生活必需品等の供給 

第１ 需要の把握 
 市は、各避難場所派遣職員からの請求をもとに生活必需品の需要を把握する。対象は避難

者及び在宅の被災者を含む。なお、需要量の把握にあたっては、被災者のニーズが時間の経

過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た把握に努める。 

第２ 生活必需品等の確保 
（１）生活必需品等供給の対象者 

生活必需品等供給の対象者は、次のとおりであり、このうち特に必要と認められる者

に支給する。 

【生活必需品等供給の対象者】 

①災害により住家に被害を受けた人 

②被服、寝具その他生活上必要な最低限度の家財等を喪失した人 

③被服、寝具その他生活上必要な物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な人

（２）生活必需品等の調達 

市は、備蓄物資、市内事業者から生活必需品を確保する。市内事業者から調達ができ

ない場合は、県に要請する。 

第３ 生活必需品等の供給 
（１）生活必需品等の輸送 

生活必需品の輸送は、市内事業者または県と社団法人トラック協会の協定輸送業者が

直接、避難場所に輸送する。孤立集落へはヘリコプターにて輸送する。 

（２）生活必需品等の保管 

調達した生活必需品等の保管が必要なときは、集配拠点を設置する。 

（３）生活必需品等の分配 

各避難所派遣職員は、避難所において、避難所自治組織、ボランティア等の協力のも

とに搬送された生活必需品等を避難者に分配する。 

第４ 燃料の供給 
市は、燃料の供給が不足した場合、市民の安全を確保するために特に重要な施設、事業に

ついて、優先的に燃料の供給を行うよう富岡甘楽石油協同組合へ要請する。関係課は、業務

に関係する市民の安全を確保するために特に重要な施設等の燃料不足の状況についての情報

を取りまとめ、財政課へ報告する。 

市は、円滑な燃料の供給実施のため、住民への燃料の供給状況等についての情報提供に努

める。 

〔関係資料〕資料編２－25 災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 
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第５ 救援物資の受け入れ・管理 
（１）集配拠点の設置 

市は、救援物資の受け入れのため集配拠点を設置する。 

（２）救援物資の受け入れ 

救援物資は、原則として個人からは受け入れないことを原則とする。公共団体や企業

等からの申し出については、提供申出者を登録し、改めて配送先等を連絡する登録制と

し、必要なときに供給を要請する。 

（３）救援物資の管理 

集積拠点では、市が施設を管理者と協力して仕分け・管理を行う。人手が足りない場

合にはボランティアに要請する。 

〔関係資料〕資料編４－７ 輸送拠点 
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第９章 保健衛生・防疫・遺体の処置等に関する活動 

市、県等は、避難所を中心とした被災者の健康保持のため必要な活動を行うとともに、地

域の衛生状態に十分配慮する必要がある。また、大規模な災害により多数の行方不明者及び

死者が生じた場合には、行方不明者の捜索及び遺体の処置を遅滞なく進める必要がある。 

第１節 保健衛生活動 

 避難所の巡回により医療の必要性の高い被災者を把握し、医師会、歯科医師会等と連携し

て巡回医療、インフルエンザ、エコノミークラス症候群等の予防、健康相談・指導を行う。 

 協定レンタル事業所等と協力し速やかにトイレの確保を図るとともに、ごみの処理・収集

計画を立案し実施する。 

第１ 被災者の健康確保 
（１）巡回医療 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会等に要請し、巡回救護班を編成し、避難所、仮設

住宅、自宅滞在の被災者に対し、健康相談、精神科や歯科を含めた巡回医療を実施する。 

なお、医師、保健師等が不足する場合は、県に応援を要請する。 

（２）医療情報等の提供 

市は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行

い、被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。 

また、エコノミークラス症候群等の避難生活等に起因する疾病に関する知識や予防措

置を広報し、その発症を未然に防止する。 

さらに、避難所等において、受診できる医療機関及び調剤薬局並びに受診方法等につ

いての情報提供を行う。

第２ 食品衛生の確保 
 市は、食中毒の発生を防止するため、避難場所や被災地で供給する飲料水や食料について、

衛生状況や保存方法等について注意するよう指導する。 

第３ し尿の処理 
（１）仮設トイレの設置 

市は、水道が断水した場合、避難者数等に応じて、仮設トイレを避難場所、公園等に設置

する。市備蓄分及び協定レンタル業者等からの調達で不足する場合は、県に対し支援を要請

する。仮設トイレの設置基数は、100人に１基程度を基本とし、障害者等への配慮を行う。 

また、断水により自宅トイレが使用不能な場合は、ポータブルトイレの活用を図る。 

（２）仮設トイレの管理 

市は、仮設トイレの清掃及び消毒のための資機材、薬剤を提供し、使用者が行うよう
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に指導する。 

（３）し尿の収集・処理 

市は、仮設トイレ等のし尿の収集・処理計画を作成し、許可業者等に収集を要請する。

し尿収集・処理が困難な場合は、県に応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－20 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

２－33 災害時における応急レンタル機材供給に関する協定書 

第４ ごみ（生活ごみ、粗大ごみ）の処理 
（１）収集・処理の実施 

市は、道路の被災、避難所の開設及び収集車の配車等の状況から収集計画を立案し、

ごみの収集、処理を行う。ゴミ排出量が多い場合は、可燃ごみを優先して処理する。 

収集した生活ごみを早期に処理できない場合は、一時的な保管場所を確保するととも

に、良好な衛生状態の保持に努める。 

また、広報紙等を通じて、ごみの分別などごみ捨てのルールを守るよう市民に協力を

呼びかける。 

（２）ごみ処理施設の確保 

市は、自らの処理機能を超えるごみが排出された場合は、県に応援を要請する。 

第５ 災害時における動物の管理等 
市は、関係団体等と連携を図り、被災した飼養動物の保護収容、避難所及び応急仮設住宅

等における家庭動物の適正な飼養、危険動物の逸走対策、動物伝染病予防等衛生管理を含め

た災害時における動物管理等について必要な措置を講ずる。 
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第２節 防疫活動 

第１ 防疫活動の実施 
 市は、県の指示等を受けて次の防疫活動を実施する。 

 なお、自らの防疫活動が十分ではないときは、県に協力を要請する。 

（１）消毒措置の実施（感染症法第27条） 

（２）ねずみ族、昆虫等の駆除（感染症法第28条） 

（３）避難場所等の衛生保持 

（４）臨時予防接種の実施（予防接種法第６条） 

（５）住民に対する衛生の保持に関する指導及び広報等の活動 

第２ 資機材等の確保 
 市は、薬剤師会、流通業者等から防疫活動に必要な薬品、資機材を調達、確保する。 

第３ 感染症患者への措置 
 市は、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（以下、「感染症法」とい

う。）に規定する一類～三類感染症が発生した場合、入院（三類を除く）や消毒等の措置、健

康診断などを行う。 

【感染症】 

一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう（天然痘）、南米出血熱、

ぺスト、マールブルグ病、ラッサ熱 

二類感染症 急生灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原

体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、鳥イン

フルエンザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイル

スであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるものに限る。） 

三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

第４ 避難場所における衛生管理 
（１）衛生指導 

市は、避難場所自治組織、ボランティア等と協力して、避難場所の衛生管理を行うよ

う指導する。また、石けん、消毒薬品等を調達し、避難場所に配布する。 

（２）食中毒等の予防 

市は、食中毒の予防のため、避難場所では食料の管理、炊事場の清掃、炊き出し時の

衛生管理を徹底するよう指導する。 

また、食料供給業者に対しても、食中毒の予防を要請する。 
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第３節 行方不明者の捜索及び遺体の処置 

第１ 行方不明者の捜索 
市は、県や警察、消防本部等と連携し、行方不明者の捜索にあたる。 

第２ 遺体の収容 
発見された遺体は、県や警察・消防本部等と連携し、検視・死体調査及び検案を行うのに

適当な場所に収容する。 

第３ 検視・死体調査及び検案 
 警察署は、必要に応じ、警察災害派遣隊を被災地に派遣し、群馬県警察医会の会員医師等

の協力を得て、遺体の検視・死体調査及び検案、身元確認を行う。また、効果的な身元確認

が行えるよう市、県、指定公共機関等と密接に連携する。なお、遺体が多数のため警察医会

の会員医師のみでは対応できない場合は、群馬県医師会の協力を得る。 

第４ 遺体の安置 
 市は、身元不明の遺体または災害の混乱により引き取りがなされない遺体について、安置

所を設置し、検視・死体調査及び検案を終えた遺体を次により安置する。 

（１）葬祭業者の協力を得て、必要な量の棺を調達する。 

（２）遺体の腐敗を防止するためドライアイス等必要な資材を確保する。

（３）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を施し、納棺する。 

（４）遺体処置表及び遺留品処理表を作成の上、「氏名札」を棺に添付する。 

第５ 身元の確認 
 市は、身元不明の遺体については、警察機関と協力し、人相、着衣、所持品、特徴等を記

録するとともに遺品を保存し、必要に応じ歯科医師会等の協力を得て身元の確認に努める。 

第６ 遺体の引き渡し 
 市は、遺族等から遺体の引き取りの申し出があったときは、遺体処置表に記録の上、遺体

を引き渡す。 

第７ 遺体の埋火葬 
（１）遺体の埋火葬を行う者がいないときまたは身元が判明しないときは、市で埋火葬を行う。

（２）市は遺体の損傷等により正規の手続きを経ていると公衆衛生上問題が生じると認める

場合は、手続きの特例的な取扱いについて、県を通じて厚生労働省と協議する。 

（３）遺体が多数発生あるいは火葬施設が被災した場合は、県に応援を要請する。 



第２編 震災対策編 第３部 地震災害応急対策計画 第11章 自発的支援の受け入れ

303

第10章 施設、設備の応急復旧活動 

迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等、及び二次災害を防止ための国土保

全施設等に加え、被災者の生活確保のため、ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅速に

行う必要がある。 

第１節 施設、設備の応急復旧 

第１ 迅速な応急復旧の実施 

（１）市、施設・設備等の管理者は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、そ

れぞれの所管する施設、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、ライフライン及び公共施設の応

急復旧を速やかに行う。 

（２）市は、情報収集で得た航空写真・画像等について、ライフライン施設等の被害状況の

早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

第２節 公共施設の応急復旧 

第１ 施設の緊急点検等 
 市は、道路、橋梁等のうち、緊急輸送路等の重要な路線を優先に、被害状況等の緊急点検

を行い、速やかに応急復旧を行う。また、所管する公共施設の応急危険度判定及び被災状況

を把握し、迅速な復旧に努める。 

第２ 重要施設の優先復旧 
 市は、所管する公共施設の応急復旧を行うにあたっては、人命の保護や応急対策活動の円

滑な実施を確保するために必要な施設等、重要度の高い施設の復旧を優先させる。 

第３ 関係業界団体に対する協力の要請 
 市は、所管する公共施設の応急復旧を行うにあたり、必要に応じて協定に基づき一般社団

法人群馬県建設業協会富岡支部、富岡建設組合に対し、資機材の確保、工事の請負等につい

て協力を要請する。 

 また、電力会社に復旧状況を確認し、情報の提供に努める。 

〔関係資料〕資料編２－15 災害時における応急業務に関する協定 

         ２－21 災害時の応急復旧活動についての協定書 
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第３節 ガス施設の応急復旧 

第１ 迅速な応急復旧の実施 
 市及びガス事業者は、被災したガスの貯蔵施設、導管等の施設について、速やかに応急復

旧を行う。 

第２ 重要施設の優先復旧 
 市及びガス事業者は、ガス施設の応急復旧にあたっては、次のような社会的優先度の高い

箇所等を優先させる。 

（１）医療機関、避難場所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

（２）各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

第３ 代替設備の活用 
 市及びガス事業者は、必要に応じ、移動式ガス発生設備等の代替設備を活用して応急供給

を実施する。 

第４ ガス関係機関相互間の応援 
 市及びガス事業者は、ガス施設の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足する場合は、

他のガス関係機関に応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－12 災害時のガス、水道施設の応急復旧活動についての協定書 

第５ 供給再開時の安全確認 
 市及びガス事業者は、ガスによる爆発や火災を防止するため、ガスの供給を再開するとき

は安全を確認した上で供給を行う。 

第６ 広報活動 
 市及びガス事業者は、ガスの供給停止の状況、復旧の見通し、供給再開時におけるガス器

具の使用上の注意事項等について、住民に対し広報を行う。 
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第４節 上下水道施設等の応急復旧 

第１ 迅速な応急復旧の実施 
 市は、被災した浄水設備、給水管、下水道管渠、下水終末処理施設、農業集落排水施設、

市町村設置型浄化槽等の水道施設について、速やかに応急復旧を行う。 

また、災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに、公共下水道

等の巡視を行い、損傷その他の異常があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮

説消毒池の設置、その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずる。 

第２ 重要施設の優先復旧 
 市は、水道施設の応急復旧にあたっては、次のような社会的優先度の高い箇所等を優先さ

せる。 

（１）医療機関、避難場所、官公庁等応急対策の実施において重要度の高い箇所 

（２）各設備の被災状況及び復旧の難易度を勘案して復旧効果の高い箇所 

第３ 代替設備の活用 
 市は、必要に応じ、給水車等の代替設備を活用して応急給水を実施する。 

第４ 水道関係機関相互間の応援 
 市は、水道施設の応急復旧の実施にあたり要員や資機材が不足する場合は、他の水道関係

機関に応援を要請する。 

〔関係資料〕資料編２－12 災害時のガス、水道施設の応急復旧活動についての協定書 

         ２－17 群馬県水道災害相互応援協定 

第５ 広報活動 
 市は、断水の状況、復旧の見通し等について、住民に対し広報を行う。 
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第11章 自発的支援の受け入れ 

第１節 ボランティアの受け入れ 

第１ ボランティア活動の種類 
 ボランティア活動の種類は、概ね次のとおりである。 

【ボランティア活動の種類】 

一般ボランティア 専門ボランティア 

避難誘導 

情報連絡 

給食、給水 

物資の搬送・仕分け・配給 

入浴サービスの提供 

避難場所の清掃 

ゴミの収集・廃棄 

高齢者、障害者等の介助 

防犯 

がれきの撤去 

住居の補修 

愛玩動物の保護 

被災者の救助（消防・警察業務経験者等） 

救護（医師、看護師、薬剤師、救命講習修了者等） 

建物応急危険度判定（建築士等） 

被災宅地危険度判定 

外国語通訳 

手話通訳 

介護（介護福祉士等） 

アマチュア無線 

各種カウンセリング 

第２ ボランティア受け入れ窓口の開設 
 市は、ボランティアを一元的に調整する「災害ボランティアセンター」を、市（ボランテ

ィアサポートセンター）及び富岡市社会福祉協議会と共同で開設し、ボランティアの受付・

登録を行う。 

第３ ボランティアニーズの把握 
 市及び社会福祉協議会は、各避難場所、防災拠点等におけるボランティアニーズ（種類、

人数等）を把握する。 

第４ 災害ボランティアセンターの運営 
 市及び社会福祉協議会は、ボランティア活動についてコーディネートを担当する職員また

はボランティアコーディネーターを配置し、ボランティアの要請、情報収集・提供、活動の

調整を行う。 

 なお、これらの運営は、原則としてボランティアにより行われるように配慮する。 

第５ ボランティア活動の支援 
 市は、災害ボランティアセンターに情報連絡員を派遣するほか、必要な資機材等の支援を

行う。 
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第２節 義援物資・義援金の受け入れ 

 速やかに義援金専用口座を開設し受け入れ体制を整えるとともに、義援金等の募集・配分

に関する委員会を設置し、被災者へ適切に配分する。 

第１ 赤十字義援物資の受け入れ 
 市は、日本赤十字社群馬県支部に義援物資の供給を要請する。物資は、物資集積所で救援

物資と同様に扱う。 

第２ 義援金の受け入れ 
（１）義援金の募集 

市は、必要に応じ義援金の受付窓口及び専用口座を開設する。 

また、募集方法、募集期間等を定め、市のホームページ、報道・放送機関を通じて公

表する。 

（２）｢義援金募集・配分委員会｣の設置 

市は、義援金の「義援金募集・配分委員会」を設置し、配分計画を作成する。 

県において「義援金募集・配分委員会」が設置された場合は、義援金受け入れ事務を

一元化する。 

（３）義援金の配分 

市は、義援金募集・配分委員会で決めた配分基準より、被災者へ支給を行う。支給は、

災害相談窓口などを通じて手続きを行う。なお、義援金の支給については、方法を工夫

するなどして、できる限り迅速な支給に努める。 
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第12章 要配慮者対策 

近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機能

の低下に伴い、災害発生時には、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人などの

要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。また、これらの要配慮者は身体の不自由さ

等により、避難生活にも困難を強いられるおそれがある。 

このため、県、市町村、防災関係機関及び要配慮者利用施設の管理者は、連携して要配慮

者の安全を確保するための災害応急対策を行う。 

第１節 要配慮者への災害応急対策 

 市は、在宅の避難行動要支援者について、地域の自主防災組織や民生委員・児童委員と連

携し安否確認を行う。 

 避難後は、避難所の専用スペースや福祉避難所を設置するなど、避難行動要支援者のニー

ズと生活環境に配慮する。 

 社会福祉施設入所者の安全確保は施設管理者の責任となるが、市は、可能な限り避難や介

護支援等を行う。 

第１ 在宅避難行動要支援者の安全確保 
 市は、職員による調査班を編成し、各居宅に取り残された避難行動要支援者の安否確認を

実施する。その際、民生委員・児童委員や自主防災組織等の協力を得ながら行う。 

〔関係資料〕資料編４－13 富岡市避難支援プラン全体計画 

第２ 避難支援 
 避難行動要支援者の避難において、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避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者やその他の者に提供

するなど効果的に利用し、避難行動要支援者の避難の遅れや避難途中での事故が生じないよ

う、自主防災組織、消防機関、警察等の協力を得て、介助及び安全確保に努める。 

 また、市は、避難支援が困難な場合、福祉関係団体等に協力を要請するとともに、公用車

等による移送を検討する。 

第３ 避難場所等での支援 
（１）情報提供 

市は、在宅や避難場所等にいる要配慮者に対し、手話通訳者や外国語通訳者の派遣、

自主防災組織等による伝達等により、情報を随時提供する。 

（２）巡回サービスの実施 
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市は、職員、民生委員・児童委員、ホームヘルパー、保健師などにより、在宅、避難

所、仮設住宅等で生活する要配慮者のニーズを把握し、介護、メンタルケア等の巡回サ

ービスを実施する。 

（３）生活支援物資の供給 

市は、要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食料、飲料水、生活必需品等の

備蓄物資の調達及び供給を行う。配布を行う際には、配布場所や配布時間を別に設ける

など配慮する。 

（４）社会福祉施設等への一時入所 

市は、避難所で介護等が困難な要配慮者を、可能な限り社会福祉施設等へ入所させる

ため、社会福祉施設等への一時受け入れを要請する。 

（５）福祉避難所の設置 

市は、避難所における要配慮者の負担を軽減するため、避難が予想される期間などを

勘案し、福祉避難所の開設を行う。福祉避難所を開設した場合は、対象となる要配慮者

に対し、速やかに周知する。福祉避難所においては、要配慮者の避難生活の負担軽減を

図るため、食料品、飲料水の生活必需品及び車いす、おむつ等の物資の調達や手話通訳

者、外国語通訳者、医師、看護職等の人材の派遣を迅速に行う。一般の避難所において

も、要配慮者の避難生活が不自由にならないよう、福祉避難所と同様に、これらの手配

を迅速に行う。また、物資や人材等に不足が生じる場合は、県に応援を要請する。 

（６）安否の確認 

市は、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迅速な安否確認等が行われるよう

に努める。 

〔関係資料〕資料編４－１ 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

第４ 社会福祉施設入所者の安全確保 
（１）避難及び生活支援 

社会福祉施設の管理者は、入所者の安否を確認し、入所者の救助及び避難誘導を実施

する。避難誘導に必要な人員が不足する場合は、地域の自主防災組織等に要請する。 

また、食料、飲料水、生活必需品等の備蓄物資を入所者に配布するとともに、不足が

生ずる場合は、市に協力を要請する。 

（２）他施設への緊急入所等 

社会福祉施設の管理者は、被災により施設の使用が不能となったときは、他の同種施

設の管理者に対し自施設の入所者の緊急入所を要請し、または保護者に対し引き取りを

要請する。 

適当な入所先が確保できないときは、県または市に対し、入所先のあっせんを要請する。
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第13章 その他の災害応急対策 

第１節 農業の応急対策 

第１ 農作物関係 
（１）市は県から病害虫防除の指示を受けた場合は、防除班を編成して防除を実施する。 

（２）市は必要に応じ、農業協同組合等関係団体の協力を得て、転換作物の導入を指導する。 

第２ 家畜関係 
（１）家畜の避難 

市は必要に応じ家畜の飼養者に対し家畜を安全な場所に避難させるよう呼びかける。 

（２）家畜の防疫及び診療 

市は、県が家畜の伝染性疾病を防ぐために必要と認めた場合、家畜自衛防疫団体、農

業協同組合、農業共済事務所、獣医師または飼養者と協力して薬品の確保、防疫指導等

を行う。 

（３）環境汚染の防止 

降雨等の影響により家畜の飼育施設からし尿等の汚物が流出するおそれがあるときは、

市は飼養者に対し、し尿の汲み取りや土のう積み等の流出防止措置を講ずるよう指導する。
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第２節 学校等の防災対策 

第１ 地震情報の把握 
 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の管理者（以下、本節において「学

校管理者」という。）は、大規模な地震が発生したときは、テレビ、ラジオ等による地震情報

に注意を払い、地震による二次災害の危険性や余震の可能性等の情報を把握する。 

第２ 学校施設等の安全性の点検 
 学校管理者は、大規模な地震が発生したときは、校舎等の損壊状況を確認し、学校施設等

の安全性を点検する。 

 また、災害危険区域における学校管理者は、校舎等周辺の巡視を行い、洪水や土砂災害等

二次災害の危険性についても点検を行う。 

第３ 園児・児童・生徒の安全確保 
 学校管理者は、園児・児童・生徒の在校（園）時に校舎等が被災した場合または被災する

おそれのある場合は、災害の状況に応じ、園児・児童・生徒を安全な場所に移動させる。 

 傷病者が発生したときは、保護者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医療機関

へ搬送する。 

 園児・児童・生徒を下校させる場合は、学校等で保護し保護者への引き渡しを行う。 

第４ 災害情報の連絡 
 学校管理者は、園児・児童・生徒、教職員、校舎等施設の被災状況を把握し、応急対策の

実施状況と合わせて教育委員会等関係機関に連絡する。 

第５ 教育の確保 
（１）教室及び運動場の確保 

学校管理者は、校舎等が被災したため授業を行えなくなったときは、被災校舎等の応

急修理、仮設校舎等の建設、公民館等の借上げ等により教室及び運動場の確保を図る。 

（２）代替教員の確保 

市は、教員が被災等したため授業の担当が困難となった場合は、臨時教員の任用、非

常勤講師の任用等により、代替教員の確保を図る。 

（３）学用品の支給 

市は、被災により就学上欠くことのできない学用品を喪失またはき損し、これらの学

用品を直ちに入手することができない小学校児童及び中学校生徒に対し、必要最小限度

の学用品を支給する。 

（４）授業料等の減免 

市は、被災により授業料の減免が必要と認められる園児等については、条例等に基づ

き授業料等の減免を行う。 
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（５）学校給食 

市は、施設の被害、燃料、食材等の不足により給食が提供できない場合は、休止また

は代替措置として応急給食を実施する。 

（６）避難場所との関係 

学校等が避難場所となった場合は、当初は臨時休校とするなどして避難者の援護を優

先させる。授業を再開する場合は、教育場所と避難場所とを区分するように調整を行う。 

第６ 保育所（園）の対策 
（１）児童の応急措置 

ア 安全の確保 

保育所（園）では、地震等が発生した場合、地震関連情報を収集するとともに児

童、職員の安全を確保する。保育所（園）施設等に危険がある場合は、消防本部等

と連携の上、安全な避難場所に避難誘導をする。また、保護者の迎えがない場合は、

児童を保護する。 

各保育所（園）長は、施設設備の被害状況を把握し、児童、職員の状況を含めて

市に報告する。 

イ 児童等の安否確認 

地震発生後、保育所（園）長は、災害用伝言ダイヤル（１７１）を活用するなど

して、児童、職員の安否確認を行うとともに、保護者の所在、安否情報の把握に努

める。 

（２）応急保育 

市は、保育所（園）等の被害状況を把握し、既存施設において保育の実施ができない

場合、避難先の小学校などで臨時的な保育所（園）を設け保育する。交通機関の不通、

保護者の被災等で通園に支障を来す場合は、臨時的な保育所（園）や近隣の保育所（園）

で保育する。 

また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続を省き、

一時的保育を行うよう努めるほか、保育料の減免等の措置をとる。 
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第３節 文化財施設の災害応急対策 

第１ 地震情報の把握 
 文化財の所有者及び管理責任者（以下、第４において「管理者」という。）は、大規模な地

震が発生したときは、テレビ、ラジオ等による地震情報に注意を払い、地震による二次災害

の危険性や余震の可能性等の情報の把握に努める。 

第２ 文化財収蔵施設の安全性の点検 
 市は、大規模な地震が発生したときは、文化財収蔵施設の損壊状況を確認し、当該施設の

安全性を点検する。 

 また、災害危険区域における文化財の管理者は、収蔵施設周辺の巡視を行い、洪水や土砂

災害等二次災害の危険性についても点検を行う。 

〔関係資料〕資料編４－16 市内指定文化財等一覧 

第３ 観覧者の安全確保 
 文化財の管理者は、開館時間内に地震が発生した場合、災害の状況に応じ、観覧者を安全

な場所に移動させる。 

 傷病者が発生したときは、家族等関係者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医

療機関へ搬送する。 

第４ 文化財の安全の確保 
文化財の管理者及び市は、転倒、火災等による文化財の損傷を防ぐため、当該文化財の種

類に応じ、安全な場所への移動、固定、火気の使用停止等の措置を講ずる。 

第５ 災害情報の連絡 
 文化財の管理者は、観覧者及び文化財の被災状況を把握し、応急対策の実施状況と合わせ

て市に連絡する。 

第６ 応急修復 
 文化財の管理者は、災害により文化財が損傷した場合は、当該文化財の種類に応じ、教育

委員会等の協力を得て適切な応急修復を施す。 

 市は、応急修復について文化財の管理者から協力を求められたときは、積極的に協力する。 
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第４節 郵便事業の災害応急対策 

第１ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護措置 
 災害救助法の適用が決定された場合に、日本郵便(株)(関東支社)は、災害の態様及び公衆

の被災状況等被災地の実情に応じ、次のとおり郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護

対策を迅速かつ的確に実施する。 

(１) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ被災地あて救援用郵便物等の料金免除 

エ被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

(２) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

(３）その他、要請のあったもののうち協力できる事項 
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第５節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法に基づく救助の実施 
 知事（危機管理室）は、当該災害が、災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受ける

災害であると認めたときは、速やかに同法に基づく救助を実施する。 

第２ 災害救助法の適用基準 
 災害救助法は、次のいずれかの場合に市町村ごとに適用される。市における適用基準は、

次のとおりである。 

【災害救助法の適用基準】 

市が適用を受ける基準 
災害救助法施行令 

該当条項 

１ 市内の住家の滅失数が60世帯以上の場合 第１条第１項第１号

２
県内の住家の滅失数が1,500世帯以上で、そのうち市内の住家

の滅失数が30世帯以上の場合 
第１条第１項第２号

３
県内の住家の滅失数が7,000世帯以上の場合かつ多数の世帯の

住家が滅失した場合 
第１条第１項第３号

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に該当する場合
第１条第１項第４号

第３ 救助の種類 
 災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。 

（１）収容施設（避難場所及び応急仮設住宅）の供与 

（２）炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

（４）医療及び助産 

（５）災害にかかった者の救出 

（６）災害にかかった住宅の応急修理 

（７）生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋葬 

（10）遺体の捜索及び処理 

（11）災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去 

〔関係資料〕資料編４－３ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間について 
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第４ 救助の実施機関 
 災害救助は知事（危機管理室）が実施し、市長はこれを補助する。 

 ただし、救助を迅速に行うため知事が必要と認めるときは、救助の一部を市長が行うこと

とすることができる。 

第５ 適用手続き 
 市は、災害救助法適用の手続きのため、県に被害報告を行う。 

 それに基づき、知事（危機管理室）は、災害救助法が適用されるか否かを判断する。知事

（危機管理室）は、災害救助法の適用を決定したときは、対象市町村名を公示するとともに、

厚生労働省社会援護局長に報告する。 

 また、知事（危機管理室）は、救助の一部を市長が行うこととする場合は、当該救助の内

容及び当該事務を行うこととする期間を市長に通知するとともに公示する。 
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第６節 動物愛護 

第１ ペット対策 
（１）市の対応 

市は、避難場所における生活場所へのペットの持ち込みは、原則的に禁止とし、飼養

者が自己責任において飼養するよう広報する。 

また、被災者のペットの状況を把握し、動物救護本部に情報を提供する。県、獣医師

会及び動物愛護関係団体によりペットの救護所等を設置する場合は、公共用地を提供す

るとともに、その旨を被災者に広報する。 

（２）動物救護本部の設置 

県は、獣医師会及び動物愛護団体と連携・協力して、動物管理センター内に「動物救

護本部」を設置し、愛玩動物等の収容対策を実施する。 

動物救護本部は、次の事項を実施する。 

ア 飼養されている動物に対する餌の配布 

イ 負傷した動物の収容・治療・保管 

ウ 放浪動物の収容・保管 

エ 飼養困難な動物の一時保管 

オ 動物の所有者や新たな所有者探しのための情報の収集、提供 

カ 動物に関する相談の実施等 

（３）飼養者の対応 

ペットの保護及び飼養は、原則として動物の所有者が行うものとし、飼養困難な事情

等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、長期にわたり放置することのな

いよう、適切な対応に努める。 

第２ 放浪動物への対応 
 市は、飼い主の被災により廃棄または逃げ出したペット等が発生した場合は、富岡保健福

祉事務所、動物救護本部と協力して捕獲等の対応をとる。危険動物が逃亡した場合は、人的

危害を防止するため、飼養者、警察等と連携により必要な措置を講ずる。 

第３ 死亡動物への対応 
 市は、死亡した愛玩動物等が放置されている場合は、富岡保健福祉事務所と連携して必要

な措置をとる。 

 また、家畜が死亡した場合は、所有者が対応することを原則とする。市は、情報を収集し

県の指導により適正な処理を行う。 
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第７節 孤立対策 

第１ 孤立地区の把握 
 市は、道路の被災状況等から孤立地区を抽出する。 

〔関係資料〕資料編６－１ 群馬県災害時における孤立化集落対策指針 

第２ ヘリコプターの要請 
市は、孤立地区の状況が不明、あるいは支援が必要な場合は、県を通じて自衛隊、県防災

ヘリコプター等の出動を要請する。 

また、孤立地区のヘリコプター着陸可能場所の資料等を用いて、県、自衛隊等とヘリコプ

ターの運航計画を協議する。 

第３ 救助活動 
 市は、次の対策を実施する。 

（１）情報の収集 

市は、孤立地区内の傷病者、避難行動要支援者、観光客等の情報を収集する。要救助

者がいる場合は、容態、人数等に関する情報を収集し県に報告する。 

（２）救助活動 

消防本部は、倒壊家屋や崩壊土砂による要救助者がいる場合は、救助隊員や資機材を

ヘリコプターで搬送し、救助作業にあたる。 

（３）傷病者の救出 

消防本部は、傷病者について最優先でヘリコプター等により救出を行う。この際、救

出した傷病者の搬送先、ヘリポートから医療機関までの搬送手段を確保しておく。 

また、傷病者が多数いる場合、市は、救護班を現地に派遣し対応する。 

（４）住民・観光客の避難 

孤立地区内での生活が困難な場合、あるいは土砂災害等の危険がある場合は、ヘリコ

プターによる避難活動を行う。 

（５）食料・生活必需品等の供給 

災害発生当初は、原則的に地区内の備蓄食料や住民が所有する食料を融通しあって生

活することを原則とする。 

市は、道路が応急復旧するまでの間、孤立地区住民の生活の維持のため、ヘリコプタ

ー等による食料、生活必需品等の輸送を実施する。 

（６）道路の応急復旧 

市は、孤立地区に通じている道路の被害状況を把握し、二輪車、自動車の順に、一刻

も早い交通確保を行う。 
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第３編 災害復旧・復興対策編 
被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重し、県及び市が主体的に取り組むとともに、国

がそれを支援する等適切な役割分担の下、被災者の生活の再建及び経済の復興、再度災害の

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づくりを目指すこと、また、

災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復

興を図る。 

第１章 生活の再建支援等 

第１節 被災者等の生活再建の支援 

第１ 罹災証明書の発行 
（１）被災家屋の調査 

市は、家屋の被害状況の把握及び罹災証明書を発行するために、全住家を対象に被災

調査を行う。被災調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に

基づき、全壊・大規模半壊・半壊・一部破損の区分として、調査を行う。 

火災により焼失した家屋等は、消防本部が消防法に基づき火災調査を行う。 

【住家の被災調査】 

一次調査：目視による外観調査により、全壊、それ以外を調査する。 

二次調査：建物内への立入調査により、大規模半壊、半壊、一部破損を調査する。 

三次調査：二次調査結果に対する不服申し立てにより再調査を行う。 

（２）罹災証明の発行 

家屋の被害調査の結果は、家屋被災台帳等にまとめ、建築課、税務課の協力を得て企

画政策課にて、り災証明書を発行する。 

（３）各被害調査の被災者への説明 

   市は、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個

別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間

の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 

〔関係資料〕資料編５－９ り災証明書交付申請書様式 

第２ 被災者台帳の作成 

市は、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積極的に作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努

める。 
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第３ 災害弔慰金の支給等 
 市及び社会福祉協議会は、法令等に基づき次の支援を行う。 

市は、各支援制度に係る被災者からの申請等を迅速かつ的確に処理するため、申請書等の

確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。 

（１）災害弔慰金 

「富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害により死亡した市民の遺

族に対し災害弔慰金を支給する。 

（２）災害障害見舞金 

「富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により負傷しまたは

疾病にかかり、治癒後に精神または身体に著しい障害がある市民に対して災害障害見舞

金を支給する。 

（３）災害援護資金 

「災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の

世帯主に対し、生活の建て直しのために災害援護資金の貸付けを行う。 

〔関係資料〕資料編１－７ 富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例 

      資料編１－８ 富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

（４）群馬県（小規模）災害見舞金 

災害弔慰金、災害見舞金の対象者以外の被災者に災害見舞金を支給する。 

（５）被災者生活再建支援金（群馬県・市町村被災者生活再建支援制度） 

「被災者生活再建支援法」（平成10年法律第66号）に基づき、自然災害により生活基

盤に著しい被害を受け、自立して生活を再建することが困難な被災者に対し、生活再建

支援金を支給する。 

〔関係資料〕資料編４－18 被災者生活再建支援制度の概要

（６）群馬県・富岡市被災者生活再建支援金 

自然災害により住宅に著しい被害を受けた県民の生活再建を支援するため、国の被災

者生活再建支援制度の対象とならない被災者に対して、国の支援制度と同様の支援を行

えるよう、県と市が協力し、生活再建支援金を支給する。 

〔関係資料〕資料編４－19 群馬県・富岡市被災者生活再建支援金支給要綱 

（７）生活福祉資金（災害援護資金） 

「生活福祉資金貸付事業制度要綱」（厚生労働省）に基づき、災害救助法が適用にな

らない災害によって被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を貸付ける。なお、

「災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、

原則としてこの資金の貸付け対象とならない。 

第４ 税の徴収猶予及び減免等 
 市は、被災者の納付すべき市税について、法令または条例の規定に基づき、納税の緩和措

置として期限の延長、徴収の猶予または減免等の措置を講ずる。 
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第５ 雇用の確保 
 公共職業安定所は、災害により離職や休業を余儀なくされた者に対し、雇用保険法に基づ

く手当を支給する。また、離職者に職業紹介等の支援を行う。 

第６ 住宅の再建支援 
 市は、被災者の自力による住宅の再建または取得を支援するため、住宅金融支援機構や群

馬県マイホーム建設資金利子補給の利用を促進する。 

 また、必要に応じ、被災者の恒久的な住宅確保支援策として、災害公営住宅等の建設、公

営住宅等への特定入居等を行う。 

 なお、災害危険区域等における被災者等の住宅再建にあたっては、防災集団移転促進事業

等を活用しつつ、移転を推奨する。 
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第２節 中小企業者・農林事業者の再建支援 

第１ 中小企業に対する低利融資等 
 市は、中小企業者の災害復旧を支援するため、次の貸付け等を行い、またはこれらの制度

について周知する。 

（１）中小企業災害復旧資金 

（２）中小企業高度化資金（災害復旧貸付） 

（３）政府系金融機関による貸付条件の優遇 

（４）既往貸付金の貸付条件の優遇 

（５）県信用保証協会の災害関係保証の特例 

第２ 農林業者に対する助成・低利融資等 
 市は県と連携して、農林業者の災害復旧を支援するための助成、貸付け及び利子補給等を

行い、またはこれらの制度について周知する。 

（１）群馬県農漁業災害対策特別措置条例による助成 

（２）農業協同組合及び農業協同組合連合会の融資への利子補給 

（３）農林漁業金融公庫による貸付の促進 

（４）地場産業・商店街への配慮等 

第３ 地場産業・商店街への配慮等 
 市は、地場産業、商店街の復興に配慮するとともに、内外経済の潮流を踏まえ、成長産業

のための基盤整備等により、地域が自立的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずる。 
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第３節 復旧事業の推進 

第１ 被災施設の復旧等 
（１）市及び関係機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に

関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、または支援する。 

（２）市及び関係機関は、被災施設の復旧にあたっては、原状復旧を基本にしつつも、再度

災害の防止等の観点から、可能な限り改良復旧等を行う。 

（３）土砂災害防止事業実施機関は、地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇

所について、二次災害防止の観点から、可能な限り土砂災害防止対策を行う。 

（４）ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧にあたり、可能な限り地区別の復旧予

定時期の目安を明示する。 

第２ 公共施設の復旧 
（１）災害復旧事業計画の作成 

公共施設の管理者は、被災施設の復旧について速やかに災害復旧事業計画を作成する。 

なお、同計画には再度災害の発生を防止するための改良等を含めることにより、将来

的な災害に備える。 

（２）早期復旧の確保 

ア 迅速な査定の確保 

公共施設の管理者は、復旧事業が国等の査定を受ける必要がある場合は、国等と

協議しながら査定計画を立てるなどして、迅速に査定が受けられるよう努める。 

イ 迅速な復旧事業の実施 

公共施設の管理者は、実施が決定した復旧事業が迅速に実施できるよう、請負業

者の確保等必要な措置を講ずる。 

ウ 財政援助の活用 

公共施設の管理者は、施設の復旧にあたっては、各種法律等に基づく財政援助を

積極的に活用する。 

なお、公共施設の災害復旧費用に対する財政援助を定めている法律等は、次のと

おり。 

（ア）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

（イ）公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法 

（ウ）公営住宅法 

（エ）土地区画整理法 

（オ）感染症予防法 

（カ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（キ）予防接種法 

（ク）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 

（ケ）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 
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（コ）都市災害復旧事業費国庫補助に関する基本方針 

第３ 激甚災害の早期指定の確保 
 市長は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以下、「激甚災害法」

という。）に基づき内閣総理大臣が行う激甚災害の指定が早期になされるよう、知事に対し、

査定事業費等を速やかに報告する。 
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第２章 災害復興推進体制 

第１節 災害復興体制 

第１ 災害復興対策本部の設置 
 大規模な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災害においては、

市長を本部長とする「災害復興対策本部」を設置し、各分野の災害復旧・復興活動の一元化

を図る。 

第２ 基本方針の決定 
 市は、被災の状況、地域の特性、住民の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を目指すか、

または更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかに

ついて検討し、復旧・復興の基本方向を決定する。 

第３ 住民の参加 
 被災地の復旧・復興は、市が主体となって住民の意向を尊重しつつ、国、県の支援を受け

ながら共同して計画的に行う。この際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・

組織に女性の参画を促進する。併せて、障害者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。 

第４ 国等に対する協力の要請 
 市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の地方公共団体等に対し

て職員の派遣、その他の協力を求める。 
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第２節 災害復興計画の策定 

第１ 復興計画の作成 
（１）大規模な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災害において

は、市は、自らが決定した復興の基本方向に基づき、具体的な復興計画を作成する。こ

の復興計画の作成にあたっては、計画策定の過程において、女性の参画を進めるととも

に、復興計画に障害者、高齢者等の要配慮者など多様な市民の意見を反映するよう努め

る。 

   また、市の復興計画においては、市街地の復興、産業の復興及び生活の復興に関する

計画を定めるとともに、その事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定め

る。 

（２）市は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針

等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施

することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等に

おける円滑かつ迅速な復興を図る。 
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第３節 災害復興事業の推進 

第１ 防災まちづくりの実施 
（１）市は、必要に応じ、再度災害の防止とより快適な都市環境を目指し、市民の安全と環

境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。 

防災まちづくりにあたっては、現在の市民のみならず将来の市民のためのものという

理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし、理解を求める。併せて、

障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

（２）既存の不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その重要性を住民に

説明し、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。 

（３）河川等の治水安全度の向上、土砂災害に対する安全性の確保、豪雨に対する安全性の確

保等についても目標とする。 

（４）ライフラインの共同収容施設としての共同溝の整備等については、耐水性等に考慮し

各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りながら進める。 

第２ 被災市街地復興特別措置法等の活用 
 市は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活

用するとともに、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により、合理的かつ健全な

市街地の形成と都市機能の整備を図る。 

第３ 事業の迅速、円滑化の促進 
（１）市は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、施策情報の

提供等を市民に対し行う。 

（２）市は、被災施設等の復旧事業、がれきの処理事業を実施するにあたり、あらかじめ定

めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限

り迅速かつ円滑に実施する。必要な場合には、復興計画を考慮した上で傾斜的、戦略的

に実施する。 


