３編 災害応急対策計画
災害発生時には、職員及び関係機関との間で、
①現状がどうなっているか
②今後の見通しはどうか
③今後何をするべきか
について、状況認識の統一を図ることが最も重要である。
このことを、常に心掛ければ、ほとんどの課題は解決できる。

３編 災害応急対策計画
１章

災害対策（警戒）本部の設置

２章

応援要請・受入れ

３章

災害情報の収集・伝達

４章

災害情報の広報・広聴

５章

救急・救助活動の実施

６章

消防活動の実施

７章

土砂災害・高潮・洪水・竜巻に対する応急活動

８章

原子力等事故災害に対する応急活動

９章

危険物流出事故に対する応急活動

10 章

大規模事故に対する応急活動

11 章

海上事故災害に対する応急活動

12 章

要配慮者（災害時要援護者）対策

13 章

避難活動の実施

14 章

生活物資の供給

15 章

災害ボランティアの受入れ

16 章

こころのケア対策

17 章

緊急輸送及び交通規制の実施

18 章

災害警備の実施

19 章

公共施設の応急対策の実施

20 章

捜索活動・遺体収容の実施

21 章

廃棄物対策・保健衛生対策の実施

22 章

文教対策の実施

23 章

被災建築物及び宅地の危険度判定

24 章

被災者の生活再建支援

大規模災害発生時における時系列的防災活動のイメージ図
災害発生
§1

災害応急活動組織の設置
●職員を動員配備する

津波対策時に優先的に実施すべき項目

●庁舎内の安全確保

津波情報等の収集･伝達

●災害対策本部を設置する

30 分

市民への広報

海岸保全施設と水門の閉鎖
及び監視

避難指示（緊急）の発令

§2

応援要請・受入れ

§3

災害情報の収集・伝達

§4

災害情報の広報・広聴

§5

救急・救助活動の実施

●市民への広報を行う

§6

消火活動の実施

避難誘導の実施

●人命救助活動を実施する
§12

要配慮者（災害時要援護者）対策
●応急医療活動を実施する
●安否確認・避難支援を行う
※§7～§11
災害種別に応じ実施

1 時間
§13

避難活動の実施

●報道機関に情報提供を行う
●避難所を開設する
§17

緊急輸送及び交通規制の実施

§18

災害警備の実施

§19

公共施設の応急対策の実施

●避難を誘導する
●避難所を運営する

6 時間

●公共施設の応急復旧を行う
§14

生活物資の供給

§15

災害ボランティアの受入れ

●ライフラインの応急復旧を行う
●ボランティアとの連携を図る

12 時間
§20

捜索活動・遺体収容の実施

§21

廃棄物対策・保健衛生対策の実施

§16

こころのケア対策

24 時間

§23

被災建築物及び宅地の危険度判
●被災建築物の応急危険度判定を
実施する

§22

文教対策の実施

●被災宅地の危険度判定を実施する
●学校教育を早期に再開する

3日
§24

被災者の生活再建支援
●住家被害認定を実施する
●り災に関する証明書を交付する

●被災者等のこころのケア活動を
実施する
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１章 災害対策（警戒）本部の設置
１節

災害対策（警戒）本部を設置する

１．災害対策（警戒）本部を設置する
（１）防災指令（水防指令）の発令
西宮市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、必要な災害対応体制を取るため、
市長は、防災指令（水防指令）
、災害警戒指令（水防警戒指令）
、連絡員待機指令を発令する。
なお、必要に応じて危機管理監が市長に代わり発令することができる。
資料２-４

「西宮市防災指令要綱」参照

（２）災害対策（警戒）本部の設置
①災害警戒本部
危機管理監は、西宮市域で災害が発生、又は発生する恐れがある場合など、総合的な警戒態勢、
又は応急対策が必要なときは、西宮市災害警戒本部を設置する。
災害警戒本部は、市域に係る災害に関する情報を収集し、災害予防及び災害応急対策を的確かつ
迅速に実施するための方針を検討し、並びにその方針に沿って災害予防、又は災害応急対策を関係
機関等と連携して実施する。

②災害対策本部
市長は、西宮市域で災害が発生、又は発生する恐れがある場合など、強力で総合的な警戒態勢、
又は応急対策が必要なときは、災害対策基本法第 23 条の 2 の規定に基づき、西宮市災害対策本部
を設置する。
災害対策本部は、市域に係る災害に関する情報を収集し、災害予防及び災害応急対策を的確かつ
迅速に実施するための方針を検討し、並びにその方針に沿って災害予防、又は災害応急対策を関係
機関等と連携して実施する。

【災害警戒本部及び災害対策本部の設置基準】
体制

風水害以外の場合

風水害の場合

・災害警戒指令が発令された場合
災害警戒本部

・南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発

・水防警戒指令が発令された場合

せられた場合
・防災指令第 1～3 号が発令された場合
・西宮市で震度 5 弱以上の地震が発生した
災害対策本部

場合

・水防指令第 1～3 号が発令された場合

・兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報以上が発
表された場合

資料１-２
資料２-２
資料２-３
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「西宮市災害対策本部条例」
「西宮市災害対策本部設置要綱」
「西宮市災害警戒本部設置要綱」

参照
参照
参照
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（３）設置までの流れ

①地震・津波災害の場合

南海トラフ地震臨時情報（巨大地
震警戒）又は（巨大地震注意）の
発表

警戒体制の検討

震度４
津波注意報

震度５弱
震度５強

災害警戒指令
の発令

地震の発生（緊急地震速報）

情報の収集
・地震情報（震源、地震の規模、震度）
・津波情報（津波警報、津波注意報、到達時間）

自動※

震度６弱

防災指令第１号
の発令

自動※

防災指令第２号
の発令

災害警戒本部の設置

震度６強,7
津波警報
大津波警報

自動※

防災指令第３号
の発令

災害対策本部の設置

災害の状況等から必要に応じて本部の引上げ、引下げを行う

※1

図中の「自動※」は、自動発令を表している。この場合、指定職員は防災指令発令の情報伝達を待たずに、
自ら情報を取得、判断して速やかに参集する。

※2

震度 4 未満の場合でも、地震等による災害が発生、又は発生するおそれがある場合は、状況に応じて防災
指令を発令し、災害対策（警戒）本部を設置する。
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②風水害災害の場合

情報の収集
・気象予報(台風進路、降雨量、風速、潮位等)
・気象情報(累積雨量、警報・注意報等)

関係部局で対応
不要

警戒体制の検討
初動警戒、
連絡態勢が必要

連絡員待機指令の発令
警戒体制、
水防活動が必要

強力な警戒体制、
水防活動が必要

水防警戒指令の発令

水防指令第１号、２号、３号の発令

災害警戒本部の設置

災害対策本部の設置

災害の状況等から必要に応じて
本部の引上げ、引下げを行う
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２．職員を動員配備する
災対各局長は、発令される防災指令（水防指令）の種類に応じて、あらかじめ作成した災害動員計
画に基づいて所定の職員を動員配備する。ただし、原則、動員計画には、国・県等他の自治体（及び行
政関係の機関）で勤務する職員、保育所・学校園に勤務する職員（高校に勤務する一般行政職を除く）
、
嘱託職員、臨時職員は含まないものとする。嘱託職員は、主に通常業務の継続面から本部動員職員を支
援する。
また、公益的法人への専任派遣の職員は、所属団体の指揮に従うため、原則、動員計画には含めな
いが、実情や業務内容、体制等を考慮し、各災対局と個別に調整する。
なお、災害の規模及び態様等によっては災害動員計画にかかわらず、職員数を増強又は縮小して動
員・配備できるものとする。

（１）動員配備体制
【防災指令（水防指令）の種類と発令基準】
種類

発令基準
災害が発生するおそれがあるとき、又は災害が発生し、災害

連絡員
待機指令

警戒指令又は水防警戒指令には至らないが、今後の連絡を

水防警戒
指令

風水害が発生するおそれがあるとき。

水防指令
第１号

体制

配備職員

連絡員
待機

災対局長があらかじ
め定め、又は必要が
あると認める場合に
その都度定める職員
（以下｢指定職員｣と
いう。）

緊密にする必要があると認められるとき。
災害警戒
本部

風水害が発生するおそれがあるとき、又は小規模な風水害が

指定職員

発生したとき。
中規模な風水害が発生するおそれがあるとき、又は中規模な

水防指令
第２号

風水害が発生したとき。

水防指令
第３号

風水害が発生したとき。

指定職員

災害対策
本部

大規模な風水害が発生するおそれがあるとき、又は大規模な

指定職員

全職員

・南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表されたとき。
災害警戒
指令

・兵庫県瀬戸内海沿岸に津波注意報が発表されたとき。
・災害（風水害除く）が発生するおそれがあるとき。
・西宮市の地域外で災害が発生し、当該被災住民を受入れる

災害警戒
本部

指定職員

必要があると認めるとき。
・西宮市の震度が 5 弱、又は 5 強の地震が発生したとき。
防災指令
第１号

・災害（風水害除く）が発生するおそれがあるとき、又は小規模

（全職員の 1/4 程度）

・西宮市の地域外で災害が発生し、当該被災住民を受入れる
必要があると認めるとき。

災害対策

・西宮市の震度が 6 弱の地震が発生したとき。
防災指令
第２号

指定職員

な災害（風水害除く）が発生したとき。

・中規模な災害（風水害除く）が発生するおそれがあるとき、又
は中規模な災害（風水害除く）が発生したとき。
・西宮市の地域外で災害が発生し、当該被災住民を受入れる
必要があると認めるとき。
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・西宮市の震度が 6 強以上の地震が発生したとき。
・兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報以上が発表されたとき。
防災指令
第３号

・大規模な災害（風水害除く）が発生するおそれがあるとき、又

全職員

は大規模な災害（風水害除く）が発生したとき。
・西宮市の地域外で災害が発生し、当該被災住民を受入れる
必要があると認めるとき。

（２）防災指令（水防指令）発令の様式
①全職員に適用する場合の例
・｢全市防災指令第○号｣と発令する。
・｢全市水防警戒指令｣と発令する。

②都度、指定する局等の職員のみに適用する場合の例
・｢○○局防災指令第 1 号、□□局災害警戒指令…｣と発令する。
・｢○○局水防指令第 1 号、その他全局水防警戒指令｣と発令する。

【防災指令（水防指令）の指令伝達フロー】

災害情報

消防局長
（消防局 指令
課）

電話
連絡網

電話
連絡網

24 時間体制
危機管理監

災対局長

指定職員

(総務局危機管理室)
職員参集システム
（勤務時間外の突発災害）

本部長（市長）

（３）職員が参集する場所
原則、所属の職場とする。ただし、交通機関の途絶や災害の状況により、所属先に直行が困難な
場合や所属職場の施設が被災する可能性がある場合は、居住地に近い支所やあらかじめ各所属で定
められた代替施設等に参集する。
なお、情報伝達の際に、出動場所を指定した場合は、その指定場所に出動する。

（４）勤務時間外の参集
①自動参集（防災指令の自動発令）
・西宮市に震度が 5 弱以上の地震が発生した場合
・兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報以上が発表された場合
上記のいずれかに該当する場合、指定職員は、テレビ、ラジオ、防災行政無線等による情報から
自ら判断し、自身や家族等の安全を確保した後、速やかに参集する。
なお、電話連絡網等による情報伝達も可能な限り行うが、伝達手段が使用不能である場合や情報
伝達に時間を要するため、自分の参集基準に該当する情報を覚知した場合は、連絡を待たずに出動
することを基本とする。
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その際、可能な限り連絡網の上位・下位の職員にその旨を伝えて出動する。
ただし、不要な電話対応を避けるため、各職員は総務局危機管理室及び災害対策本部に、参集の
是非に関する電話問い合わせをしてはならない。

②その他の場合
災害が発生し、又は発生のおそれがあり、防災指令（水防指令）が発令された場合は、電話連絡
網等により速やかに情報伝達を行い、指定職員は出動する。

３．災害対策（警戒）本部を廃止する
（１）災害警戒本部
本部長は、西宮市域で災害が発生する恐れがなくなったと判断した場合、又は警戒態勢や応急対
策が概ね完了したと判断した場合、西宮市災害警戒本部を廃止する。
併せて、市長は災害警戒指令（水防警戒指令）を解除する。ただし、必要に応じて危機管理監が
市長に代わり解除することができる。

（２）災害対策本部
本部長は、西宮市域で災害が発生する恐れがなくなったと判断した場合、又は警戒態勢や応急対
策が概ね完了したと判断した場合、西宮市災害対策本部を廃止する。
併せて、市長は防災指令（水防指令）を解除する。ただし、必要に応じて危機管理監が市長に代
わり解除することができる。

２節

警戒態勢（連絡員待機体制）をとる
災害が発生するおそれがある場合において、迅速かつ適切な初動体制を確立するために、気象警

報・注意報や気象予報、気象情報に応じて総務局危機管理室及び関係部局は警戒態勢をとる。
資料２-４

「西宮市防災指令要綱」参照

（１）情報の収集と共有
気象庁から大雨・洪水等の注意報が発表された場合、又は降雨や潮位等の気象情報に応じて、総
務局危機管理室及び関係部局は警戒態勢に入り、以後の気象情報に注意する。

（２）初動警戒と連絡態勢の確保
気象庁から気象警報や気象予報が発表された場合、総務局危機管理室は関係部局に速やかにその
内容を通知し、市長は連絡員の待機を命じる。（連絡員待機指令の発令）
連絡員は、以後の気象情報及び対応体制について総務局危機管理室と連絡調整を行う。

（３）警戒体制の解除
市長は、災害が発生する恐れがなくなったと判断した場合、連絡員待機指令を解除する。
なお、必要に応じて危機管理監が市長に代わり解除することができる。
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災害警戒本部の運営

１．災害警戒本部の組織
（１）災害警戒本部の組織
災対統制局
危機管理室長
危機管理顧問

災対総務局
総務局長
総務局担当理事

危機管理部（危機管理室長）
総括部（総務総括室長）
動員・ボランティア部（人事部長）

災対政策局

広報・広聴部（市長室長）

政策局長
政策局担当理事

（協力機関）西宮市国際交流協会
（協力機関）西宮市都市整備公社（斎園事業部除く）

災対財務局

管財部（管財部長）

財務局長

災対市民局

（協力機関）西宮市土地開発公社

総括部（市民総括室長）

市民局長

災対物資局
産業文化局長

総括部（産業文化総括室長）※
第一物資供給管理部（文化スポーツ部長）※
第二物資供給管理部（産業部長）※
（協力機関）西宮市文化振興財団

本部長
（危機管理監）

副本部長

災対福祉局

総括部（福祉総括室長）

（土木局長）

健康福祉局長

（協力機関）西宮市社会福祉協議会
（協力機関）西宮市社会福祉事業団

災対こども支援局

総括部（子供支援総括室長）

（都市局長）
（上下水道局次長）
（消防局長）

こども支援局長

災対衛生局
環境局長

災対第一技術局
都市局長

災対第二技術局
土木局長

総括部（環境総括室長）
（協力機関）西宮市都市整備公社（斎園事業部のみ）

総括部（都市総括室長）
第一応急対策部（都市計画部長）
第二応急対策部（建築・開発指導部長）
市営住宅部（住宅部長）
総括部（土木総括室長）
第三応急対策部（道路部長、公園緑化部長）
第四応急対策部（営繕部長）

上下水道局次長

総括部（上下水道総括室長）
水道工務部（水道工務部長）
水道施設部（水道施設部長）
第五応急対策部（下水道部長）

災対避難局

総括部[第一避難部]

両教育次長

（教育総括室長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長）

災対給水技術局

第二避難部（学事・学校改革部長、学校教育部長）
第三避難部（コミュニティ推進部長）※
第四避難部（社会教育部長）
（協力機関）西宮スポーツセンター

災対消防公安局
消防局長
消防団長

注）

総括部（警防部長）
総務部（総務部長）
西宮消防署（西宮消防署長）
鳴尾消防署（鳴尾消防署長）
瓦木消防署（瓦木消防署長）
北消防署（北消防署長）
消防団（副団長）

「※」の部は、複数の担当部局で構成している。詳細は、別紙「災害対策本部組織図」を参照のこと。
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（２）災害警戒本部の構成員
災害警戒本部の構成員は、次のとおりとする。

【災害警戒本部の構成員】
役職

本部長

担

当

所掌事務 概要

警戒本部の事務を総理し、所属職員を指揮監督す

危機管理監

る。

土木局長
副本部長

都市局長

災害警戒本部長を補佐する。

上下水道局次長
消防局長

本部員

対策部長

対策職員

災害警戒本部に属する
上記以外の各局長等
災害警戒本部に属する
各部長等
災害警戒本部に属する
各職員

災害警戒本部会議を構成し、災害応急対策の方針等
を決定するとともに、所管局の災害応急対策事務を総
括調整する。
局長を補佐し、各部の災害対策事務を総括調整する

上司の命を受け、災害対策事務に従事する。

２．災害警戒本部の運営
（１）災害警戒本部室の設置場所
災害警戒本部室の設置場所は、原則として市役所本庁舎 442 会議室とする。ただし、使用不可及
びその他必要な場合には、使用可能な施設に設置する。

（２）作戦室の設置
災対統制局は、災害警戒本部の作戦室を、市役所本庁舎 616、617 会議室に設置する。ただし、
使用不可及びその他必要な場合には、使用可能な施設に設置する。
作戦室では、市民窓口（受付）を開設し、市民等からの被害情報を収集するとともに、応急対策
の立案及び指示を行う。

（３）災害警戒本部の設置（廃止）の通知
危機管理監は、災害警戒本部を設置し、又は廃止したときは、速やかに県知事、関係機関等に通
知する。
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（４）指揮権限の代行（危機管理監が不在、又は連絡不能な場合）
災害警戒本部の設置及び指揮は、危機管理監の権限により行われるが、危機管理監の判断を仰ぐ
ことができない場合は、下記の順位により行うこととする。
なお、代行者は事後速やかに危機管理監にこれを報告し、その承認を得るものとする。

【災害警戒本部指揮権

代行順位】

第１位

土木局長

第２位

都市局長

第３位

上下水道局次長

第４位

消防局長

（５）災害警戒本部の活動
災害警戒本部は、主に次の活動を行うものとする。

【災害警戒本部の活動概要】
○災害情報等の収集・伝達
○被害情報の収集・伝達
○河川、土砂災害警戒区域等の警戒、監視
○小規模かつ局所的な災害への応急対策活動
○自主避難等を含めた住民避難活動への対応
○住民・報道機関等への情報伝達
○各部局所管施設の状況把握
○防災関係機関等との連絡調整

（６）災害警戒本部会議の開催
災害警戒本部長は、災害警戒本部会議を開催し、災害情報や各所管施設の被害状況の共有や、災
害応急対策の基本方針を決定する。
また、災害警戒本部会議の構成員は、会議の開催が必要と判断したときは、本部長に要請するこ
とができる。

（７）災害警戒本部の事務分掌
災害警戒本部の事務分掌は、後述する「災害対策本部の事務分掌」に準拠する。

（８）災対技術局担当区域
市内全域に及ぶ災害発生時には、災対第一技術局、及び災対第二技術局、並びに災対給水技術局
が、あらかじめ定めた担当区域において、災害対応に当たる。
ただし、災害発生及び被災状況により、災害警戒本部長あるいは災害警戒本部会議の判断に基づ
き、区域を変更するなど臨機に運用する。
資料７-９
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４節

災害対策本部の運営

１．災害対策本部の組織
（１）災害対策本部の組織
各災対局は、災害の発生状況及び災害の経過等に伴って、他局と協力して対策にあたる。

災対統制局

本部長

副本部長

副本部長

（市長）

（副市長）

（危機管理監）

危機管理室長
危機管理顧問

災対総務局
総務局長
総務局担当理事

本部長付
（教育長）

災対政策局

（上下水道事業管理者）

政策局長
政策局担当理事

（病院事業管理者）

危機管理部（危機管理室長）

総括部（総務総括室長）
動員・ボランティア部（人事部長）
システム部（情報管理部長）
総括部（政策総括室長）
広報・広聴部（市長室長）
（協力機関）西宮市国際交流協会
（協力機関）西宮市都市整備公社（斎園事業部除く）

（消防団長）

災対財務局
財務局長

総括部（財務総括室長）
家屋等調査部（税務部長）
管財部（管財部長）
（協力機関）西宮市土地開発公社

災対市民局
市民局長

災対物資局
産業文化局長

総括部（市民総括室長）
市民対応部（市民部長）※
応援部（人権推進部長）※
総括部（産業文化総括室長）※
第一物資供給管理部（文化スポーツ部長）※
第二物資供給管理部（産業部長）※
（協力機関）西宮市文化振興財団

災対福祉局
健康福祉局長

総括部（福祉総括室長）
福祉部（福祉部長）
生活支援部（生活支援部長）
（協力機関）西宮市社会福祉協議会
（協力機関）西宮市社会福祉事業団

災対保健医療局

総括部（保健所副所長）

保健所長

災対こども支援局
こども支援局長

災対衛生局
環境局長

総括部（子供支援総括室長）
子育て支援部（子育て支援部長）
子育て事業部（子育て事業部長）
こども未来部（こども未来部長）
総括部（環境総括室長）
衛生事業部（環境事業部長）
衛生施設部（環境施設部長）
（協力機関）西宮市都市整備公社（斎園事業部のみ）

災対第一技術局
都市局長

災対第二技術局
土木局長

災対病院局
中央病院事務局長
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総括部（都市総括室長）
第一応急対策部（都市計画部長）
第二応急対策部（建築・開発指導部長）
市営住宅部（住宅部長）
総括部（土木総括室長）
第三応急対策部（道路部長、公園緑化部長）
第四応急対策部（営繕部長）
総括部（管理部長、病院改革担当部長）
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上下水道局次長

総括部（上下水道総括室長）
水道工務部（水道工務部長）
水道施設部（水道施設部長）
第五応急対策部（下水道部長）

災対避難局

総括部[第一避難部]

両教育次長

（教育総括室長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長）

災対給水技術局

第二避難部（学事・学校改革部長、学校教育部長）
第三避難部（コミュニティ推進部長）※
第四避難部（社会教育部長）
（協力機関）西宮スポーツセンター

災対消防公安局
消防局長
消防団長

災対議会担当局

総括部（警防部長）
総務部（総務部長）
西宮消防署（西宮消防署長）
鳴尾消防署（鳴尾消防署長）
瓦木消防署（瓦木消防署長）
北消防署（北消防署長）
消防団（副団長）
総括部（議会事務局次長）

議会事務局長

災対会計局

総括部（会計室長）

会計室長

注）

「※」の部は、複数の担当部局で構成している。詳細は、別紙「災害対策本部組織図」を参照のこと。

（２）災害対策本部の構成員
災害対策本部の構成員は、次のとおりとする。

【災害対策本部の構成員】
役職

担

当

所掌事務 概要

本部長

市長

本部の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

副本部長

副市長、
危機管理監

本部長を助け、本部長に事故あるときは、その職務を代行
する。

本部員
（本部長付）

教育長、上下水道事業
管理者、病院事業管理
者、消防団長

本部長を補佐する。

本部員
兼 災対局長

各局長等、
危機管理顧問

本部会議を構成し、災害対策の方針等を決定するととも
に、所管局の災害対策事務に従事する。

本部連絡員

各局で指定された職員

本部連絡員は、本部員を補佐し、情報の収集・伝達、資料
の収集等を行う。

災対総括部長

各局総括室長

本部員の命を受け、各局内の災害対策事務を総括調整す
る。

災対部長

各部長

本部員の命を受け、所管部の災害対策事務に従事する。

災対総括課長

各局総括課長

災対総括部長を補佐し、各局内の災害対策事務を総括調
整する。

災対課長

各課長

上司の命を受け、所管課の災害対策事務に従事する。

災対職員

各課員

上司の命を受け、災害対策事務に従事する。
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２．災害対策本部の運営
（１）災害対策本部室の設置場所
災害対策本部室の設置場所は、原則として市役所本庁舎 442 会議室とする。

（２）作戦室の設置
災害対策本部の作戦室（市民窓口）の設置場所は、災害の規模に応じて市役所本庁舎 616、617、
252 会議室とする。
作戦室では、市民窓口（受付）を開設し、市民等からの被害情報を収集するとともに、応急対策
の立案及び指示を行う。

（３）代替施設の特定
大規模地震等の発生により本庁舎が使用できなくなった場合は、「災害対策本部等の代替施設一
覧」の中から、耐震性・災害危険度・その他の機能等から総合的に判断して代替施設を選定し、災
害対策本部を設置する。
資料８-５

「災害対策本部等の代替施設一覧」参照

（４）災害対策本部の設置（廃止）告示
市長は、西宮市災害対策本部条例第２条に基づき、災害対策本部を設置したときは、当該本部の
名称、設置の場所および期間を、また当該本部を廃止したときは、その旨を、直ちに告示する。

（５）災害対策本部の設置（廃止）の通知
本部長は、災害対策本部を設置し、又は廃止したときは、速やかに県知事、関係機関等に通知す
る。

（６）現地対策本部の設置
被災地において応急活動拠点を設置する必要が生じたときは、被災地の近くに現地対策本部を設
置する。

【現地対策本部の構成】
●設置場所
被災地に近い支所等の市有施設、学校
●現地対策本部長及び本部員
本部長は、災害対策本部の副本部長、本部員の中から必要な者を、現地対策本部長及び本
部員として指名する
●活動内容
・被災現場での指揮
・関係機関との連絡調整
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（７）指揮権限の代行(市長が不在、又は連絡不能な場合)
本部の設置及び指揮は、市長の権限により行われるが、市長の判断を仰ぐことができない場合の
災害対策に係る必要な意思決定等については、下記の順位により行うこととする。
なお、代行者は事後速やかに市長にこれを報告し、その承認を得るものとする。

【本部指揮権

代行順位】

第１位

副市長

第２位

危機管理監

第３位

消防局長

（８）本部会議の開催
本部長は、本部会議を開催し、災害情報や各所管施設の被害状況の共有や、災害応急対策の基本
方針を決定する。
また、本部会議の構成員は、会議の開催が必要と判断したときは、本部長に要請することができ
る。

（９）災対局総括部担当者会議の開催
本部会議の補完、また各災対局間の活動連携の強化及び状況認識の統一を図るため、災対局総括
部担当者（災対総括部長及び災対総括課長）会議を開催する。なお、開催については、適宜必要に
応じて災対統制局が招集する。
また、各災対局総括部担当者は、会議の開催が必要と判断したときは、災対統制局に要請するこ
とができる。

（１０）人命救助隊の臨時編成
大規模な地震等により、甚大な被害が発生した場合には、本部会議の判断により、各災対局毎に
総括課に従事する者以外の職員から必要人数を選抜し、人命救助隊を編成する。
人命救助隊に属する職員は、危機管理監の指示に基づき、人命救助活動を実施する。
資料７-８
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【人命救助隊編成】
人命救助隊長
危機管理監
人命救助副隊長
消防局長

担当区域
※その局が受け持つ地区防災ブロック
１区
（北口・甲東・段上）

局
（担当局長）

災対総務局
(総務局長)（担当理事）

災対政策局
(政策局長)

２区
（上ヶ原・甲陽園・苦楽園）

災対市民局
(市民局長)

災対物資局
(産業文化局長)

災対福祉局
３区
（大社・夙川）

(健康福祉局長)

災対保健医療局
(保健所長)

４区
（生瀬・名塩・山口）
５区
（西宮浜・今津・浜脇）

災対こども支援局
(こども支援局長)

災対衛生局
(環境局長)

災対第一技術局
６区
（高須・鳴尾・小松）

(都市局長)

災対第二技術局
(土木局長)

災対給水技術局
(上下水道局次長)

災対避難局
７区
（上甲子園・芦原平木・瓦木）

(両教育次長)

災対議会担当局
(議会事務局長)

災対会計局
(会計室長)

・各局長及び統括室長は本部にて指揮するものとする。
・担当区域は原則的なものであり、被災状況によって変更する場合がある。
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（１１）災対技術局担当区域
市内全域に及ぶ災害発生時には、災対第一及び災対第二技術局並び災対給水技術局が、あらかじ
め定めた担当区域において、災害対応に当たる。
ただし、災害発生及び被災状況により、災害対策本部長あるいは災害対策本部会議の判断に基づ
き、区域を変更するなど臨機に運用する。
資料７-９

「災対技術局及び災対給水技術局担当区域」参照

（１２）災害対策本部各局の事務分掌
災害対策本部各局の事務分掌は、次の「災害対策本部の事務分掌」のとおりとし、災害対策本部
設置時には、その事務遂行が通常業務よりも優先される。また、各災対局内における事務分担は、
各局長の裁量により取り決められるものとする。
なお、各事務分掌に割り当てられた担当局部は、その事務遂行の中心的なセクションとして位置
付けられるものであり、災害状況及び被害発生規模によっては、臨時編成体制を執り業務に当たる
場合もある。

災害対策本部の事務分掌
局
災対統制局
(危機管理室長）
(危機管理顧問)

主な事務分担
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
自局の人員状況の把握、動員参集、本部連絡調整に関すること。（総括部）
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
本部の設置及び廃止に関すること。
本部会議、災対総括担当者会議の開催に関すること。
災害応急対策に係る情報収集及び伝達、かつ全般の調整に関すること。
被害状況の関係機関への報告に関すること。
気象及び地震等の情報収集に関すること。
自衛隊派遣要請に関すること。
国、県等関係機関との連絡調整に関すること。
各局との連絡調整及び活動状況の取りまとめに関すること。
他市町村等への応援派遣措置及び連絡調整に関すること。
自主防災組織に関すること。
避難情報発令に関すること。
災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること。
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災害対策本部の事務分掌
局

主な事務分担

災対総務局
(総務局長）
（担当理事）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
災害資料の収集整理及び印刷に関すること。
各局の人員状況の取りまとめに関すること。
職員の動員配置及び各局の配置調整に関すること。
職員の給食及び衛生管理に関すること。
応援配備に関すること。
応急復旧の進捗状況に合わせた組織、動員体制の検討と配置調整に関すること。
ボランティア関係団体及びボランティア等との連絡調整並びに受入れ及び配置に関すること。
その他動員に関すること。
災害に伴う各種データの作成、管理及び情報処理に関すること。

災対政策局
(政策局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること。
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること。
局内及び他局業務の応援に関すること。
見舞い者等への応接及び秘書に関すること。
被災外国人に対する情報提供及び相談に関すること。
海外からの応援協力等に対する連絡調整に関すること。
災害に関する写真、ビデオ等による記録に関すること。
報道機関との連絡調整及び災害広報に関すること。
避難情報等の広報に関すること。
避難者情報の入力補助に関すること(大規模災害時)。
その他広報に関すること。
その他広聴に関すること。

災対財務局
(財務局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること。
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
市有財産（文教施設、地域市民施設は除く）の被害調査に関すること。
車両等の整備・配分に関すること。
車両及び応急災害用資機材の借上に関すること。
家屋調査等に関すること。
り災証明に関すること。
被害届に関すること。

12
13
14
15

民間被災建物等被害の調査及び調査資料の整理に関すること。
災害見舞金等支給条例にかかる被災調査に関すること。
災害応急対策にかかる財政措置に関すること。
災害救助費関係資料の作成及び報告に関すること。

1
2
3
4
5
6
7

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
支所管轄区域内の災害情報の収集及び災害対策本部との連絡に関すること。
支所管轄区域内における各局の活動への協力に関すること。

災対市民局
(市民局長）

8 住民・被災者からの問合せ、相談、要望等に対する応対に関すること。
9 電話等による被害通報の受付及び通報の整理伝達に関すること。
10 その他市民との応対に関すること。
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局

主な事務分担

災対物資局
(産業文化局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
食料及び生活必需品の調達、確保及び管理に関すること。
食料及び生活必需品の分荷、供給に関すること。
炊き出し用食材等の調達、供給に関すること。
他市町村等への救援物資の調達、提供に関すること。
その他物資調達、供給に関すること。
樋門、スクリーンに係る農会との調整に関すること。（農政課）

災対福祉局
(健康福祉局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
要配慮者（災害時要援護者）に関すること。
福祉避難所の開設及び管理に関すること。
日本赤十字社その他福祉関係団体との連絡調整に関すること。
義援金、援助金、見舞金等の配分に関すること。
災害弔慰金に関すること。
被災者生活再建支援金等に関すること。（但し調査を除く）
災害ボランティアセンターに関すること。
（社会福祉協議会）
その他被災者の福祉に関すること。

災対保健医療局
(保健所長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。(総括部）
医師会等医療関係機関との連絡に関すること。
医療ボランティアの受入れ及び調整に関すること。
被災者の保健医療及び相談に関すること。
防疫に関すること
救護所の開設及び救急医薬品等の調達に関すること。
被災地区住民の疫学調査、健康調査に関すること。
その他保健医療に関すること。

災対こども支援局
(こども支援局長）

1
2
3
4
5
6
7
8

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
要配慮者（災害時要援護者）に関すること。
福祉避難所の開設及び管理に関すること。
その他被災者の福祉に関すること。
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災害対策本部の事務分掌
局

主な事務分担

災対衛生局
(環境局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
死亡者の収容及び埋火葬に関すること。
防疫作業に関すること。
葬祭業者等に対する協力要請に関すること。
じんかい収集等広域応援の受け入れ、調整に関すること。
し尿収集及び終末処理に関すること。
仮設トイレの設置等に関すること。
じんかい収集及び処理に関すること。
水路の清掃に関すること。
樋門、スクリーンの巡視、状況調査に関すること。
災害応急対策にかかる環境に関すること。
その他衛生に関すること。
ガレキの処理に関すること

災対第一技術局
(都市局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること。
土木建築業者等との連絡調整に関すること。
被害状況の収集に関すること。
所管工事現場の災害防止に関すること。
宅地相談その他二次災害の予防に関すること。
危険箇所等確認巡視及び災害応急対策に関すること。
宅地及び建物応急危険度判定に関すること。
道路障害物の除去及び道路啓開に関すること。
民間住宅の応急修理に係る県との調整に関すること。
公共土木施設等の被害調査及び災害復旧に関すること。
その他土木建築の技術面に関すること。
応急仮設住宅の建設に関すること。
応急仮設住宅の管理に関すること。
電話等による被害通報の受付及び通報の整理伝達に関すること。
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災害対策本部の事務分掌
局

主な事務分担

災対第二技術局
(土木局長）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること。
土木建築業者等との連絡調整に関すること。
被害状況の収集に関すること。
所管工事現場の災害防止に関すること。
二次災害の予防に関すること。
危険箇所等確認巡視及び災害応急対策に関すること。
道路障害物の除去及び道路啓開に関すること。
公共土木施設等の被害調査及び災害復旧に関すること。
その他土木建築の技術面に関すること。
樋門、スクリーンの巡視、状況調査に関すること。
海岸保全施設に関すること。
水路清掃の指示に関すること。
電話等による被害通報の受付及び通報の整理伝達に関すること。
災害応急対策にかかる緑化に関すること。
倒壊家屋対策に関すること。
庁舎の管理に関すること。
施設の耐震化に関すること。
災害用電話等の確保に関すること。
応急仮設住宅の建設に関すること。

災対病院局
(事務局長）

1
2
3
4
5
6
7

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
救急患者の収容及び診療に関すること。
医療材料の調達・供給に関すること。
その他病院に関すること。
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災害対策本部の事務分掌
局

主な事務分担

災対給水技術局
(上下水道局次長）

1 人命救助・救出・捜索等に関すること。
2 避難誘導等に関すること。
3 他局への業務応援に関すること
4 広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
5 自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
6 各団体、関係業者との連絡に関すること。
7 応急復旧用諸資材の調達及び会計に関すること。
8 広域給水応援の受け入れ、調整に関すること。
9 ダム関係施設の貯水放流に関すること。
10 送配水の応急措置に関すること。
11 被災地の応急給水に関すること。
12 施設の被害調査及び応急復旧の工事に関すること。
13 緊急送配水工事に関すること。
14 工業用水道の被害状況の調査並びに施設の応急復旧に関すること。
15 その他の給水に関すること。
16 電話等による被害通報の受付及び通報の整理伝達に関すること。
17 災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること。
18 土木建築業者等との連絡調整に関すること。
19 被害状況の収集に関すること。
20 所管工事現場の災害防止に関すること。
21 二次災害防止に関すること。
22 危険箇所等確認巡視及び災害応急対策に関すること。
23 道路障害物の除去及び道路啓開に関すること。
24 公共土木施設等の被害調査及び災害復旧に関すること。
25 その他土木建築の技術面に関すること。
26 ポンプの維持・操作・水門・樋門等の開閉操作及び指揮、スクリーンの巡視に関すること。
27 海岸保全施設の操作に関すること。

災対避難局
(両教育次長)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
避難所の開設及び管理に関すること。
幼児児童生徒の安全対策に関すること。
応急教育の実施に関すること。
社会教育の応急対策に関すること。
教育施設等の被害の調査及び復旧に関すること。
学用品等の給与に関すること。
文化財の保護に関すること。
その他避難所及び文教対策に関すること。

災対消防公安局

1

人命救助・救出・捜索等に関すること。

（消防局長）
(消防団長（兼務））

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

避難誘導等に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
消火及び救出救助に関すること。
救急に関すること。
消防団との連携に関すること。
消防活動状況の把握及び記録に関すること。
災害情報の収集連絡に関すること。
被害状況の把握及び記録集計に関すること。
気象観測に関すること。
関係機関との連絡調整に関すること。
広域消防応援の受入れ及び調整に関すること。
避難勧告・指示に関すること。
自主防災組織に関すること。
西宮市消防協力隊に関すること。
その他消防に関すること。
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局

主な事務分担

災対議会担当局
(議会事務局長）

1
2
3
4
5
6

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
議会及び議員に関すること。

災対会計局
(会計室長)

1
2
3
4
5
6
7
8

人命救助・救出・捜索等に関すること。
避難誘導等に関すること。
他局への業務応援に関すること
広域応援の受入れ及び連絡調整に関すること。
自局の人員状況の把握、本部連絡調整に関すること。（総括部）
災害応急関係経費の支払いに関すること。
義援金、見舞金等の受付・出納に関すること。
その他経費の支払に関すること。
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（１３）業務引き継ぎ用日誌の作成
災害の規模に比例して、災害対策本部の設置期間も長くなり担当者のローテーションも必要とな
る。その際、円滑な業務継続が可能となるよう、災対統制局及び各災対局総括部は業務日誌を作成
して、担当者間の業務引き継ぎを速やかに支障なく行う。

（１４）他の局部への応援配備
本部長は、災害時の各局部の業務実態に応じて、他局部へ応援配備するよう各局長に指示するこ
とができる。この場合、他局部に配備された応援職員は、配置先の局部長の指示に従うこととする。

（１５）本部連絡員(本部員の補助事務)
各本部員は、必要に応じて、所属職員の中から本部連絡員を指名し本部室に派遣する。
本部連絡員は、本部員を補佐し、情報の収集・伝達、資料の収集等を行う。

（１６）防災関係機関連絡室
本部と各防災関係機関との間で、より密接な連携が必要と認められる場合には、災害対策本部に
防災関係機関連絡室を設置し、当該防災関係機関へ連絡員の派遣を要請する。
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２章 応援要請・受入れ
第１

災害応急対策の目的と構成

●大規模な災害が発生し、市単独では応急対策が困難な場合、県、近隣市町、防災関係機関、及び自衛
隊等の応援・協力を得て円滑な応急対策を実施できるよう、応援要請に係る手続き及び受入体制等に
ついて定めるものである。
節
１節

２節

第２

広域応援を要請する

自衛隊に災害派遣を要請する

項

担当局、関係機関
１．兵庫県に応援要請する
２．近畿２府７県に応援要請する
３．関西広域連合に応援要請する
４．近隣市町に応援要請する
５．中核市各市に応援要請する
６．防災関係機関及び協定締結民
間団体等に応援要請する
７．日本郵便株式会社に応援要請する
８．専門家に応援要請する
９．応援を受け入れる
10．応援隊に撤収を要請する
１．自衛隊に災害派遣を要請する
２．自衛隊に撤収を要請する

災対統制局
災対総務局
各局（総括部）
兵庫県
近隣市
中核市
日本郵便株式会社

災対統制局
自衛隊

災害応急対策の流れ
災害発生

応急対策の実施

各局からの
応援要請

他の自治体等
からの応援申出

災対統制局が受付・調整

広域応援の要請

派遣
要請
自衛隊

中核市

近隣市町

兵庫
協定に
基づく
応援要請

県を
通じて
要請

防災関係機関
民間団体等

緊急消防
援助隊
近畿２府７県
関西広域連合
専門家

目的が達成された場合
必要なくなった場合
応援受入れ態勢の確立
（窓口、活動場所、資機
材）

応急活動の実施
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第３

１節

災害応急対策の内容

広域応援を要請する
災害が発生した場合、市及び防災関係機関は、あらかじめ定める事務分掌に従って応急対策を実

施するが、必要に応じて他の自治体及び関係機関の協力を求め、災害対策を円滑に実施する。
各局からの応援要請は動員・ボランティア部が窓口となり、災対統制局が調整のうえ応援要請の
内容・要請先を決定し、要請する。他の自治体及び関係機関からの応援の申し出は、災対統制局が
窓口となり、動員・ボランティア部と調整のうえ応援を受入れる。

応援要請系統フロー図
災害対策基本法第 68 条
災害対策基本法第 30 条(2)

兵

地方自治法第 252 条－17－(1)

庫

県

災害対策基本法第 72 条

相互応援協定

西宮市

相互応援協定

阪 神 ７ 市

災害対策基本法第 67 条
地方自治法第 252 条－17－(1)

1 町

神戸市近隣７市 1 町
兵 庫 県 内 市 町

相互応援協定
災害対策基本法第 67 条
災害対策基本法第 29 条(2)

中

核

災害対策基本法第２９条

災害対策基本法第 72 条

市

)
1
(
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指定地方行政機関

全般的な総合応援協力要請

災害対策基本法第 29 条(1) 派遣要請

職員の派遣要請、派遣

災害対策基本法第 29 条(2) 派遣要請

応援措置の応援要求、指示

災害対策基本法第 30 条(2) 職員派遣の斡旋要求
災害対策基本法第 67 条

応急措置の応援要求

災害対策基本法第 68 条

応急措置の応援要求

災害対策基本法第 72 条

応援措置の実施(応援)指示

地方自治法第 252 条－17－(1)

職員の派遣

１．兵庫県に応援要請する
市長は、応急対策を実施するため必要と認めるときは、知事に対し次により応援(あっせんを含
む)を求め、又は県が実施すべき応急対策の実施を要請する。
また、市長は、災害救助法に基づく応急対策等の実施を県知事に要請する。
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【県への応援要請手続き】
要請先
連絡方法

応援の要請

職員派遣
斡旋要請

県災害対策課、阪神南県民センター
文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付）
○災害の状況
災害対策基本法第 68 条
○応援を必要とする理由
○応援を希望する物資等の品名、数量
○応援を必要とする場所・活動内容
○その他必要な事項
○派遣を要請・斡旋を求める理由
派遣：災害対策基本法第 29 条
○職員の職種別人員数
斡旋：災害対策基本法第 30 条
○派遣を必要とする期間
地方自治法 252 条の 17
○派遣される職員の給与その他勤務条件
○その他必要な事項

２．近畿２府７県に応援要請する

（近畿２府７県震災時等の相互応援に関する協定）

地震等による災害が発生した時、被災府県独自では十分に被災者に対する応急措置が実施できな
い場合に、円滑に応援活動が遂行できるよう必要な事項について相互に協定しており、市は県を通
じて応援を要請する。

３．関西広域連合に応援要請する

（関西防災・減災プラン）

関西広域連合は、平成 22 年 12 月に、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び
徳島県により設立され、被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる大規模災害が発生した
場合に、とるべき対応方針や手順等を「関西防災・減災プラン」において定めている。市は県を通
じて関西広域連合に支援を求め、互いに連携するための体制を構築する。

４．近隣市町に応援要請する
市は、災害時の相互援助を行うことを目的とする協定を近隣市町と結んでいる。
資料３-２ 「災害時における相互応援協定」参照
資料３-４ 「兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定」参照
資料３-５ 「災害応急対策活動の相互応援に関する協定書」参照
資料３-12 「兵庫県阪神支援チーム設置」に関する協定書参照
資料３-13 「東日本大震災に係る災害応援活動に関する協定書｣参照

（１）相互応援の手続き
近隣市町への応援要請は次の手続きに基づき行う。

【市町への要請手続き】
連絡先
連絡方法

要請先市町
電話、無線（事後文書送付）
○被害の種類及び状況
○品名、数量等
○車両の種類、規格及び台数
○職員の職種別人員
○応援の場所及び応援場所への経路
○応援の期間
○応援の実施に関し、必要な事項
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【締結市及び担当部局】
市 町 名

担

当

部

局

①

②

③

○

○

西宮市

災害対策課

○

尼崎市

災害対策課

○

芦屋市

防災安全課

○

伊丹市

危機管理室

○

宝塚市

総合防災課

○

川西市

危機管理課

○

三田市

防災安全課

○

猪名川町

総務課危機管理室

○

神戸市

危機管理室

○

○

三木市

危機管理課

○

○

稲美町

危機管理課

○

○

明石市

総合安全対策室

○

○

○
○

○
○

○

○
○

○

○
○

①災害応急対策活動の相互応援に関する協定書（阪神 7 市１町）
②災害時における相互応援協定（神戸市近隣 7 市 1 町）
③兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定(兵庫県及び県内市町)

（２）相互応援の範囲
市は、協定を締結した近隣市町に対し、次に掲げる応急措置を要請することができる。

【相互応援の範囲】
ア．被災者の食糧その他生活必需品の提供
イ．被災者の応急救助にかかる職員の応援及び施設の利用
ウ．診療、検病、感染症患者の収容その他治療及び防疫作業のための職員の応援、所要の施
設の利用及び医療品等の提供
エ．復旧のための土木及び建築技術職員の応援及び資材の提供
オ．清掃及びし尿処理作業のための職員の応援及び所要の器具及び車両の提供
カ．水道工事及び給水作業のための職員の応援及び所要の器具及び車両の提供
キ．通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援及び所要の器具及び車両の提供
ク．消防、救急水防作業隊の応援及び所要の資材の提供
ケ．災害ボランティアに関する情報提供
コ．その他応急対策活動に必要な措置

（３）隣接地域に対する緊急応援
協定市町は、その相接する地域及び当該地域の周辺部で災害が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合において、事態が緊急を要するときは、応援の要請の有無にかかわらず、消防、水防、救助
その他災害の発生を防御し、又は災害の拡大を防止するため必要な応急措置について、相互に応援
を行うものとする。
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（４）実施細目等の策定
各災対局は、その所掌事務遂行のために必要とする場合は、協定の実施細目の策定又はその目的
に適合した別の協定を関係部と協議のうえ、締結するものとする。

５．中核市各市に応援要請する

（中核市災害相互応援協定）

市は、災害時の相互援助を行うことを目的とする協定を中核市各市（以下、協定市）と結んでお
り、
「中核市災害相互応援協定の運用マニュアル」に基づき、応援要請を行う。
資料３-８
資料３-９

「中核市災害相互応援協定」参照
「中核市災害相互応援協定実施細目」参照

（１）相互応援の手続き
協定市への応援要請は次の手続きに基づき行う。

【中核市への要請手続き】
連絡先
連絡方法

要請事項

要請先中核市（連絡担当部局）
電話、ＦＡＸ（事後文書送付）
○被害状況
○物資等の品名、数量
○職員の職種別人員及び業務内容
○応援場所及び応援場所への経路
○応援の期間
○応援の実施に関し、必要な事項

（２）相互応援の範囲
市は、協定を締結した中核市に対し、次に掲げる応急措置を要請することができる。

（３）ブロック及び応援チーム分割
協定の円滑な運用を図るため、中核市市長会防災担当者会議規約において、あらかじめ地域毎に
相互応援する市を４ブロック（別表 1）に分けている。また、広域災害が発生するなどブロック内
での相互応援が難しい場合に備え、各ブロックの中核市から編成した応援チーム（別表 2）を別途
定めている。

別表 1
（平成 30 年 4 月 1 日現在）
ブロック名称

北海道・東北・関東

地方

北海道・東北地方

ブロック
（23 市）

構成市

函館市、旭川市、青森市、秋田市、郡山市、
いわき市、盛岡市、山形市、八戸市、福島市

関東地方

宇都宮市、川越市、船橋市、横須賀市、八王子市、
柏市、前橋市、高崎市、藤沢市、越谷市、川口市、水
戸市、つくば市

中部ブロック

北陸・甲信越地方

富山市、金沢市、長野市、福井市、甲府市

（11 市）

東海地方

岐阜市、豊橋市、岡崎市、豊田市、四日市市、津市

近畿・中国ブロック

近畿地方

高槻市、東大阪市、姫路市、奈良市、和歌山市、
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（18 市）

大津市、枚方市、西宮市、尼崎市、豊中市、
明石市、八尾市
中国地方

倉敷市、福山市、下関市、呉市、鳥取市、松江市

四国・九州ブロック

四国地方

高松市、松山市、高知市

（10 市）

九州地方

長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、久留米市、
那覇市、佐世保市

別表 2
（平成 30 年 4 月 1 日現在）
応援チーム番号

中核市名

①

函館市・郡山市・宇都宮市・岡崎市・奈良市・松山市・長崎市・枚方市・鳥取市

②

いわき市・高崎市・柏市・長野市・大津市・福山市・大分市・八王子市・明石市

③

青森市・横須賀市・岐阜市・豊橋市・尼崎市・倉敷市・那覇市・越谷市・八尾市

④

旭川市・前橋市・豊田市・高槻市・姫路市・高知市・鹿児島市・呉市・福島市

⑤

秋田市・船橋市・金沢市・西宮市・和歌山市・下関市・宮崎市・佐世保市・川口市

⑥

盛岡市・川越市・富山市・東大阪市・高松市・久留米市・豊中市・八戸市・松江市

【応援の種類】
ア．食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
イ．被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
ウ．救援及び救助活動に必要な車両等の提供
エ．救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
オ．上記のもののほか、特に要請があった事項

６．防災関係機関及び協定締結民間団体等に応援要請する
応急措置の実施にあたり必要な場合には、市内に所在する県、指定地方行政機関等の出先機関、
市域を活動領域とする公共的団体及び各種協定に基づく協定締結民間団体の長に対し応援要請を
行う。その際、災対統制局が窓口になり、各局が受け入れる。
なお、防災関係機関は、市災害対策本部が設置された場合、情報の収集、連絡調整のため連絡員
等を派遣する。
資料５-１
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【防災関係機関及び協定締結民間団体等要請手続き】
連絡先
連絡方法
要請事項

要請先各機関及び団体
電話、ＦＡＸ（事後文書送付）
○応援を必要とする理由
○応援を必要とする期間
○応援を必要とする場所
○その他応援に関し必要な事項

７．日本郵便株式会社に応援要請する
西宮市と日本郵便株式会社西宮郵便局は、西宮市内に発生した災害時において、市民生活の円滑
かつ迅速な復旧・復興のための相互の協力に関して協定を締結（平成 19 年 11 月 22 日）しており、
次に掲げる事項に関して協力を要請することができる。
資料５-１

「災害時応援協定一覧（民間機関等）
」参照

【協力要請の範囲】
ア．市域被災状況情報の相互提供に関すること
イ．災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）適用時における、郵便に関わる災害特別事務取り
扱いに関すること
ウ．
「ゆうパック」の支援物資の受け入れ及びそれに伴う物資供給のための所管施設及び用地
の相互提供に関すること
エ．被災市民の避難所移転情報等の相互提供に関すること
オ．避難所における郵便集配業務の確保に関すること
カ．災害情報等の配布に関すること
キ．前各号に定めるもののほか、本協定の目的に適う事項

８．専門家に応援要請する
市は、専門家・専門機関等の助言や専門家等の派遣を求める必要があると認めるときは、県に協
力を要請する。
なお、県は、大規模事故災害が発生し、又は発生するおそれがあり、必要があると認めるときは、
連携を図っている専門家・専門機関等に連絡し、助言等の協力を求めることとしている。
市は、必要に応じて国土交通省近畿地方整備局へ災害対応支援を要請する。
国土交通省近畿地方整備局からリエゾン(情報連絡員)、TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)等が派
遣された場合、市は資料等を提供し活動の協力を行う。

【協力を得る事項の例】
・災害時医療救護活動（初動対応の調整、負傷者搬送や救護班派遣調整）
・災害医療（広範囲熱傷、多発外傷、化学物質等の中毒等の治療）
・消火活動（職員の化学防護、消火手法等）
・避難対策（爆発等の影響範囲の算出、避難対策の実施の是非）
・危険物等による汚染の除去（事業者による除去及び除染作業の確認）
・各種制限措置の解除（各種制限措置の解除の是非、安全宣言の是非）
・鉄道、道路構造物、河川等の被災や土砂災害の場合の復旧等の措置
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・代替交通対策
・心身の健康相談
・危険物等に係る相談への回答

９．応援を受け入れる
市の応援要請に対する職員等の派遣及び応援協力や、他の自治体及び関係機関からの応援の申し
出は、災対統制局が窓口となり、動員・ボランティア部および各局総括部と調整のうえ応援を受入
れる。また、市は応援要請により災害派遣される人員、車両、物資等の受入れ及びそれらの部隊が
滞在し災害活動を実施するのに必要な物資の供給体制等について事前に定めておくとともに、応援
要請を行うと同時に関連施設等の確保を行う。

（１）応援隊事務室の設置
市は、応援隊との指揮命令系統の確保及び連絡調整等を円滑に行い、災害対策を迅速に実施する
ため、事務室を設置する。

（２）宿泊場所の確保
避難所として指定されていない公共施設とする。ただし、被災状況、応援隊の規模等により市で
確保することが出来ない場合は、近隣市町に依頼し確保する。

（３）車両集結場所の確保
宿泊場所に隣接したグラウンド、空地及び駐車場とする。ただし、不足の場合は状況に応じ、直
近の公共用地、民間の駐車場の借り上げにより確保する。

（４）食糧の供給及び炊事施設の確保
自衛隊及び緊急消防援助隊は、災害派遣期間中の食糧の確保及び炊事については、原則として自
己において完結する。
また、他市町、消防機関等（緊急消防援助隊を除く。
）の災害応援隊に対する食糧の供給及び炊事
施設の確保は、原則として市で行うが、災害の規模及び被災の状況等により応援隊への食糧の供給
及び炊事施設の確保が困難であると判断された場合は、相当日数の食糧及び炊事用具の携行を要請
する。

（５）現場への案内
各災対局の担当は、応援隊の車両等に同乗し、被災現場への案内等を行う。

１０．応援隊に撤収を要請する
応援の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、本部長は、要請先と協議の上、
撤収要請を行う。
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自衛隊に災害派遣を要請する

１．自衛隊に災害派遣を要請する
市長は、自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは、知事に対して必要事項を明らかに
した文書もって要求する。ただし、緊急を要する場合は、電話、無線等で要求し、後日文書を送付
する。
なお、知事に派遣要請を求めることができない場合には、本部長は、その旨市の地域に係る災害
の状況を自衛隊の部隊等の長に通知することができる。ただし、事後に速やかに自衛隊の部隊等の
長に通知した旨を知事に通知する。

（１）災害派遣要請基準
自衛隊に災害派遣を要請する基準は以下のとおりとする。

【災害派遣要請基準】
ア．人命救助のための応援を必要とするとき
イ．水害、高潮、津波等の災害又は災害の発生が予想され、緊急の措置に応援を必要とする
とき
ウ．救助物資の輸送のため応援を必要とするとき
エ．主要道路の応急復旧に応援を必要とするとき
オ．応急措置のための医療、防疫、給水及び通信支援等の応援を必要とするとき

（２）災害派遣要請要領
市長は、自衛隊による応急措置が必要であると認めるときは、次の事項を明らかにして兵庫県知
事に派遣要請の要望を行い、関係機関にも通報するものとする。

【災害派遣を要請する際に明らかにすべき事項】
ア．災害の状況及び派遣を必要とする理由
イ．派遣を希望する期間
ウ．希望する派遣区域及び活動内容
エ．派遣時における特殊携行装備又は作業の種類
オ．派遣地への最適経路
カ．連絡場所及び現地責任者の氏名並びに標識又は誘導地点とその標示
キ．要請責任者の職、氏名
ク．その他参考となるべき事項
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自衛隊派遣系統図
要求
通知
通知

市長
(災害対策本部長)

通報

要請

陸上自衛隊
第３師団長
(第３部防衛班)
陸上自衛隊
第 36 普通科連隊長

通知
知事に対し

兵庫県警察本部

命令

協議

通報

西宮警察署長

兵庫県知事
（災害対策課）
阪神南
県民センター長

要求した旨の通知
知事に派遣要請の要求
知事に要求するいとまの無いとき

（３）災害派遣部隊の活動内容
自衛隊の災害派遣時に実施する救護活動の範囲は、通常次のとおりである。

【自衛隊の救護活動の範囲】
項目

活動内容

被害状況の把握

知事、市長等から要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるときは、
車両、航空機等により情報収集活動を行い、被害状況を把握する。

避難の援助

避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、
避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。

遭難者等の捜索救助

死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動に優先して捜
索救助を行う。

水防活動

堤防、護岸等の決壊に対し、土のう作成、運搬、積込み等を行う。

消防活動

火災に対し、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空
機）をもって、消防機関に協力して消火にあたる。消火薬剤等は、通常関係機関
の提供するものを使用する。

道路又は水路の障害
物除去

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの除去にあたる。

応急医療、防疫等の支
援

特に要請があった場合は、被災者の応急医療、防疫、病虫防除等の支援を行う。
薬剤等は、通常、関係機関の提供するものを使用する。

通信支援

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、災害派遣任務
の達成に支障をきたさない限度において、外部通信を支援する。

人員及び物資の緊急
輸送

特に要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、救急患者、医
師その他救援活動の必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。この場合、
航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。

被災者生活支援

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、被災者に対し炊飯、
給水、入浴及び宿泊等の支援を実施する。

救援物資の無償貸付
又は譲与

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、被災者に対し救援
物資を無償貸付又は譲与する。

交通規制の支援

主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において、自衛隊車両を対象として交
通規制の支援を行う。

危険物の保安及び除
去

特に要請があった場合において、必要と認めるときは、能力上可能なものについ
て火薬類、爆発物及び有毒ガス等危険物の保安措置及び除去を実施する。

その他

自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。
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（４）災害派遣部隊の受入れ態勢
自衛隊の派遣が決定した場合、次の点に留意して派遣部隊の活動が十分に行えるよう努めるもの
とする。

①

他の防災関係機関との競合重複の排除

市長、知事及びその他の防災関係機関の長は、自衛隊の活動と他の防災関係機関の活動が競合重
複しないよう緊密な連携を図り、より効率的な作業分担を定める。

②

作業計画及び資機材の準備

市長及び知事は、自衛隊の作業の円滑な実施を図るため、次により可能な限り調整のとれた作業
計画を立てるとともに、資機材の準備及び関係者の協力を求めるなど、支援活動に支障のないよう
十分な措置を講ずる。
ア．作業箇所及び作業内容
イ．作業の優先順位
ウ．作業実施に必要な図面
エ．作業に要する資材の種類別保管（調達）場所
オ．派遣部隊との連絡窓口の一本化
カ．派遣部隊の現地誘導及び住民等への協力要請

③

受入れ施設等の確保

市長及び知事は、派遣部隊に対し次の施設等を確保する。
ア．自衛隊事務室
イ．ヘリポート
ウ．駐車場
カ．宿営地等

④

自衛隊派遣部隊との協議、調整

市、県及び防災関係機関は、自衛隊の災害派遣活動に際しては、相互が緊密に連携し対応する体
制を確保する。

（５）経費の負担区分
自衛隊の救援活動に要した次の経費（自衛隊装備に係るものを除く。）については、原則として
派遣を受けた市の負担とする。ただし、災害救助法の適用となる大規模な災害における経費につい
ては、県が市に代わり負担する。また、西宮市以外の他の地域にわたって活動した場合の負担割合
は関係市町村が協議して決定する。
ア．必要な資機材（自衛隊装備にかかるものを除く）等の購入費、借上料及び修繕費
イ．派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料
ウ．派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料等
エ．派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損害の補償（自衛隊装備に係るものを除く）
オ．その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協議する。
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（６）自主派遣
自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついとまが
ないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。

【自衛隊自主派遣の判断基準】
○災害に際し、関係機関に対して災害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。
○災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められ、直ちに
救援の措置をとる必要があると認められる場合。
○災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、その救援活動が人命救助に関する場
合。
○その他、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められ
る場合。

２．自衛隊に撤収を要請する
災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、本部長は、知事及び派遣
部隊の長と協議の上、派遣部隊の撤収要請を行う。
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３章 災害情報の収集・伝達
第１

災害応急対策の目的と構成

●情報は災害応急対策活動の生命線であり、
「災害の全体像」を速やかに把握することが重要であるこ
とから、防災関係機関が、速報性(スピード)、簡潔性(ポイント)、情報源(デマの排除)の３点を念頭
におきながら、連携して迅速かつ的確に情報の収集・伝達を行うために必要な事項を定めるものであ
る。
節 項
１節 情報収集伝達体制を確 １．情報収集伝達体制を確立する
立する
２．収集伝達に必要な機器・設備を確保する
２節 災害情報を収集・伝達す １．異常現象の通報を収集・伝達する
る
２．関係機関による情報を収集・伝達する
３．Ｊ－ＡＬＥＲＴによる情報を伝達する
３節 被害情報を収集する
１．被害概況を早期に把握する
２．被害情報を収集する
３．災害・被害情報を整理する
４節 災害・被害情報を伝達・ １．関係機関に情報を伝達する
報告する
２．職員に情報を伝達する
３．県等に被害を報告する

第２

担当局、関係機関

災対統制局
各局
各関係機関

災害応急対策の流れ
災害発生

情報収集伝達

気象庁
神戸地方気象台

国・兵庫県

市民・職員
関係機関

水防情報

火災情報
異常情報

体制の確立
地震情報
津波情報

気象情報
雨量情報

情報収集伝達
機器・設備の
確保

災害情報・被害情報の収集

災害情報・被害情報の整理

被災者支援システムに
よるデータベース化

災害情報・被害情報の伝達・報告
（災対統制局）

フェニックス防災
システムへの入力

伝達

関係機関・近隣市

伝達

関係機関

通信不通により県に報告できない場合
内閣総理大臣

被害報告
兵庫県
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第３

１節

災害応急対策の内容

情報収集伝達体制を確立する

１．情報収集伝達体制を確立する
情報は、災害応急対策活動の生命線である。
各災対局においては、速報性(スピード)、簡潔性(ポイント)、情報源(デマの排除)の３点を常に
念頭におき、「災害の全体像」を速やかに把握するため、速やかに被災及び応急対応情報を収集伝
達できる体制を確立する。
また、災対統制局は、防災関係機関等から通報される気象・地震等の観測情報、災害情報(災害状
況及びそれに対する措置)、及び各災対局からの被害情報を速やかに収集する。そして、その情報
により、職員の動員や応急対応、また住民への注意喚起・避難情報等の周知が必要な場合は、実情
に即した各種通信手段を利用して速やかに伝達を行う。併せて、兵庫県、国、報道機関等へ各種必
要な報告も行う。
なお、防災活動用の電話（災害時優先電話、緊急電話等）については、関係機関等との連絡用電
話の指定による窓口の明確化や、不要不急の問い合わせが入らないようにしておく等の事前措置を
講じておく。

情報フロー イメージ
注意喚起・
避難情報

NHK 等マスメディア
神戸地方気象台

防災関係機関
警察署
消防局/消防署

自主防災組織等

注意喚起・動員・応急対応

異常発見者

兵庫県

気象・地震・災害・被害情報

国土交通省

災害対策本部 災対統制局 災対財務局

日本気象協会

庁内職員

所管施設

防災関係機関

災害時応援協定者

市所管施設
報告

参集職員

市民

兵庫県/阪神南県民センター

消防庁
（県と連絡が取れないと

海上保安庁
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２．収集伝達に必要な機器・設備を確保する
（１）観測・通信設備の機能確認
災害発生後は、直ちに観測・通信機器の機能確認を行い、支障が生じた設備の復旧に努める。特
に、フェニックス防災システムに障害がある場合には、他の使用可能な通信機器をもって、速やか
にその旨を県へ連絡する。

【情報収集手段一覧】
取得可能情報
NO

種別

気象

システム名

地震

津波

予警

雨量

台風

潮位

報

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

インター
ネット

12

電話

13
14

メール
衛星電話

フェニックス防災システム
兵庫県防災気象情報
気象情報システム
気象庁
西宮市雨量情報システム
宝塚市雨量情報システム
三田市土砂災害情報提供システム
神戸市降雨情報システム
大阪市都市環境局降雨情報
国 川の防災情報(武庫川、夙川)
県 海の防災情報
青野ダム・千刈ダム・丸山ダム 流入越
流量
にしのみや防災ネット
兵庫衛星通信ネットワーク

資料 10-２
資料 10-３
資料 10-５

河川

土砂

ダム

水位

災害

情報

火災

事故
災害

○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－

○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－

○
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－

○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
－

○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－

○
○
○
－
－
－
－
－
－
－
○

○
○
○
－
－
－
－
－
－
○
－

○
○
－
○
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

○
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－

○
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

○

－

－

○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
「雨量情報観測箇所及びワイヤーセンサー観測箇所一覧」参照
「防災行政無線設置箇所一覧」参照
「MCA 無線機設置箇所一覧」参照

（２）停電時の対応
停電時においては、庁舎管理課は、庁舎非常用電源設備を使用する。
庁舎非常用電源設備が使用不可の場合は、発動発電機等を準備する。
また、近畿総合通信局に対し、災害対策用移動電源車の貸出を要請することができる。
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（３）有線施設不通の場合の対応
災害時においては、有線通信施設が不通となる可能性が高いため、市所管無線施設のほか、以下
の無線通信施設の使用に対して、災害対策基本法第 79 条の規定により、以下の通信設備管理者の
協力を求めて使用することができる。なお、近畿総合通信局無線通信部陸上第二課に対し、移動通
信機器（衛星携帯電話、簡易無線またはＭＣＡ無線）の貸出を申請することができる。
資料 13-５

「災害通信の運用方法」参照

【緊急非常時利用可能通信施設】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

警察通信設備
海上保安庁通信設備
国土交通省通信設備
気象庁通信設備
総務省無線通信設備（電気通信監理局）
国土交通省無線通信設備
法務省無線通信設備
西日本電信電話(株)無線通信設備
ＪＲ通信設備
県無線通信設備
市町無線通信設備（消防無線を含む）

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

各高速道路会社無線通信設備
関西電力通信設備
大阪ガス無線通信設備
各私鉄通信設備
国際電電無線通信設備
日本通運無線通信設備
各漁業無線局
アマチュア無線局
ＮＨＫ、各民放、新聞社の無線通信設備
各タクシー会社の無線通信設備

有線施設不通の場合における防災情報ネットワーク

イメージ図

衛星通信ネットワーク
県内の地方公共団体

兵庫県
兵庫県
災害対策本部

通信衛星系
（衛星電話・
FAX）

全国の地方公共団体

Ｊ-Alert

総務省(消防庁)
内閣官房

阪神南県民センター

フェニックス防
災システム

Em-Net

陸上自衛隊

海上保安庁
防災相互連絡波

西宮市

ＭＣＡ
無線系

各支所

西宮警察署
甲子園警察署
大阪ガス㈱
上下水道局
阪神高速道路㈱管制室
西日本高速道路㈱管制センター

西宮市災害対策本部
災対統制局

消防局
(災対消防公安局)

専用
電話回線

第２、３次救急医療病院
県立西宮病院救命救急医療センター
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ＭＣＡ
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消防移動局
消防団移動局

３章

２節

３編 災害応急対策計画
災害情報の収集・伝達

災害情報を収集・伝達する

１．異常現象の通報を収集・伝達する
災害発生のおそれのある異常な現象(地震による火災発生や建物倒壊、異常水位、がけ崩れ、火
災等)を発見した者、又はその通報を受けた関係機関は、直ちに市(災害対策本部)に通報する。
通報を受けた市(災害対策本部)は、その旨を速やかに県・気象台その他の機関に通報する。併せ
て、災対第一技術局、災対第二技術局、災対給水技術局、災対消防公安局が中心となり、当該箇所
周辺について警戒・巡視活動を実施する。
また、必要に応じて警戒区域の設定、若しくは関係機関に警戒区域等の設定を要請する。

２．関係機関による情報を収集・伝達する
（１）地震に関する情報
地震発生時には、気象庁及び神戸地方気象台は以下の地震情報を発表するため、フェニックス防
災システム等の各種情報収集手段を通じて、西宮市及び周辺地域の震度情報を収集し、関係局部へ
直ちに伝達を行う。

【地震に関する情報】
地震情報の種類

内
容
地震波が２点以上の地震観測点で観測され、最大震度が５弱以上と推
定された場合に発表。地震の発生時刻、発生場所（震源）の推定値、
緊急地震速報
地震発生場所の震央地名と強い揺れ（震度５弱以上）が推定される地
域及び震度４が推定される地域名（全国を約２００地域に分割）
地震発生約２分後、震度３以上の全国約 180 に区分した地域名と地震
震度速報
の発生時刻を発表
地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）に「津波の心
震源に関する情報
配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はな
し」を付加して発表
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
震源・震度に関する
の地域名と市町村名を発表。なお、震度５弱以上と考えられる地域で、
情報
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 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
情報
模（マグニチュード）を発表
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や顕著な
その他の情報
地震の震源要素更新のお知らせなどを発表
震度５弱以上を観測した場合に、観測した各地の震度データをもと
推計震度分布図
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
資料 13-４
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（２）津波に関する情報
地震発生時等において、津波による災害の発生が予想される場合、気象庁及び神戸地方気象台は
以下の津波情報を発表するため、フェニックス防災システム等の各種情報収集手段を通じて、西宮
市及び周辺地域の津波情報を収集し、関係局部へ直ちに伝達を行う。

【津波に関する情報】平成 25 年 8 月 30 日から、大津波警報を「特別警報」に位置づけて運用。
津波警報・注意報の種類
気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される
津波の高さを求め、地震が発生してから約３分（一部の地震※については最速２分程度）を目標に津波警報
（大津波、津波）または津波注意報を、津波予報区単位で発表する。
※日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求め
られる地震
この時、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模が８を超える
ような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模をすぐに求めることができないため、その海域におけ
る最大の津波想定等をもとに津波警報・津波注意報を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や
津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表して、非常事態であること
を伝える。
このように予想させる津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合は、その後、地震の規模が精度
よく求められた時点で津波警報を更新し、予想される津波の高さも数値で発表する。
数値での発表（津波の高
巨大地震の
想定される被害と
種類
解説
さ予想の区分）
場合の発表
取るべき行動
10ｍ超
木造家屋が全壊・流失し、人は津
(10ｍ＜予想高さ)
波による流れに巻き込まれま
予想される津波の
す。ただちに海岸や川沿いから
高さが高いところ
10ｍ
大津波
巨大
離れ、高台や避難ビルなど安全
で 3ｍを超える場
(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ)
警報
な場所へ避難してください。
合。
5ｍ
(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ)
標高の低いところでは津波が襲
予想される津波の
い、浸水被害が発生します。人は
3ｍ
高さが高いところ
津波による流れに巻き込まれま
津波
高い
で 1ｍを超え、3ｍ
す。ただちに海岸や川沿いから
警報
(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ)
以下の場合。
離れ、高台や避難ビルなど安全
な場所へ避難してください。
予想される津波の
海の中では人は速い流れに巻き
高さが高いところ
込まれ、また、養殖いかだが流失
で 0.2ｍ以上、1ｍ
し小型船舶が転覆します。ただ
1ｍ
(表記
津波
以下の場合であっ
ちに海から上がって、海岸から
しない)
注意報
(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ)
て、津波による災
離れてください
害のおそれがある
場合。

注１）津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このう
ち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、
津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を
付して解除を行う場合がある。
注２）
「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波が
なかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

津波情報の種類
津波警報・注意報を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを知らせる。
種
類
内
容
各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想さ
津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報
れる津波の高さを発表する。
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主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を
発表する。
実際に津波を観測した場合に、その時刻や高
さを発表する。
沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合
の観測値から推定される沿岸での津波の到達時
刻や高さを津波予報区単位で発表する。

各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報
津波観測に関する情報(※1)
沖合の津波観測に関する情報(※2)
津波に関するその他の情報

津波に関するその他必要な事項を発表

(※1) 津波観測に関する情報の発表内容について
沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と
高さを発表する。
津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方が高くなることがあるため、観測された津波が小さいからと
いって避難を止めてしまうと危険である。そのため、最大波の観測値については、大津波警報または津波
警報が発表中の津波予報区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉
で発表して、津波が到達中であることを伝える。

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容
警報・注意報の発表状況

観測された津波の高さ

内容

１ｍ超

数値で発表

１ｍ以下

「観測中」と発表

０．２ｍ以上

数値で発表

０．２ｍ未満

「観測中」と発表

大津波警報を発表中

津波警報を発表中

津波注意報を発表中

数値で発表（津波の高さがごく小さい場合は

（すべての場合）

「微弱」と表現。
）

(津波観測に関する情報の発表例)
宮古
第 1 波到達時刻

11 日 15 時 01 分

これまでの最大波

観測中

引き

釜石
第 1 波到達時刻

11 日 14 時 46 分

押し

これまでの最大波

11 日 14 時 56 分

3.2ｍ

(※2)沖合の津波観測に関する情報の発表内容について
沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と
高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値※（第１波の推
定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。
最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、一定の
基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報または津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸
で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」
（沖合での観測値）または「推定中」
（沿岸
での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。
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沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容
警報・注意報の発表状況

観測された津波の高さ

沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発

３ｍ超

表

大津波警報を発表中

沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を

３ｍ以下

「推定中」と発表
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発

１ｍ超

表

津波警報を発表中

沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を

１ｍ以下

津波注意報を発表中

内容

「推定中」と発表

（すべての場合）

沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発
表

※沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での最大波の観測
値の発表基準は、以下のとおりである。
全国の警報等の発表状況

発表基準

いずれかの津波予報区で

より沿岸に近い他の沖合の観測点

大津波警報または津波警

（沿岸から 100 ㎞以内にある沖合の

報が発表中

観測点）において数値の発表基準に

発表内容
沖合での観測値を数値で発表

達した場合

津波注意報のみ発表中

上記以外

沖合での観測値を「観測中」と発表

（すべて数値で発表）

沖合での観測値を数値で発表

津波情報の留意事項等
①

津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報

・ 津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなか
でも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってくるこ
とがある。
・ 津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局地的に、予想
される津波の高さより高くなる場合がある。
②

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報
・

③

津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合がある。
津波観測に関する情報

・ 津波による潮位変化（第一波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かか
ることがある。
・ 場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれがある。
④

沖合の津波観測に関する情報
・

津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。

・

津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が到達す
るまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表が津波の到達に
間に合わない場合もある。
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(沖合の津波観測に関する情報の発表例)
〔沖合で観測した津波の観測値〕
青森県八戸沖
第 1 波到達時刻

11 日 14 時 51 分

押し

これまでの最大波

11 日 14 時 52 分

1.0m

第 1 波到達時刻

11 日 14 時 50 分

引き

これまでの最大波

観測中

岩手釜石沖

〔沖合の観測値から推定される沿岸の津波の高さ〕
青森県太平洋沿岸
第 1 波到達時刻

11 日 14 時 56 分

これまでの最大値の推定到達時刻

11 日 14 時 57 分

推定される津波の高さ

5m

岩手県
第 1 波到達時刻

11 日 14 時 56 分

これまでの最大値の推定到達時刻

11 日 14 時 57 分

推定される津波の高さ

5m

津波予報
地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表する。
発表される場合
内
容
津波が予想されないとき
津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表する。
高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心
0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき
配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表する。
津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続す
津波警報等の解除後も海面変動が継続するとき る可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴
などに際しては十分な留意が必要である旨を発表する。

(参考)

潮位に関する用語解説
T.P.と他の基準面の関係

【朔望平均満潮位】
朔望の日から前２日、後４日以内に現れる各月の最高潮位を平
均した水面

T.P.0ｍ

T.P.-0.84ｍ

【東京湾平均海面(T.P.)】(tokyo

東京湾平均海面(T.P.)

江戸川工事基準面(Y.P.)

peil の略、ティーピーと呼ぶ)

我が国の測量の基準となる水準点をいう。
もともとは、明治時代に東京湾の潮位観測を行った結果から定
めた水準点であるが、現在の東京湾の平均水位と一致するもの
ではない。

T.P.-1.134ｍ

潮位の基準面を表すものに、荒川工事基準面(A.P.)、大阪湾工
事基準面(O.P.)等がある。

T.P.-1.30ｍ
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地震及び津波に関する情報
地震発生

緊急地震速報（警報）
震度５弱以上が予測されたときに発表

震度速報 ※１
震度３以上で発表

津波による災害のおそれが
あると予想される場合

津波による災害のおそれが
ないと予想される場合
海面変動あり

津波警報・注意報

津波なし

※１

津波予報 ※３
(若干の海面変動)
津波到達予想時刻・予想され
る
各地の満潮時刻・津波到達予
想
震源・震度に
関する情報

震源に関する情報
震度３以上で発表

(若干の海面変動)※２

(津波の心配なし)

震源・震度に
関する情報
震度１以上の
観測なしでも発表

震源・震度に
関する情報
震度３以上で発表

(若干の海面変動)※２

震度１以上の
観測なしでも発表

各地の震度に
関する情報
震度１以上で発表

各地の震度に
関する情報
震度１以上で発表

(津波の心配なし)
各地の震度に
関する情報
震度１以上で発表
(津波の心配なし)

(若干の海面変動)※２
津波予報 ※２
(若干の海面変動)

推計震度分布図
震度５弱以上で発表

推計震度分布図
震度５弱以上で発表

推計震度分布図
震度５弱以上で発表

沖合の津波観測に関する情報

津波観測に関する情報

震源に関する情報
震度３以上で発表

※１
※２

※３

津波警報・注意報を震度速報より早く発表する場合あり。
地震情報に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して発表した後、津波予報で海面変動
が予想される津波予報区等を発表する。
津波警報・注意報を発表している津波予報区以外で海面変
動が予想される津波予報区に発表する。

3-44

３章

３編 災害応急対策計画
災害情報の収集・伝達

（３）気象に関する情報
気象情報は、気象庁や神戸地方気象台の他、気象工学研究所、ラジオ、テレビ等を通じて発表さ
れるため、西宮市及び周辺地域の気象情報を収集し、関係局部へ直ちに伝達を行う。
なお、異常気象等によって災害の発生が予想される場合、神戸地方気象台は、気象業務法に基づ
き、以下の注意報及び警報を発表する。

【気象情報等収集・伝達概略図】

【気象情報・警報等】

インター
ネット

インター
ネット

神戸地方気象台

西宮市

【雨量情報】
西宮市雨量情報システム
市内外 25 箇所

災害対策本部

兵庫県

【青野ダム放流情報】
宝塚土木事務所
青野ダム管理事務所

【 土 砂 災 害 情 報 】

災害対策課

衛星電 話

西宮土木事務所
宝塚土木事務所（武庫川上流関係）
尼崎港管理事務所

総務局危機管理室

インターネット

一 般加入 電話

【 水 防 指 令 ・ 水 位 情報 】

災害警戒本部

フェニッ クス防 災シス テム

兵庫県 災害対策課
阪神南県民センター

インター
ネット
／Fax

兵庫衛星 通信 ネ ットワ ーク

【気象・災害・指令情報】
【 各 種 災 害 報 告 】

Fax

ＭＣＡ 無 線

【高潮・洪水・津波警報】
㈱NTT マーケティングアクト
福岡 104 センタ

【現地気象等状況】
鳴尾支所
瓦木支所
甲東支所
塩瀬支所
山口支所
鳴尾浄水場
越水浄水場
丸山浄水場
北消防署
消防局
上下水道局

インター
ネット

国土交通省六甲砂防事務所

消防局
【各種気象情報・警報等】
㈱気象工学研究所

指令課

インター
ネット
一般加入
電話

庁内放送
NAIS-NET 緊急お知らせ
職員参集システム

庁内職員
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【気象に関する情報】

平成 30 年 5 月 30 日現在

発表官署
担当区域
一次細分区域
市町村等をまとめた地域
二次細分区域

警報

暴風(平均風速)
暴風雪(平均風速)
波浪(有義波高)
高潮(潮位：ＴＰ上)
(浸水害)
大雨
(土砂災害)
洪水
大雪(24 時間降雪の深さ)
強風(平均風速)
風雪(平均風速)
波浪(有義波高)
高潮(潮位：TP 上)
大雨
洪水

注意報

大雪(24 時間降雪の深さ)
雷
乾燥
濃霧(視程)
霜(最低気温)
なだれ

低温(最低気温)
着雪
(24 時間降雪の深さ)
(気温)
記録的短時間大雨情報(１時間雨量)

神戸地方気象台
兵庫県
南部
阪神
西宮市
陸上 20ｍ/s 海上 25ｍ/s
陸上 20ｍ/s 海上 25ｍ/s 雪を伴う
3.0ｍ
1.8ｍ
表面雨量指数基準 23
土壌雨量指数基準 134
流域雨量指数基準 夙川流域＝10.3
複合基準 －
指定河川洪水予報による基準 武庫川水系武庫川【甲武橋】
平地 10ｃｍ
山地 20ｃｍ
陸上 12ｍ/s 海上 15ｍ/s
陸上 12ｍ/s 海上 15ｍ/s 雷を伴う
1.5ｍ
1.2ｍ
表面雨量指数基準 9 土壌雨量指数基準 96
流域雨量指数基準 夙川流域＝8.2
複合基準 －
指定河川洪水予報による基準 武庫川水系武庫川【甲武橋】
平地 5ｃｍ 山地 10ｃｍ
落雷等により被害が予想される場合
最小湿度 40％ で実効湿度 60％
陸上 100ｍ 海上 500ｍ
4 月以降の晩霜 神戸 最低気温 4℃以下 姫路 最低気温 2℃以下
①積雪の深さ 70ｃｍ以上あり降雪の深さ 20ｃｍ以上
②積雪の深さ 50ｃｍ以上あり最高気温 9℃以上又は 24 時間雨量
10ｍｍ以上
-4℃以下
20ｃｍ以上
2℃以下
110ｍｍ

(1)警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。
警報・注意報は、気象要素が本表の基準に達すると予想される当該市町村等に対して発表する。
(2)大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注意報には表中の欄で基準として用いる
気象要素を示す。また、記録的短時間大雨情報には表中の欄で基準を示す。
(3)大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報および記録的短時間大雨情報では、基準にお
ける｢…以上｣の｢以上｣を省略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における｢…以下｣の｢以下｣を省略した。なお、上記以外の注意報で
は、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。
(4)表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる｢平地、山地｣等の地域名で基準値を記述する場合がある。
(5)表中において、対象の市町村等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜線で、また現象による災害がきわめて稀であり、災害との
関係が不明確であるため具体的な基準を定めていない警報・注意報についてはその欄を空白で、大雨及び洪水警報・注意報の雨量基準、土壌雨量
指数基準、流域雨量指数基準、複合基準のうち基準を定めていないもの、または、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない場合につ
いてはその欄を“－”で、それぞれ示している。
(6)大雨及び洪水の欄中においては、｢平坦地、平坦地以外｣等の地域名で基準値を記述する場合がある。｢平坦地、平坦地以外｣等の地域は別添
地図(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_h.html)を参照。
(7)大雨警報については、雨量基準に到達することが予想される場合は｢大雨警報(浸水害)｣、土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は
｢大雨警報(土砂災害)｣、両基準に到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」として発表するため、大雨警報の欄中、(浸水害)
は｢大雨警報(浸水害)｣、(土砂災害)は｢大雨警報(土砂災害)｣の基準をそれぞれ示している。
(8)土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等の域内における基準値の最低値を示している。
1km 四方毎の基準値については、別添資料(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html)を参照のこと。
(9)洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30 以上｣を意味する。
(10)洪水の欄中、｢指定河川洪水予報による基準｣の｢○○川[△△]は、洪水警報においては「指定河川である○○川に発表された洪水予報にお
いて、△△基準観測点ではん濫警戒情報、または、はん濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する｣ことを、洪水注意報にお
いては、同じく｢△△基準観測点ではん濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。
(11)高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す｢標高｣で表す。｢標高｣の基準面として東京湾平均海面(ＴＰ)を用いるが、島嶼部など一部では国
土地理院による高さの基準面あるいはＭＳＬ(平均潮位)等を用いる。
(12)地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用することが適切でない状態となることがある。
このような場合は、非常措置として基準のみにとらわれない警報･注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長期間継続すると
考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して｢暫定基準｣を設定し、通常より低い基準で運用するこ
とがある。
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①

大雨警報・注意報基準
警報区分

平成 30 年 5 月 30 日現在
表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

神戸市

23

123

尼崎市

23

―

西宮市

23

134

芦屋市

23

137

伊丹市

23

163

宝塚市

23

134

川西市

23

162

三田市

23

155

猪名川町

23

161

神戸市

12

88

尼崎市

11

128

西宮市

9

96

芦屋市

11

98

大雨注意報 伊丹市

11

117

大雨警報

②

市町村
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宝塚市

8

96

川西市

10

116

三田市

7

111

猪名川町

7

115

洪水警報・注意報基準
市町村

平成 30 年 5 月 30 日現在

流域雨量指数基準

複合基準

指定河川洪水予報による基準

武庫川流域=33.7, 有馬川流域=23.3,
神戸市

新湊川流域=14, 福田川流域=12.1,

新湊川流域= (8, 12.6)

―

明石川流域=21.6, 伊川流域=13.2

洪
水
警
報

猪名川[小戸],

尼崎市

庄下川流域=14.6

―

西宮市

夙川流域=10.3

―

兵庫県武庫川水系武庫川[甲武橋]

芦屋市

芦屋川流域=8.8

―

―

伊丹市

武庫川流域=45.6

―

猪名川 [小戸]

宝塚市

武庫川流域=45.2, 波豆川流域=10.6

―

―

川西市

塩川流域=8.3, 一庫・大路次川流域=25

―

猪名川 [小戸]

―

―

―

―

新湊川流域= (5, 11.2)

―

三田市

武庫川流域=27.9, 羽束川流域=16.4,
青野川流域=15.5

猪名川町 猪名川流域=19.7

兵庫県武庫川水系武庫川[甲武橋]

武庫川流域=26.9, 有馬川流域=18.6,
神戸市

新湊川流域=11.2, 福田川流域=9.6,
明石川流域=17.2, 伊川流域=10.5

洪
水
注
意
報

猪名川[小戸],

尼崎市

庄下川流域=11.6

―

西宮市

夙川流域=8.2

―

芦屋市

芦屋川流域=7

―

―

伊丹市

武庫川流域=36.4

武庫川流域=(9,36.4)

猪名川 [小戸]

宝塚市

武庫川流域=36.1, 波豆川流域=8.4

武庫川流域=(9,36.1)

―

川西市

塩川流域=6.6, 一庫・大路次川流域=20

―

猪名川 [小戸]

三田市

武庫川流域=22.3, 羽束川流域=13.1,
青野川流域=12.4

猪名川町 猪名川流域=14.1

兵庫県武庫川水系武庫川[甲武橋]
兵庫県武庫川水系武庫川[甲武橋]

武庫川流域=(7,12.9)
青野川流域=(9,9.9)

―

羽束川流域=(9,10.5)
猪名川流域=(5,14.1)
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雷注意報を補足する情報として、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竜巻注意情報が発表される。
各地の気象台等が担当地域（概ね一つの県）を対象に発表し、有効期間は発表から 1 時間と
しているが、注意すべき状況が続く場合には、竜巻注意情報が再度発表される。
この情報は防災機関や報道機関へ伝達され、以下のような内容は発表される。

竜巻注意情報の発表例
oo 県竜巻注意情報 第１号
平成 xx 年４月２０日１０時２７分 △△地方気象台発表
oo 県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。
空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しが
ある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。
この情報は、２０日１１時３０分まで有効です。
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③洪水予報の種類等と発表基準、警戒レベルについて
種類

情報名

「洪水注
意報（発
表）
」
又は「洪
水注意
報」

「氾濫注意情報」

「氾濫警報情報」

「洪水警
報（発
表）
」
又は「洪
水警報」

発表基準

警戒レベル

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇
が見込まれるとき
・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未
満の状態が継続しているとき
・避難判断推移に到達したが、水位の上昇が
見込まれないとき
・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき
・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到
達すると見込まれるとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇
が見込まれるとき
・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を
下回ったとき（避難判断水位を下回った場
合を除く）
・避難判断水位を超える状態が継続している
とき（水位の上昇の可能性がなくなった場
合を除く）
・氾濫危険水位に到達したとき
・氾濫危険水位を超える状態が継続している
とき

避難に備えハザードマップ等によ
り災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要
とされる警戒レベル２に相当。

・氾濫が発生したとき
・氾濫が継続しているとき

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避
難誘導や救援活動等が必要とな
る。災害がすでに発生している状
況であり、命を守るための最善の
行動をとる必要があることを示す
警戒レベル５に相当。
避難に備えハザードマップ等によ
り災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要
とされる警戒レベル２に相当。

「氾濫危険情報」

「氾濫発生情報」

「洪水注
意報
（警報解
除）
」

「氾濫注意情報
（警戒情報解
除）
」

「洪水注
意報解
除」

「氾濫注意情報解
除」

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中
に、避難判断水位を下回った場合（氾濫注
意水位を下回った場合を除く）
・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込
まれなくなったとき（氾濫危険水位に達し
た場合を除く）
・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意
情報を発表中に、氾濫注意水位を下回り、
氾濫の恐れがなくなったとき

避難準備・高齢者等避難開始の発
令の判断の参考とする。高齢者等
の避難が必要とされる警戒レベル
３に相当。

いつ氾濫が発生してもおかしくな
い状況、避難等の氾濫発生に対す
る対応を求める段階であり、避難
勧告等の発令の判断の参考とす
る。避難が必要とされる警戒レベ
ル４に相当。

（４）水防情報
水防警報は、洪水又は高潮によって災害の発生が予想される場合、国土交通大臣又は知事がそれ
ぞれ指定する河川、湖沼又は海岸について水防法第 16 条の規定に基づき発せられる。
市域内における対象区域は、二級河川（西宮土木事務所並びに尼崎港管理事務所管内河川の区域）
及び海岸の区域（尼崎港管理事務所管内海岸の区域）で水防警報の種類は、第１号待機、第２号準
備、第３号出動、第４号解除の４種類が発令される。
資料 10-１
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【参考】水防警報の発令基準水位
（兵庫県の平成 30 年度水防活動要綱より作成。単位：ｍ）
観測箇所（水位計設置箇所）

水防警報

武庫川

武庫川

阪神北県民局

有馬川

夙川

尼崎西宮芦屋港

阪神南県民センター

武田尾温泉～
生瀬橋上流

生瀬橋下流
～市境界

武田尾

生瀬

市境界～下流域

尼崎港管理事務所

全域

全域

上山口

夙川

全域(注１)

全域

西宮浜

1.8

1 号(待機)

小曽根

1.8

甲武橋

2.6

2.2

1.0

(新西宮ヨット
ハーバー)

0.9

水防団待機水位(通報水位)とする

2 号(準備)

3 号(出動)

4 号(解除)

2.9

2.5

4.0

3.2

2.9

2.5

3.3

2.7

1.2

1.1

氾濫注意水位と水防団待機水位の中間点

4.0

3.2

1.4

1.3

氾濫注意水位(警戒水位)とする

2.6

2.2

1.0

0.9

Ｔ.Ｐ＋2.2
(Ｏ.Ｐ+3.5)
（警戒潮
位）
Ｔ.Ｐ＋2.7
(Ｏ.Ｐ+4.0)
Ｔ.Ｐ＋3.0
(Ｏ.Ｐ+4.3)

(注 1)武庫川潮止堰の下流水位についても同様の数値で 1 号から 4 号の発令基準となる。

【参考】市内水位周知河川 水位情報
観測箇所 水位計設置箇所 単位：m
武庫川
有馬川

水位
水防団待機水位
(通報水位)
氾濫注意水位
(警戒水位)
避難判断水位
氾濫危険水位
(特別警戒水位)

武田尾温泉
～生瀬橋上流

生瀬橋下流
～市境界

武田尾

生瀬

3.1

夙川
夙川

甲武橋

小曽根

上山口

1.8

2.2

2.6

1.0

0.9

4.9

3.2

3.2

4.0

1.4

1.3

5.9

3.2

4.1

4.7

1.7

1.6

8.7

4.6

5.2

6.3

2.1

1.9

水防団待機水位(通報水位)
氾濫注意水位(警戒水位)

避難判断水位
氾濫危険水位(特別警戒水位)

(片鉾橋)

量水標管理者（土木事務所長）が水防本部長に報
告を開始する水位
出水時に水防管理者が水防団及び消防機関を出
動させ、又は出動準備をさせなければならない水
位（水防活動の目安）
警戒水位を超える水位であって、洪水による災害
の発生を特に警戒すベき水位として、兵庫県知事
が定める水位（避難勧告発令の目安）
洪水により氾濫の起るおそれのある水位
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（５）特別警報
気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報
を発表して警戒を呼びかけていた。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や
大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、
最大限の警戒を呼び掛ける。
特別警報が対象とする現象は、18,000 人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津
波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000 人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」
の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100 人近い死者・行方不明者を出した「平成 23 年台風第 12
号」の豪雨等が該当する。
特別警報が出た場合、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にある。住民は周囲の状況や市
町村から発表される避難指示（緊急）・避難勧告等の情報に留意し、ただちに命を守るための行動をと
ることとする。

現象の種類

基準

大雨

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年
に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合

暴風
高潮

暴風が吹くと予想される場合
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により

波浪
暴風雪
大雪

高波になると予想される場合
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ
れる場合
数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

現象の種類
津波

高潮になると予想される場合

基準
高いところで３メートルを超える津波が予想される場合
（大津波警報を特別警報に位置づける）

火山噴火

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合
（噴火警報（居住地域）＊を特別警報に位置づける）

地震
（地震動）

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合
（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置づける）
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（６）洪水予報河川(武庫川)の観測情報
水防法 11 条に定める洪水予報河川に、武庫川が指定（平成 22 年 9 月 7 日付）されたことにより兵
庫県及び気象庁から河川情報が発表されることとなった。発表内容例は以下のとおりである。
武庫川川下流洪水予報

第○号

平成○○年○月○日○時○分
兵庫県阪神南県民センター・神戸地方気象台
武庫川氾濫注意報(武庫川洪水注意報)
武庫川の甲武橋水位観測所では、
「氾濫注意水位(レベル 2)」に到達し、今後、水位はさらに
上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意して下さい。
台風第○号の通過による大雨により、降り始めの○日○時から○日○時まで
の、武庫川流域の流域平均雨量は 200 ミリに達しました。
また、所により１時間に 20 ミリの雨が降っています。
この雨は今後一層強まるでしょう。
○日○時から○日○時までの武庫川流域の流域平均雨量は 25 ミリの見込みです。
武庫川の水位は、○日○時には、次のように見込まれます。
甲武橋水位観測所で 4.80 メートル程度
これらの注意報・警報が発表となった場合、速やかに 3 編 4 章 1 節｢市民への広報を行う｣により
広報を行い、必要に応じて避難情報の発令を行う。

（７）青野ダム放流(武庫川上流水位)の観測情報
宝塚土木事務所は、武庫川上流部での異常降雨等により、青野ダムから放流する場合は必要に応
じて市に連絡する。市は市域内の降雨状況により武庫川流域のパトロールを実施し、武庫川の水位
を観測するとともに、状況に応じて警戒区域等の設定を行う。

（８）雨量情報
市内の雨量状況等については、気象庁及び神戸地方気象台の情報だけでなく、西宮市雨量情報シ
ステム(市内外 25 箇所)、気象情報システム及び宝塚市雨量システム等の近隣市雨量観測システム
からも情報を得る。

（９）火災情報
火災発生の通報は、通常市民からの 119 番通報により、現地へ情報収集要員を派遣して火災情報
を収集する。また、災害発生時は被災地の電話が使えないことも想定して、高所監視用カメラシス
テムの活用をはじめ、ヘリコプターの出動要請を行い、県が設置するヘリコプターテレビ電送シス
テム等を活用して、画像情報の収集に努める。なお、以下の基準により、火災情報を発令する。
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発令基準】

気象状況等が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消防局長において、市民に対し、火
災に対する注意をうながす必要があると認められたときに発令し、その必要がなくなったと
きに解除する。
○実効湿度が 65％以下で、最低湿度が 45％以下となる見込みのとき。
○平均風速７ｍ以上の風が、１時間以上連続して吹く見込みのとき。
○気象台長が、気象注意報又は気象警報を発したときで、消防局長が必要と認めるとき。
○連日火災が多発しているときで消防局長が必要と認めるとき。

【火災警報

発令基準】

神戸地方気象台の発表する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
険であると認められるとき、消防法第 22 条の規定に基づき、市長が市域に発令にするもの。
ただし、降雨降雪等により、その必要がないと認められるときを除く。
○実効湿度 60％以下で最低湿度 40％以下となり、風速が７ｍを超える見込みのとき。
○平均風速 15ｍ以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。

３．Ｊ－ＡＬＥＲＴによる情報を伝達する
災害発生時には、大津波警報、緊急地震速報等の緊急情報を、人工衛星を用いて国（気象庁・
消防庁）から送信され、Ｊ－ＡＬＥＲＴにより情報が受信機まで到達する。その後、防災行政無
線（デジタル同報系）やエリアメール、さくらＦＭ等を自動起動することで住民に伝達を行う。
資料 10-７
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３節

被害情報を収集する

１．被害概況を早期に把握する
災害応急活動や応援要請を速やかに行うため、すみやかな被害規模の把握に努める。
災害発生直後に、人命救助活動及び避難誘導活動が終了あるいは一定の目処が付いた場合には、
災対第一技術局、災対第二技術局、災対消防公安局が中心となり、警戒・巡視活動を積極的に実施
し、災害発生危険箇所や被害発生状況の早期把握に努める。

２．被害情報を収集する
（１）参集職員による情報収集の集約整理
各災対局総括部は、所属の参集職員から参集途上の見聞情報を取りまとめ、災対統制局へ報告す
る。

（２）市民からの通報による被害情報の集約整理
各災対局総括部は、市民からの通報による被害情報を取りまとめ、災対統制局へ報告する。
資料 14-１

「災害通報受付票・処理票」参照

（３）公共施設の被害状況調査
各災対局は、現地に所属職員を派遣し所管する公共施設及び周辺施設の被害状況を早急に把握す
るように努め、各災対局総括部にて取りまとめた上、災対統制局へ報告する。

（４）防災関係機関との連絡調整
災対統制局においては、各災対局からの情報収集だけでなく、防災関係機関と随時連絡調整を行
い、迅速な被害情報の把握に努める。

（５）収集すべき情報
各災対局は、災害の段階に応じて、次の情報の収集に努める。

【災害発生直後】
・人命危険の有無及び人的被害の発生状況
・土砂災害、津波災害の発生状況
・家屋等建物の被害状況
・火災等の二次災害の発生状況及び危険性
・避難の必要の有無及び避難の状況
・市民の動向
・道路、港湾、及び交通機関の被害状況
・電気、水道、電話等ライフラインの被害状況
・その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項
・その他法令に定める報告等

3-54

３章

３編 災害応急対策計画
災害情報の収集・伝達

【その後の段階】
・被害状況
・避難勧告、指示又は警戒区域の設定状況
・避難所の設置状況
・避難生活の状況
・食糧、飲料水、生活必需物資の供給状況
・電気、水道、電話等ライフラインの復旧状況
・医療機関の開設状況
・救護所の設置及び活動状況
・傷病者の収容状況
・道路、港湾、及び交通機関の復旧状況
・その他法令に定める報告等

（６）人的被害の収集
市は、警察署や関係機関と互いに連絡をとり、人的被害の把握に遺漏がないよう対処する。

【人的被害の収集項目等】
●収集項目
ア．死亡者
イ．負傷者（重・軽傷者）
ウ．行方不明者
●収集方法
ア．参集した職員からの報告
イ．警察からの報告
ウ．災対消防公安局の救急救助状況
エ．各自主防災組織からの収集
オ．市民からの通報
カ．災対避難局からの避難者状況
キ．災対病院局、災対保健医療局からの負傷者救護状況
ク．災対衛生局からの死亡者収容状況

（７）建物被害の収集
市は、市民や関係機関からの情報を収集整理し、できるだけ早く外観目視による全棟調査を実施
する。

【建物被害の収集項目】
ア．全壊
イ．半壊
ウ．一部破損
エ．流出
オ．床上浸水
カ．床下浸水
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３．災害・被害情報を整理する
（１）災害・被害情報のデータベース化
災対統制局は、報告を受けた災害・被害情報を集約し項目毎に整理記録する。また、地図情報の
データベース化を図り、被災状況図を作成する。

（２）被災者支援システムの立ち上げ及び運用
被災者支援システムの立ち上げ及び運用を、必要に応じ以下のとおり実施し、り災証明書の発行、
各種義援金の交付等の被災者支援に活用する。

【被災者支援システム及びサブシステムの主な機能】
種

類

内

容

被災者支援システム

災害業務支援システムの中核をなすシステムで、被災者の氏
名・住所等の基本情報に加え、被災状況の管理やり災証明書の
発行、各種義援金の交付処理等を総合的に管理するシステム。

仮設住宅管理システム

仮設住宅分布図の作成をはじめ、仮設住宅の管理、仮設住宅へ
の入居申込・抽選機能及び被災者支援システムと連動した被災
者の仮設住宅への入退去管理を行うシステム。

犠牲者・遺族管理システム

地震等の災害による犠牲者名簿の作成及び追悼式・慰霊祭等に
必要な遺族情報の管理を行うシステム。

被災者支援システムを中心とする業務支援イメージ
緊急物資
管理システム

倒壊家屋
管理システム

避難所
関連システム

被災者支援システ

仮設住宅
管理システム

犠牲者・遺族
管理システム

被災予測等復旧復興
関連システム
ＧＩＳ

連携

西宮市 WebGIS

…改良中、未整備
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被災者支援システム導入・運用フロー
●被災者台帳の作成
～人的、物的被害状況を把握するために、最新若しくは
直近の住民基本台帳をもとに作成

被災者向け支援は世帯が単位であり、世
帯構成員を把握しておかないと多くのト
ラブルが発生することになる
●調査すべき内容
被害状況（家屋等）、人的被害（死亡、
重症、軽傷等）
、避難先住所、電話等

●被災状況調査
～上記台帳をもとに被災地域全域の調査を実施

住民登録外の被災者データ作成機能もあ
るため、該当者があれば入力可能

●被災状況のデータベース化
～被災状況調査結果を被災者台帳に入力

●市役所データ入力
～市役所が保有する各種データをデータベースに登録

①口座番号、電話番号
②福祉情報
③就学情報
①各世帯の被害状況の把握
②り災証明書の発行
③被災世帯の避難場所の登録
④各種義援金の管理
⑤避難所・避難者登録
⑥仮設住宅の入・退去登録
⑦生活支援金の管理 など

様々な被災者支援業務が
コンピューターで処理可能になる

（３）被災写真の撮影
被害状況の写真は、被害状況確認の資料及び記録保存のためにきわめて重要であるため、適宜被
害箇所を選定し、被害の程度及び状況がわかるよう、また被害の報告写真として役立つようなもの
を撮影する。被災宅地危険度判定でも、現地写真を撮影することから情報の集約を行う。

（４）その他情報整理上の留意点
被害状況等の集約・整理に当たっては、次の点に留意する。
①

確認情報と未確認情報（至急確認すべき情報）とを区別する。

②

確認情報に基づき災害の全体像を把握する。

③

応援要請等に係る情報を整理する。

④

情報の空白地域を把握する。

⑤

被害が軽微な地区、又は被害がない地区を把握する。

（５）災害記録の収集活用
被災地域の状況写真、災害記録、被災施設に関する資料、その他各種災害に関する資料を収集し
データを整理する。
また、これらを分析して、復旧・復興対策及び広報活動の資料、あるいは今後の防災計画に反映
する。
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４節

災害・被害情報を伝達・報告する

１．関係機関に情報を伝達する
関係機関への伝達は、必要と判断されるものについて行う。

【災害情報等の通報先】
○兵庫県 災害対策課
○兵庫県阪神南県民センター 総務防災課
○西宮警察署 警備課
○甲子園警察署 警備課
○神戸地方気象台 業務課
○異常気象によって災害の影響があると予想される近隣市
○その他防災関係機関

２．職員に情報を伝達する
各職員が所管事務を支障なく行えるよう、災対統制局から各災対局総括部等を通じて、適宜に各
種情報や本部の対応方針・決定事項を伝達する。
また、以下の機器類を積極的に活用して、庁内情報伝達に遺漏がないように配慮する。

【職員への情報伝達手段】
○勤務時間内
・庁内放送
・NAIS-NET 掲示板
・庁内電話、一般加入電話
・防災行政無線
・本部前掲示板等
○勤務時間外
・一般加入電話(緊急電話連絡網)
・職員参集システム(電子メール)
・防災行政無線

３．県等に被害を報告する
市は、県に災害情報(災害状況及びそれに対する措置)を報告する。
また、市は、自らの対応能力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な災害が発生したとき
は、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努める。

（１）報告基準
市は、以下の基準に基づき、県に災害情報を報告する。
ア．災害救助法の適用基準に合致する災害
イ．災害対策本部を設置した災害
ウ．西宮市域の被害は軽微でも、隣接市で大きな被害を生じている災害
エ．災害による被害に対して、国の特別の財政的援助を要する災害
オ．災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程
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度の災害（市域内で震度４以上を記録した地震、又は被害を生じた地震を指すこととする）
カ．アまたはイに定める災害になるおそれのある災害

（２）報告系統
①

県への報告

県（阪神南県民センター）に災害情報を報告する。
県は災害情報の報告を受け、それを取りまとめて内閣総理大臣（窓口消防庁）に報告する。

②

通信の不通等により県に報告できない場合

内閣総理大臣（窓口消防庁）に対して直接災害情報を報告する。ただし、その場合にも県との連
絡確保に努め、連絡がとれるようになった後に県に報告する。
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【報告系統】
報告区分
緊急報告

報告系統及び使用様式（
〔

〕は様式、

はフェニックス防災システムの情報経路を表す）

ライフライン関係機関

中央防災会議

県消防防災ヘリ
内閣府（内閣総理大臣）
県地方機関〔庁舎緊急報告〕
県（災害対策本部）

県各所属〔自宅及び出勤途上の状況報告〕

消防庁

市町〔庁舎緊急報告〕
県（地方本部）
市町（消防本部）
（震度５強の地震を観測した時
及び通報殺到時）
災害概況即報

市町〔災害概況即報（市町→地方本部）
〕

県（地方本部）
〔災害概況即報（地方本部→災害対策本部）
〕
県（災害対策本部）
〔災害概況即報（県→消防庁）
〕
（県連絡不能の場合）
被害状況即報

消防庁

内閣府(内閣総理大臣)

中央防災会議

市町〔被害概況即報（市町→地方本部）
〕

県（地方本部）
〔被害概況即報（地方本部→災害対策本部）
〕
県（災害対策本部）
〔被害概況即報（県→消防庁）
〕
（県連絡不能の場合）
消防庁
災害確定報告

内閣府(内閣総理大臣)

中央防災会議

市町〔災害確定報告（市町→地方本部）
〕
（文書）
県（地方本部）
〔災害確定報告（地方本部→災害対策本部）
〕
県（災害対策本部）
〔災害確定報告（県→消防庁）
〕
（文書）
消防庁

内閣府(内閣総理大臣)

中央防災会議

（注）１ 本部が設置されない場合も上図に準じる。
２ 市町は、県（地方本部）に連絡が取れない場合、又は緊急の場合は、直接県（災害対策本部）に報告す
ることとする。
３ 報告は、原則として防災端末とするが、それによりがたい場合は、衛星電話等最も迅速な方法で行うこ
ととする。
４ 消防庁への連絡窓口は次のとおりとする。
区 分
通常時
夜間・休日時
回線別
※応急対策室
※宿直室
ＮＴＴ回線
電 話
03-5253-7527
03-5253-7777
ＦＡＸ
03-5253-7537
03-5253-7553
消防防災無線
電 話
7527
7782
ＦＡＸ
7537
7789
地域衛星通信 電 話
TN-048-500-7527
TN-048-500-7782
ネットワーク
ＦＡＸ
―
―
（注）TN は、各地方公共団体固有の衛星回線選択番号を示す。

3-60

３章

３編 災害応急対策計画
災害情報の収集・伝達

（３）災害情報の伝達手段
①

フェニックス防災システムへの入力

災害情報の報告は、災害の発生を覚知したときは、速やかにフェニックス防災システムへの入力
により行う。また、この際、あらかじめ県が指定する時間毎に市域の災害情報を取りまとめ、以下
のとおり入力を行う。

ア．災害速報
災害情報を把握（市民からの通報、パトロールでの覚知等）した機関は、速やかにフェニックス
防災システムの災害速報に入力する。
当該機関は、市への連絡に努めるとともに、市は、フェニックス防災システムをモニターし、市
域の災害情報の一元的な把握に努める。
個別事案や小規模な災害等については、災害速報への入力を制限しないが、それ以外については、
報告要領により情報の優先順位を考慮する。

イ．災害総括
一定時間の経過（県下の数カ所で被害の発生を確認し、今後、拡大が予想される段階になったと
き）後、県災害対策課から阪神南県民センターを通じ、市域の被害状況等をとりまとめ、指定する
時間までにフェニックス防災システムの災害総括で報告するよう求められた場合、市は、指定され
た時間までに災害総括を入力する。
（以後、原則として、おおむね 3～4 時間ごとに災害総括の報告を求められることがある。
）
災害総括は、市に一元化された市域の災害情報の総括表である。
他の機関は検索により、情報を共有化し、情報に誤り・漏れ等があることを確認した場合には、
市に連絡する。
災害総括の情報の誤り・漏れ等の修正については、原則として、市の次回の災害総括の際に修正
する。
（ただし、災害対策上重大な影響を及ぼす誤り（例：死者数と負傷者数を誤って記載した）に
ついては、次回の災害総括の前に修正する必要があるので、その都度、県災害対策課と協議する。
）

【フェニックス防災システム
種 類

災害速報と災害総括の入力比較】

災 害 速 報

災 害 総 括

最初に当該事案の発生を把握（覚知） 原則として、 市のみ
入力機関

したフェニックス防災システム設置
機関

入力時期

把握（覚知）の都度（直後）随時

県災害対策課が指定した時間内

入力内容

当該事案の概要等

市域の災害の状況（とりまとめ）

他機関への別

市及び対策を必要とする場合には関

なし

手段での連絡

係する機関に別途、連絡（電話等）す

の有無

る。
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②

その他通信機器による報告

状況により有線、無線、ファックス、テレビ電話等で、最も迅速確実な手段を使用する。

③

有線が途絶した場合の報告

兵庫衛星通信ネットワーク、西日本電信電話(株)災害対策用無線、警察無線等の無線通信施設等
を利用する。また、必要に応じ、他機関に協力を求め、通信手段を確保する。

④

すべての通信施設が不通の場合の報告

通信可能な地域まで職員を派遣する等、あらゆる手段をつくして伝達するよう努める。

（４）報告種類及び内容
災害に関する報告事項については、災害報告取扱要領（昭和 45 年４月 10 日付消防防第 246 号）
及び火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号（平成 16 年 9 月 17 日付消防
震第 67 号にて一部改正）
）により行う。
資料２-７ 「災害報告取扱要領」参照
資料２-８ 「火災・災害等即報要領」参照
資料 14-２ 「被害状況報告（報告書式）
」参照

①

緊急報告

市は、事務所の周辺の状況を県（災害対策本部、地方本部経由）に衛星電話やファクシミリ等最
も迅速な方法で報告する。原則として、防災端末（事務所被害報告の機能を活用）により報告する。
報告内容は、庁舎周辺で覚知できる状況のみでよく、必ずしも数値で表せる情報である必要はない。
また、緊急の場合には口頭報告で差し支えない。
市は、直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、第一報を県に対してだけでなく、消防庁
に対しても、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告することとする。
市は、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防本部への通報（電話・来庁を問わな
い。）が殺到した場合、直ちに消防庁、県（災害対策本部、地方本部経由）それぞれに対し報告す
る。消防庁に対しては、県を経由することなく直接報告し、その旨県にも後で報告する。
報告内容は必ずしも具体的で被害状況を含んでいる必要はなく、通報受信状況の概要で足りるこ
ととし、把握できている異常事象に係る情報があれば適宜補足する。
報告は様式にこだわらず、原則として防災端末、又はそれによりがたい場合は衛星電話やファク
シミリ等最も迅速な方法で行うこととする。

②

災害概況即報

市は、報告すべき災害を覚知したとき直ちに第一報を県（災害対策本部、地方本部経由）に報告
し、災害の初期段階で被害状況が十分把握できていない場合には、速やかに人的被害の状況、建築
物の被害状況及び土砂災害の発生状況等の情報を収集し、被害規模に関する概括的情報も含め、把
握できた範囲から、逐次、県（災害対策本部、地方本部経由）へ報告する。
特に、災害が自らの対応力のみでは十分な対策を講じることができない規模であると予想される
場合は、至急その旨を県（災害対策本部、地方本部経由）へ報告することとする。
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被害状況即報

市は、被害状況に関する情報を収集し、
〔被害状況即報〕の様式により県（災害対策本部、地方本
部経由）に報告する。

④

災害確定報告

市は、応急措置完了後速やかに県（災害対策本部、地方本部経由）に文書で災害確定報告を行う。
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４章 災害情報の広報・広聴
第１

災害応急対策の目的と構成

●災害発生直後やその後の復旧活動においては、情報不足や風評による社会不安の増大及び混乱が生
じる可能性が高いことから、住民等へ積極的に情報提供を行うために必要な伝達手段や伝達内容等
についてあらかじめ定めるものである。
節
１節

市民への広報を行う

２節

報道機関に情報提供を行う

３節

市民からの広聴を行う

第２

項
１．広報手段を確保する
２．災害情報について広報を行う
３．要配慮者（災害時要援護者）への
広報活動を実施する
４．観光客等に災害広報を実施する
５．ホームレスに災害広報を実施す
る
１．災害情報の報道を依頼する
２．報道機関に災害情報を提供する
１．市民相談・問合せ窓口を設置する
２．安否確認情報を収集する
３．広報内容を検討する
４．市民からの要望等を処理する

担当局、関係機関

災対統制局
災対政策局
災対市民局
各局
報道機関

災害応急対策の流れ

災害発生

災害情報・被害情報の収集・整理

広報手段
の確保

広報内容の検討（災対統制局）

広報活動の実施
情報提供
報道依頼

広報

県

市民
要配慮者（災害時要援護
協力
広報

ボランティア等
広報
施設管理者等

情報収集・要望処理・広報内容検討
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災害応急対策の内容

市民への広報を行う
災害発生直後やその後の復旧活動においては、情報不足や風評による社会不安の増大及び混乱が

生じる可能性が高いため、市は関係機関と協力し、積極的に住民等へ情報提供を行う。

１．広報手段を確保する
使用可能な媒体手段を積極的に活用し、速やかに情報伝達を実施する。また、報道機関の取材に
も積極的に協力する。

【災害発生直後・応急対策活動

伝達手段】

○広報車両
・市広報車、市公用車、消防車、消防団車両、その他関係機関の広報車
○防災行政無線(同報系)
・防災スピーカー、緊急告知ラジオ、学校園構内スピーカー
○電話
・電話応答システム、緊急情報一斉電話配信システム
○ヘリコプター
・拡声装置
○インターネット
・西宮市公式ホームページや携帯サイト「ふろむ西宮」｢にしのみや防災ネット｣「西宮市公式
ツィッター」｢西宮市公式フェイスブック｣等
○携帯電話メール
・エリアメール（NTTDocomo）、緊急速報メール（au、Softbank）
○マスメディア
・報道機関(NHK 等)、ケーブルテレビ、サンテレビ、さくら FM
○自主防災組織等の連絡網
○戸別訪問(職員等)
○災害広報紙及びチラシの配布
○郵送(市外避難者対象)

【避難所

伝達手段】

○災害広報紙及びチラシの配布
○避難所広報看板の設置
○避難所運営者からの口頭伝達

２．災害情報について広報を行う
災害発生直後のすみやかな災害情報の広報は、人心の安定やパニック防止等を図る上で重要であ
ることから、市は関係機関と協議のうえ、次の事項を中心に広報活動を実施する。
また、不特定多数の人々が集まる公共施設等の管理者は、混乱による二次被害を防止するため、
利用者に対して速やかに災害状況や予警報・避難経路の伝達等の広報を実施する。
なお、広報内容は簡潔で誤解を招かない表現に努める。
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【災害発生直後

伝達内容】

○観測情報
・気象情報、地震・津波情報及び気象警報等
○災害の状況
・被災概況
○避難情報
・避難勧告及び避難指示（緊急）等
○市民の心得及び処置等

【応急対策活動・避難所

伝達内容】

○各種災害予警報等の災害発生見通し
○市内の被害情報（人的被害、住家被害等の概括的被害状況）
○応急対策状況
・応急対策の概況
○生活関連情報
・避難所及び救護所に関すること
・医療機関に関すること
・食糧、飲料水の供給等に関すること
・生活必需品、燃料の供給等に関すること
・ごみ及び災害廃棄物の処理
・家庭・職場での対策と心得
○ライフライン情報
・ライフライン施設（電気、ガス、水道、下水道、通信）の被災状況
・復旧状況および見通し
○交通情報
・道路、交通機関の被災状況
・交通機関の運行状況
・交通規制状況
○その他行政情報
・各種相談窓口の開設状況
・り災証明書等の発行、税・手数料等の減免措置、災害援護資金等の融資情報
・市業務の再開状況
・必要な災害ボランティア情報（県外からの支援者の受入れ調整等）
・義援金・救援物資の受け入れ方法・窓口等に関する情報
・その他必要な事項（防災機関に対する不要不急電話を自粛等）
○デマ、流言に関する注意喚起
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【防災行政無線伝達内容】
J-ALERT 起動による防災スピーカー自動放送(原則、市内全域)
○ゲリラ攻撃・ミサイル発射・大規模テロ情報を観測したとき【国民保護情報】
○兵庫県南東部で震度 4 以上の緊急地震速報及び地震速報を観測したとき
○兵庫県瀬戸内沿岸部で津波注意報(沿岸部)、津波警報・大津波警報を観測したとき
手動による防災スピーカー放送
○避難情報
・避難勧告及び避難指示（緊急）等
○その他災害情報、防犯情報等特に周知するべき事項があるとき
○避難訓練等の試験放送

【にしのみや防災ネット伝達内容】
○ゲリラ攻撃・ミサイル発射・大規模テロ情報を観測したとき【国民保護情報】
○兵庫県南東部で震度 4 以上の緊急地震速報及び地震速報を観測したとき
○兵庫県瀬戸内沿岸部で津波注意報(沿岸部)、津波警報・大津波警報を観測したとき
○避難情報
・避難勧告及び避難指示（緊急）等
○その他特に周知するべき事項があるとき
○避難訓練等の試験放送
○気象情報
○道路通行止め情報

３．要配慮者（災害時要援護者）への広報活動を実施する
要配慮者（災害時要援護者）への広報は、その状況にあわせ災害ボランティア等の協力を得て、
各種広報媒体を作成し情報提供を行う。

【広報媒体の例】
・文字放送及び手話放送
・サンテレビ｢まちナビ｣
・点字広報紙

４．観光客等に災害広報を実施する
観光・レクリエーション施設等、その他多数の人が集まる場所における災害の広報は、その施設
の責任者、管理者等による自主的な広報を原則とする。
また、災害広報の実施機関は、必要に応じて釣り人等の観光客、船舶等に対し、早急に安全な場
所へ避難するよう措置を講じる。

５．ホームレスに災害広報を実施する
洪水等の災害発生が予想される場合には、河川等に起居するホームレスに危険が及ぶ事態が想定
されるため、河川あるいは公園等の公共施設管理者と連携して、ホームレスへの災害情報の提供と
早期の避難を促す。
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２節

報道機関に情報提供を行う

１．災害情報の報道を依頼する
各部からの災害情報の報道は、災対統制局でとりまとめ、災対政策局の広報担当者が報道機関へ
依頼する。
テレビ、ラジオ等については、県を通じて「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、
ＮＨＫ神戸放送局、サンテレビ、ラジオ関西等に対し放送要請する。ケーブルテレビ、コミュニテ
ィＦＭ局等の地域メディアへの放送要請も併せて実施する。
資料５-２
資料５-３

「災害情報等に関する放送の実施に関する協定書」 参照
「災害時における放送要請に関する協定（参考）
」 参照

２．報道機関に災害情報を提供する
（１）報道機関への要請
災害対策本部は、災対政策局広報・広聴部を窓口として報道機関に対して災害に関する情報を発
表する。
また、広報担当者は、必要に応じて災害時報道発表資料を作成し、報道機関への情報提供、報道
機関に対し、テレビ・ラジオ等を通じた広報を要請する。

（２）報道・記者発表
広報担当者は、報道・記者会見場を設置し、会見を定時に開いて必要な情報を報道機関へ提供す
る。

（３）広報・発表内容
広報・発表内容は、概ね「３編４章１節

市民への広報を行う」の伝達内容を基に検討し、本部

会議へ諮ることとする。なお、個人情報については、西宮市個人情報保護条例の規定により、十分
な配慮を行うこと。

（４）報道・記者会見場(大規模災害発生時等の場合)
大規模災害時等、報道関係者が多数来庁する場合に備え、報道・記者会見場を適宜設置する。
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市民からの広聴を行う

１．市民相談・問合せ窓口を設置する
災害後の市民からの多種多様な相談や問合せに対応するため、適宜、以下のような窓口等を設置
する。また、想定される相談内容をもとに、必要に応じて、各局応援職員や各種専門ボランティア
を編入する。

【相談・問合せ窓口】
ア．総合庁内案内（災対政策局）
イ．総合相談窓口（災対市民局）
ウ．総合電話受付（災対市民局、災対第一技術局、災対第二技術局、災対給水技術局）
エ．避難所、支所等での相談窓口（災対市民局、災対避難局）
オ．専門相談窓口（各局応援職員、各種専門ボランティア）

【想定される相談内容】
(1)安否確認及び捜索依頼
(2)食糧、飲料水、日用品等の支給に関する情報
(3)り災証明に関する事項（被害調査の実施、証明書発行受付等）
(4)環境衛生に関する事項（ごみ処理、家屋等の消毒、汲み取りの実施等）
(5)住宅に関する事項（応急修理、仮設住宅、片付けを行う災害ボランティアの派遣、補
修・解体、建て替え等）
(6)生活安定に関する事項（災害見舞金、義援金支給の申し込み、税・保険料の徴収猶予・
減免、制度融資・給付等）
(7)健康相談、要配慮者（災害時要援護者）への支援
(8)外国籍住民への情報提供
(9)職業の斡旋 等

２．安否確認情報を収集する
市は、警察・消防・医療機関等の各種防災関係機関の協力を得て、被災者の安否に関する情報を、
極力収集・整理する。
また、安否確認などの個人情報の提供については、災害の状況、被災者及びその関係者の状況、
情報請求者の情報利用目的等を鑑み、併せて西宮市個人情報保護条例や関係法令に基づき、関係機
関との協議により適切に実施する。

３．広報内容を検討する
市民が必要としている情報を提供するため、災対市民局は、市民から受けた要望等をもとに災対
統制局及び災対政策局広報部と連携を図り、広報内容を検討する。

3-69

３編
４章

災害応急対策計画
災害情報の広報・広聴

４．市民からの要望等を処理する
寄せられた要望等については、各局・関係機関と連絡調整し処理するものとし、併せて復旧・復
興計画に反映させる。

【要望処理上の留意点】
①問合わせ内容に対する回答結果を、統一的な文書として作成し、掲示又は班員へ配布し
て、その後の対応の迅速化を図る。
②問い合わせ内容・件数を記録し、必要に応じて、翌日以降の広報内容に反映させる。
③要望、苦情等については、速やかに各関係機関へ連絡し、早期解決に努める。
④処理方法の統一化を図るため、聴取用紙等を準備する。
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５章 救急・救助活動の実施
第１

災害応急対策の目的と構成

●大規模な災害発生時には同時に多数の被災者が発生し、一刻も早い救出活動が求められることから、
関係医療機関や医療関係ボランティアと連携して迅速に救助活動体制、医療活動体制を確立するた
めに必要な事項について定めるものである。
節
１節

人命救助活動を実施する

２節

応急医療活動を実施する

３節

特殊な治療活動に対応する

第２

災害応急対策の流れ

項

担当局、関係機関
１．救助活動体制を確立する
２．人命救助活動を実施する
１．大規模医療活動体制を確立する
２．初期医療活動を実施する
３．広域搬送及び後方医療活動の支
援を要請する
４．医療関係ボランティアの支援を
要請する
５．医薬品等を確保する
１．個別疾病患者に対応する
２．大規模事故災害患者に対応する
３．放射性物資事故災害患者に対応
する

災対消防公安局
災対第一技術局
災対第二技術局
災対給水技術局
災対保健医療局
各局(人命救助活動
のみ)
警察、医療機関
各関係機関

災害発生

自主的な
救助活動の実施

救助活動体制
の確立

被災者・負傷者の
救急・救助・搬送

医療救護活動本部
の設置

初期医療の実施

県

市内医療救護班のみ
では実施が困難な場合

広域応援の要請

個別疾病
大規模事故等

災害時拠点病院
市立中央病院等

医薬品等の確保

特殊な医療活動への対応

医療機関
消防局

広域的搬送・後方医療活動の実施
二次搬送
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第３

１節

災害応急対策の内容

人命救助活動を実施する

１．救助活動体制を確立する
災対消防公安局は、警察及び各種事業者等関係機関と相互に協力して速やかに被害状況を把握す
るとともに、生命身体が危険な状態にある被災者及び負傷者等を迅速に保護し救助する。また、必
要に応じ、自衛隊、隣接市町の消防機関等に協力を要請する。
各局は担当区域にて人命救助に当たる。災害現場に人命救助隊が到着するまでの間は、自主防災
組織等地域住民が救助作業を実施する。なお、自主防災組織は、災害現場において市が行う救助作
業に協力する。
船舶海難及び海上における人身事故等の通報を受けた時又は認知した時は、西宮海上保安署に速
やかに通報するとともに、救助等の措置に援助・協力する。
資料７-８

「人命救助隊(避難誘導隊)担当区域」参照

２．人命救助活動を実施する
（１）効率的な救助活動の実施
市は、状況により、人命救助隊の規程に基づき庁内職員を動員・派遣し、被災者及び負傷者等の
救助を実施する。また、必要に応じ関係機関による連絡調整組織を立ち上げ、地区割等を調整し効
率的な救援救助活動を行う。
特殊機器を必要とする作業は、関係機関と緊密な連絡をとって行う。作業用重機は、建設協会等
の協力を得て、必要とする現場に配置する。
資料９-４
資料９-６

「備蓄資器材一覧」参照
「救助器具等一覧（消防局）
」参照

（２）救出者の搬送
災対消防公安局は、災害現場で応急手当、トリアージを行うとともに、市立中央病院、西宮市医
師会等関係医療機関と連携し市内及び近隣都市の診療応需情報を把握して、迅速に患者搬送を行う。
また、現有の救急車のほか人員搬送車、搬送可能な消防車両等を活用し、あわせて応援隊や広域
航空消防応援のヘリコプターの協力を得て、市内あるいは近隣都市医療機関へ振り分け搬送する。
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応急医療活動を実施する

１．大規模医療活動体制を確立する
（１）医療救護活動本部の設置
大規模災害等により、多くの負傷者等が発生した場合には、西宮市の災対病院・災対保健医療の
担当部局が中心となり、
「医療救護活動本部」を組織し、西宮市医師会・県立西宮病院及び兵庫医科
大学病院・西宮市歯科医師会・西宮市薬剤師会をはじめ、医療関係機関等による広域支援組織と連
携して、被災住民に対する災害医療及び公衆衛生対策を実施する。

西宮市医療救護活動本部

組織図

《本部員》
災害拠点病院本部員：医師（１名）
・災害医療コーディーネーターとしての助言

医師会本部員：医師（１名）
・地域医療活動の総括及び調整

歯科医師会本部員：歯科医師（１名）
・地域医療活動の総括及び調整

薬剤師会本部員：薬剤師（１名）
・薬剤師業務の総括及び調整
・避難所における公衆衛生対策に関する助言

【本部長】

中央病院本部員：看護師（１名）
事務局（１名）

保健所長

・中央病院救護班の調整
・本部指揮
・救護所設置指示

《事務局》
【企画調整班】

【副本部長】
保健所副所長
(統括保健師)
・本部長補佐
・統括保健師として
健康支援班の総合調整

・保健所機能確保
・連絡調整
（県/市災対本部/市消防局/関係機関）
・情報収集及び提供
・クロノロ（経時活動記録）
・医療支援チーム活動調整
・医療資機材確保及び供給

【健康支援班】
・保健師支援チーム活動調整
・健康支援
・難病支援
・感染症対策
・食の支援及び栄養指導

【公衆衛生班】
・防疫（感染症対策）
・動物対策
・食品衛生（水含む）
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【医療救護活動本部の主な業務】
①

災害医療情報の総合的な収集及び提供

②

被災地内の応急医療活動

③

被災地外からの、救護班・医療ボランティア等の派遣要請及び受入れ調整

④

救護所の設置

⑤

トリアージ

⑥

被災者の健康管理及び精神保健活動

⑦

広域搬送及び後方医療活動の支援要請

⑧

医薬品等の確保

⑨

個別疾病対策(人工透析・難病等)

⑩

その他医療救護活動を実施する上で必要となる業務

（２）災害医療情報の総合的な収集及び提供
兵庫県広域災害・救急医療情報システム、ホットライン等を活用するとともに地域医療情報セン
ターと連携して医療機関の診療応需情報等を把握し、必要な情報を関係機関に提供する。

２．初期医療活動を実施する
（１）市内（被災地域内）の医療機関による応急医療活動
市立中央病院、災害拠点病院である県立西宮病院及び兵庫医科大学病院等を中心に応急医療活動
を実施する。また、必要に応じて、西宮市医師会による１次救急在宅当番医や２次救急参加病院及
びその他の民間医療機関に、応急医療活動の協力を求める。
資料７-７

「市内医療関係組織」参照

（２）医療救護班の編成
医療は原則として災対病院局の救護班によって行うものとし、次の救護班を編成する。

【医療救護班の編成】
班名

構成機関名

構成
班数

任務

救護
対象

救護班

中央病院

２

救護所において
救護にあたる

災害
救急患者

1日1班
処理能力

1 日処
置
能力

30 人

60 人

1 班構成
人員
医 師
看護師
事務員

1人
2人
1人

医療救護班の主な業務は次のとおりとする。
①

傷病者に対する応急処置

②

後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定

③

転送困難な患者及び避難場所等における軽傷患者に対する医療の実施

④

死亡の確認

⑤

その他状況に応じた処置

また、西宮市の医療救護班のみでは、医療救護活動の実施が困難であると市長が認めたときには、
以下の機関の応援要請を行う。
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【応援要請を行う医療機関】
要請先機 関

兵庫県健康福祉部医務課
日本赤十字兵庫県支部事業部
自衛隊伊丹総監部
西宮市医師会

（３）被災地域外からの医療救護チーム等の派遣要請・受入れ調整
必要に応じて、県医務課を通じて日本赤十字社、自衛隊、国立病院、県立病院並びに私立医療機
関に、救護班の派遣を要請する。
また、迅速な医療救護活動を実施するため、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の医療救護チー
ムや医療ボランティアの派遣を要請する。
なお、救護チーム等の受入調整は、
「医療ボランティア」の活用を含め、医療救護活動本部が担当
する。

（４）救護所の設置
次のような場合、地域防災拠点、主な避難所、あるいは被災地に救護所を開設し、被災者の健康
管理と巡回診療にあたる。
①

医療機関の被災に伴う機能の低下または停止により、現地医療機関では対応しきれない場合

②

患者が多数で、現地医療機関だけでは対応しきれない場合

③

被災地と医療機関との位置関係、あるいは傷病者の数と搬送能力との関係から、被災地から医
療機関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地での対応が必要な場合
資料７-７

「市内医療関係組織」参照

（５）トリアージの実施
災害で多くの負傷者が出て医療能力を上回りそうな場合には、トリアージ（負傷者選別）を実施
する。また、市は、必要に応じ、医師会等にトリアージ等の活動のため医師の派遣を要請する。

３．広域搬送及び後方医療活動の支援を要請する
被災地域内において医療を確保することが困難な場合は、兵庫県自治体病院開設者協議会災害初
動時相互応援協力に関する協定に基づき応援協力を要請するとともに、県と調整して被災地域外の
医療施設に広域的後方医療活動を要請する。また、あらかじめ定めた広域搬送手段によって必要な
傷病者の搬送を実施する。
資料４-３

「兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定」参照

４．医療関係ボランティアの支援を要請する
災対保健医療局は、必要に応じて、県に対して災害救援専門ボランティア（兵庫県医師会、兵庫
県私立病院協会、兵庫県歯科医師会、兵庫県看護協会、兵庫県理学療法士会及び兵庫県作業療法士
会、兵庫県薬剤師会）の派遣を要請する。
また、西宮市社会福祉協議会等の協力を得て、医療関係ボランティアの正確な把握に努め、救護
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所等における医療救護活動の救援に際してボランティアの支援を要請するとともに、受け入れ窓口
を設置し受け入れ先の調整を行う。

５．医薬品等を確保する
災害時の医療用医薬品等については、次表のように兵庫県薬務課（医務課を経由）、西宮市薬剤
師会及び卸売業者等の協力を得て確保する。
市外からの救急医療物資は、市内に複数設置する備蓄拠点に集積し、医療機関等に搬送する。

【災害時の医薬品等確保供給体制】
健康福祉局長

組
織

関

協力要請
供給

請

考

機

給

請

備

療

供

要

医

兵庫県医務課
要

医薬品卸売業者

要請

(1)医療機関等の被災及び稼働情報収集
(2)医療救護活動本部の設置等
(3)救急医薬品の調達
(4)救急医薬品の配送
(5)救援物資（医薬品）の受け入れ
(6)救援物資（医薬品）の配送

告

兵庫県薬務課
078-362-3270
078-362-4713
要請

体制業務内容

報

Tel
FAX

災害対策本部
西宮市保健所長
副所長
保健総務課
地域保健課
健康増進課
保健予防課
生活環境課
食品衛生課
食肉衛生検査所

西宮市保健所

Tel
FAX

協力要請
協力

要請

078-362-4351
078-362-4267

西宮市薬剤師会
災害拠点病院
西宮市立中央病院

救護所・避難所

１．救護所の開設
(1)医療ボランティアの調整・確保
２．救急医薬品等の調達・配送
３．薬事情報の収集・提供
(1)兵庫県薬務課（医務課を経由）への支援要
(1)需要・備蓄・稼働等情報
請
(2)薬剤師会等との連携
(2)救急医薬品等の備蓄
(3)救急医薬品等の確保
(4)救護所、避難所への医薬品等の配送
（原則）
① 医療に必要な医薬品等は、緊急物資として取り扱う。
② 医療等に必要な医薬品等は、兵庫県薬務課（医務課を経由）、西宮市薬剤師会及び卸売業者等の協力
を得て、市が体制整備する。
③ 医薬品等の調達、管理、保管等は薬剤師が望まれる。
④ 県は、県内の医薬品卸売業者が、約３週間分の医薬品の在庫を有していることから、流通在庫の活用
を図り、医薬品卸協同組合、医理化機器協会等との連携を強化することとしている。
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特殊な治療活動に対応する

１．個別疾病患者に対応する
（１）人工透析への対応
県及び関係機関と協力して慢性腎障害患者やクラッシュシンドローム（挫滅症候群）による急性
腎障害患者に対して、継続して人工透析の治療を行えるようにする。また、透析医療の実施には水・
医薬品等が不可欠であるため、関係機関に要請し、優先的に確保する。

（２）難病等への対応
近隣都市も含め難病患者の受療状況及び主な医療機関の稼働状況を把握し、広報紙、報道機関等
を通じて難病患者や患者団体等へ情報を提供する。また、受療の確保を図るため、県に必要な要請
を実施する。

２．大規模事故災害患者に対応する
市は、航空災害、鉄道災害、道路災害、雑踏事故等の大規模事故災害に伴い発生する負傷者、多
発外傷あるいは広範囲熱傷等による負傷者、さらに、有毒ガス、化学物質等による中毒患者に対し
て、以下のように対応することとする。
＊多発外傷とは、身体を頭部・頚部・胸部・腹部・骨盤・四肢などと区分した場合に、複数の身
体区分に重度の損傷が及んだ状態をいう。
＊広範囲熱傷とは熱傷が小人の場合全身の 10%以上、大人の場合 15%～20%以上に及ぶ重度熱傷の
こと。

（１）現場から医療施設への負傷者の搬送等
現地指揮本部の指示に従って、搬送を実施する。また、搬送車両等が不足する場合は、必要に応
じてヘリコプターの出動を要請するなど、あらゆる措置を講じる。

（２）多発外傷への対応
①

初動対応

災対消防公安局等の搬送担当機関は、多発外傷の疑いのある負傷者を発見した場合は、直ちに、
兵庫県広域災害・救急医療情報システムに照会するとともに、西宮市医師会に情報提供して協力を
依頼し、救急告示の医療機関、災害拠点病院をはじめとする医療機関へ負傷者を搬送する。
市は、必要に応じ県へヘリコプターの出動待機を求める。

②

二次搬送等

医療機関、災対消防公安局は、必要に応じて地域医療情報センター、災害拠点病院（災害医療コ
ーディネーター）と連携をとり、二次搬送先を決定し、災対消防公安局及び県は、連携して、負傷
者の二次搬送を実施する。
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（３）広範囲熱傷、化学熱傷への対応
①

初動対応

災対消防公安局は、広範囲熱傷又は化学熱傷の疑いのある負傷者を発見した場合は、必要に応じ
て県消防防災ヘリコプターの出動要請を行うなど、対応可能な医療機関等へ負傷者を搬送する体制
を整える。
他府県を含めた広域搬送が必要となる可能性があると判断した場合は、県（地域医療情報センタ
ー又は県災害医療センター）に連絡する。

②

二次搬送等

医療機関、災対消防公安局は、必要に応じて地域医療情報センター、災害拠点病院（災害医療コ
ーディネーター）と連携をとり、二次搬送先を決定し、災対消防公安局及び県は、連携して、負傷
者の二次搬送を実施する。

（４）有毒ガス、化学物質等による中毒への対応
①

原因物質の特定

中毒患者又はそのおそれのある者を発見した消防局、管轄の警察署等は、原因物質の特定が困難
な場合は、公益財団法人日本中毒情報センター（２４時間対応）に連絡をとり、原因物質の絞り込
みを行う。
災対消防公安局、保健所、管轄の警察署、医療機関等の関係機関は、必要に応じ、医療機関等が
採取した生体試料（尿、血液等）と、想定される原因物質の情報を提供して、県立健康科学研究所、
県警科学捜査研究所等に検査分析を依頼する。
また、関係機関は、化学物質等による中毒の可能性が考えられる場合には、関係機関相互への情
報提供に努める。

②

二次搬送等

災対消防公安局、医療機関等は、必要に応じて搬送、受入れに当たって除染を行い、二次災害防
止等に努める。
医療機関は、解毒剤等が院内にない場合は、卸売業者を通じて確保に努めるとともに、必要に応
じ、市に解毒剤の確保を依頼する。
県（薬務課）は、市から要請があった場合等、必要に応じて解毒剤の確保に努める。
医療機関、災対消防公安局は、必要に応じて地域医療情報センター、災害拠点病院（災害医療コ
ーディネーター）と連携をとり、二次搬送先を決定し、災対消防公安局及び県は、連携して、負傷
者の二次搬送を実施する。

（５）雑踏事故発生時の対応
市（消防局等関係機関）は、行事等の主催者等と連携を図り、会場及び周辺の道路の混雑状況等、
消防活動を実施する上で必要な状況の迅速かつ的確な把握に努め、救助活動に迅速に着手する。
また、多数の負傷者が発生した場合、直ちに、兵庫県広域災害・救急医療情報システムに照会す
るとともに、西宮市医師会に情報提供して協力を依頼し、必要に応じて災害拠点病院（災害医療コ
ーディネーター）と連携をとり、医療上の助言を得るなど、医療機関と連携をとり、医師の派遣及
3-78

５章

３編 災害応急対策計画
救急・救助活動の実施

び搬送先の医療機関の確保を的確に行うこととする。
なお、必要に応じて広域応援を他の消防機関又は県に要請することとする。

（６）事故災害における費用負担
救急医療対策に要した費用については、現行関係法の適用により処理しうるものは、同法により、
その他のものについては、事故発生責任機関の負担とすることとする。

３．放射性物質事故災害患者に対応する
放射性物質事故災害により、短時間に集団的に発生する負傷者等の発見、通報から搬送、救急医
療の提供に至るまでのケア対策については、以下の点に留意し適切に行う。

（１）救出、搬送
放射線により被ばくした者（被ばくしたおそれのある者を含む。）
、放射性物質により汚染された
者（汚染されたおそれのある者を含む。
）等を救出、搬送に当たっての必要な除染、応急措置につい
ては、以下の事項に留意し、関係事業者側の放射線管理の専門家等と連携を図る。
①

職員の二次汚染を防ぐため、搬送に従事する職員は、ゴム手袋、帽子、汚染防止衣、マスク
等を着装する。

②

機材等の二次汚染を防ぐため、担架等に直接触れないようにビニール・毛布等を使用する。
また、救急車内等をビニールシート等でカバーする。

③

過度の被ばく又は汚染を受けたと判断される負傷者の搬送にあたっては、頭部を三角巾で、
体幹四肢をビニールシート（濡れているとき）
・毛布等で包み、直接身体に触れないよう注意す
る。なお、負傷者の発汗・過剰保温に留意する。

（２）専門病院への移送
緊急被ばく医療施設や放射線障害専門病院等の専門病院へ移送する必要ある場合は、県内に対応
可能医療機関がないため、必要な応急措置を講じた上で、専門家の助言も踏まえ、県周辺の対応可
能医療機関（国立病院機構大阪医療センター等）に搬送する。
資料７-10
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６章 消防活動の実施
第１

災害応急対策の目的と構成

●大規模な災害発生時には、限られた消防力を消火・救助・救急などに分散せざるを得ないため、災害
の種類や規模、及び火災等の発生件数等に応じて効率的な消防力の運用ができるよう、災害時の活動
体制について定めるものである。
節
１節

第２

項
１．災害時活動体制を確立する
２．消防活動を実施する
３．広域応援を要請する

消防活動を実施する

担当局、関係機関
災対消防公安局
各関係機関

災害応急対策の流れ

災害発生（非常事態）

招集

消防職員の
自発的参集

消防団員の
自発的参集

消防署
消防分署

西宮市消防協力隊
自主防災組織

災害消防活動体制の確立

消防活動の実施
必要に応じて
他市町

広域応援の要請
市全域災害時

ヘリコプター
保有消防本部

県（知事）
沿岸火災時
緊急消防援助隊

海上保安庁
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第３

１節

災害応急対策の内容

消防活動を実施する

１．災害時活動体制を確立する
（１）災害時活動体制
災対消防公安局では、常時災害に対応できる体制を確保しているが、災害発生時には、これらの
機能を強化した災害消防活動体制を確立する。
（４消防署）

（４分署）

消 防 局

消 防 署

消防団本部

消 防 分 団

消 防 分 署

（33 分団）

（２）消防職員の覚知義務及び自発的参集
消防職員は、非常招集を受けなくても、非常事態の発生を知り、常に非常招集に応じられる態勢
を整えるためラジオ、テレビ、天気予報、緊急地震速報及び電話によって、気象情報及び災害発生
の状況を積極的に把握する。
災害発生時には、勤務場所等に連絡し、非常招集の発令の有無その他必要事項を確かめるととも
に、発令前であっても発令の可能性が十分にあることを予知したときは、自発的に参集しなければ
ならない。

【消防職員の招集体制】
区

分

内

容

１．全員非常招集
非常招集
種別

消防局長が全職員に対して発令する。
２．指定員非常招集
消防局長又は消防署長が指定する職員に対して発令する。

非常招集
区分
非常招集
要領

１．勤務署～自己の勤務する署へ参集する。
２．直近署～自己の居住地から最も近い署へ参集する。
１．招集命令の伝達は電話連絡を主体とする。
２．全員非常招集の場合は原則として所属毎に招集命令伝達ができるように計画する。

（３）消防団員の自発的参集
消防団員は、災害発生の状況を積極的に把握するとともに、招集の発令前であっても発令の可能
性が十分にあることを予知したときは、自発的に参集しなければならない。

（４）西宮市消防協力隊・自主防災組織等との連携
消防活動については、地域住民、事業所等の自衛消防組織、西宮市消防協力隊、自主防災組織等
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の果たす役割が大きいことから、これらの組織と連携を図る。

（５）消防緊急情報システム等の活用
消防局と消防隊を結ぶ消防緊急情報システム及び無線設備等を有効に活用し、より早い出動とと
もに、市が保有する福祉情報や地図情報等の一体運用によって、より多くの情報を活用し、災害の
危険性をいち早く予測して、より安全・確実な災害活動を行う。

２．消防活動を実施する
地震災害、風水害、事故等によって発生する火災及び救出・救助事案に対応するため、有線、無
線通信施設を効果的に活用して災害情報の収集を行い、災害規模、態様に応じ、消防活動を行う。

（１）同時多発火災の防御（地震等の発生時における市内全域災害時）
①

部隊運用

ア．出動部隊数の調整
イ．活動部隊数の合理化と無線統制による多発現場への合理的誘導
ウ．消防団との連携強化を図る
エ．他都市消防応援隊の要請及び活用

②

残留部隊の確保

ア．緊急増強隊の編成（日勤者）
イ．情勢に即応した全員もしくは指定員非常招集による増強隊の編成

③

その他

ア．出動体制の迅速化（特に第１現場引揚後）
イ．使用ホースの確保
ウ．防火水槽及び自然水利等の活用
エ．指揮者の分散配置
オ．広報

（２）強風時の火災防御
ア．火災警報が発表され気象条件その他により消防局長が必要と認めるときは、全員非常招集を
発令し消防局長以下全員参集して警防体制を拡充して警備業務を開始する。
イ．警報の発令解除を西宮市警防規程運用要綱第１９条の規定により関係機関に通報するととも
に一般市民に対する周知を図るために必要な広報を行う。
ウ．火災の予防警戒を重点的に強化する。
エ．広報車等を利用して、管内路線を巡回し、条例に規定された火気使用制限の取締指導を行う。
オ．各種機械器具の再点検を行うとともに出動体制を整える。
カ．出動は「西宮市警防規程」に定める方法で行い、時期を失しない特命出動要請を行うほか、
重要方面の延焼防止措置を第一とする。
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（３）乾燥時の火災防御
ア．火災注意報が発表された場合の出動は、状況に応じて出動区分を１位繰上げ、出動部隊を増
強する。また長期にわたる場合や放火事件あるいは減断水、その他悪条件が併発したときは、
日勤者を含めて週休の停止等の措置により常時１箇小隊を増強編成する。
イ．異常乾燥が長期にわたる場合には当然水不足が予想されるので断水時の措置に準じて消防水
利を確保する。
ウ．広報車等を活用し、市民に対し広報活動を実施し、広く市民に注意を促す。
エ．火災の予防警戒、消防通路の確保にあたる。
オ．火災警報が発表されたときは、強風時の火災防御に準じた事項を重点的に実施する。

（４）ガス爆発時の火災防御
ア．消防、警察、大阪ガス、関西電力の四者による「ガス漏れ事故等による災害防止対策に関す
る申し合せ」により、連絡、出動、現場活動における連携体制を確立しておく。
イ．地下埋設物（特にガス管）及びガス遮断バルブ設置対象物の現況を把握しておく。
ウ．地下埋設物等の工事届出に際し、当該工事にかかわる地下埋設物の現況を把握する。
エ．災害発生時、又は災害発生が予想される場合、その規模に応じた適切な消防隊及び関係機関
の出動ができるようにしておく。
オ．ガス漏れ事故等にかかわる防災訓練を実施する。

（５）広域断水時の火災防御
ア．池、泉水、井戸、水槽、河川、海水等の自然水利及びプール等を事前調査し、利用方策の再
検討と確認を行うとともに状況に応じて適切な活用を期す。
イ．乾燥時の火災防御に準じ、増強編成する。
ウ．タンク車の優先出動と活動
エ．有効的確な水利統制
オ．機械性能の保持と積載ホースの増加
カ．広報車等の巡らによる警戒体制の確立
キ．火気使用者に対する啓発
ク．密集地域の重点的調査

（６）大規模事故災害時の火災防御
化学消防車、化学消火薬剤による消火活動を重点的に実施する。特に航空災害の場合にあっては、
航空機に積載された緊急用酸素の爆発及び航空燃料の燃焼（油火災）に留意し、的確な消火活動を
行うこととする。
また、管轄の警察署等と連携して、地区住民等の生命及び身体の安全を図るとともに、消防活動
の円滑化を期するため、必要に応じて、消防法に基づく「警戒区域」を設定する。

（７）放射性物質事故災害時の火災防御
放射性物質事故災害に関する消火活動については、消防庁が定める「原子力施設等における消防
活動対策マニュアル」を基本とする。
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①

放射性物質の輸送中の事故に伴う火災に対する消火活動

ア．輸送責任者等との連携
市は、放射性物質の輸送実施について責任を有する者（以下「輸送責任者」という。
）又は専門家
が同行している場合には、情報提供等の協力を得るとともに、県等関係機関と密接な連携をとり消
火活動に当たる。

イ．現場における情報収集活動
放射性物質による汚染、被ばくの恐れが判明した場合には、輸送責任者又は専門家の協力を得て、
救急救助活動、消火活動、警戒区域の設定、拡大防止対策等に関する方法等について慎重に検討す
る。

ウ．専門家との連携
国の専門家等が派遣された場合には、その助言を受けて適切に対応する。

エ．消防隊員等の安全確保
消防活動の実施に当たっては、防護服、空気呼吸器等の着装、アラーム式ポケット線量計等の個
人被ばく測定用具の所持等により消防職員の汚染又は被ばくを最小限に留めるよう配慮する。また、
必要に応じ汚染検査と除染を行う。

②

放射性同位元素取扱事業所の火災に対する消火活動

ア．消防活動の実施
放射性同位元素取扱事業所の火災は、放射線による被ばくや放射性同位元素による汚染のおそれ
があることから、事業者の協力を求めるとともに、あらかじめ作成した警防計画や次の点に留意し
て消火活動を実施する。
・火災が放射線施設等に係るものか否か、又は放射線施設等への延焼危険の有無
・放射性同位元素の拡散危険の有無
・要救助者の有無
・放射線量

イ．消防警戒区域の設定
消防法第２８条に基づく警戒区域を設定する場合には、風向や放射線レベルに関する事業者等の
意見を考慮の上、一般の警戒区域より広く設定する。

ウ．放射線危険区域の設定
消防職員及び消防団員の安全管理及び汚染の拡大防止を図るため、施設管理者に対して概ね 500
μSv/ｈ以上の放射線が検出された範囲を基準として放射線危険区域の設定を求める。また、放射
能が広がる可能性がある場合は、至急県等関係機関に連絡し、助言を仰ぐとともに、周辺住民への
広報、避難勧告等の実施を検討する。

エ．危険区域への進入
危険区域への進入に当たっては、防護服、空気呼吸器等を着装するとともに、アラーム式ポケッ
ト線量計等の個人被ばく測定用具を所持する。危険区域から退出する前には、原則汚染検査を行い、
必要に応じて除染を行う。

（８）海上事故災害時の火災防御
①

埠頭又は岸壁に保留された船舶等の消火活動は、西宮海上保安署と連携して、陸上の危険物
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火災に準じて行う。
②

陸岸部の消火活動に際し、消防車と巡視船艇が連携した消火活動が必要と認められる場合は、
西宮海上保安署に支援要請する。

③

消火活動は、陸上の付近建物への延焼防止を主眼として実施し、二次災害に配慮した警戒区
域を早期に設置する。

④

要救助者の有無、被災状況、積載物の情報及び船舶の構造等について、火災現場で収集した
情報は、西宮海上保安署等関係機関に速やかに連絡する。

⑤

火災の規模により、他の消防機関の応援を必要とする場合は、消防相互応援協定等に基づき
応援を要請する。

３．広域応援を要請する
（１）他の市町等への応援要請
災害が発生した場合、必要に応じ協定に基づき応援要請を行い、迅速的確な対応を図る。

（２）知事への応援要請
西宮市全域災害等で必要な場合は、相互応援協定のほか消防組織法第 43 条及び災害対策基本法
第 72 条の規定による知事の指示権の発動を要請し、防災活動及び応急業務の人的確保に努める。

（３）広域航空消防応援に基づく応援要請
大規模特殊災害時にヘリコプターを使用することが、消防活動に必要と認められる場合、消防組
織法第 44 条の規定に基づきヘリコプター保有消防本部に対し、応援要請を行う。
また、市は、災害の状況により、緊急ヘリポートの選定を行い対応する。
資料 13-２

「広域航空消防応援の要請及び決定通知ルート」参照

【緊急ヘリポートの選定条件】
●ヘリポートの分類
Ａ級：大阪空港事務所へ飛行場外着陸許可申請を提出し、許可を得ることができる進入表面等
を有することが条件
Ｂ級：Ａ級以外で指定する場合

（緊急時のみ適用）

●ヘリポートの選定条件
・障害物がなく、完全に離発着できる空間が確保されている場所
→着陸する地面が平坦であり、著しく飛散する砂塵やヘリコプターに損傷を与える物がない
場所
・上空に障害物（高圧電線等）がなく安全、保安が確保されている場所
・付近に牛舎や鶏舎等騒音による著しい被害を受けるおそれのある施設がない場所
・車両（救急車、普通貨物車）が容易に進入できる場所
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（４）消防庁長官の措置による応援体制
地震等大規模災害時に、消防庁長官のもと消防活動を行う緊急消防援助隊に対して、知事を通じ、
直ちに派遣要請を行う。

（５）海上保安庁に対する支援要請
沿岸部の火災消火活動に際し、陸上消防車と巡視船艇とが連携した消火活動が必要と認められる
場合、西宮海上保安署に対し支援要請を行う。

（６）消防機関の応援復旧における出動
消防組織法第 39 条に基づく相互応援協定及び災害対策基本法第 67 条の規定により、他の市町村
より応援を求められたとき、市長は市地域内に発生した災害の防除に支障のない範囲において、消
防機関を協力させる。
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７章 土砂災害・高潮・洪水・竜巻に対する応急活動
第１

災害応急対策の目的と構成

●西宮市には洪水・高潮が発生する危険性の高い地域や土砂災害等の発生する危険性の高い箇所、突発
的に竜巻が発生する可能性があることから、これら危険箇所周辺における警戒監視体制、災害発生後
の被害拡大を防止するための応急措置、警戒避難体制等について定めるものである。
節 項
１節 洪水・高潮への応急対策を実施する
２節 土砂災害等への応急対策を実施 １．土砂災害警戒体制を確立する
する
２．危険箇所周辺を警戒監視する
３．土砂災害等による被害の拡大を
防止する
４．警戒避難体制を確立する
３節 竜巻への応急対策を実施する

第２

担当局、関係機関

各局
各関係機関

災害応急対策の流れ
災害のおそれがある時（気象情報等）
河川等

水防計画

土砂災害の危険箇所

施設
管理者

土砂災害警戒体制
の確立

危険箇所周辺の
警戒監視

洪水・高潮対策の実施

災害発生、又は異常発見

災害警戒本部
災害対策本部

警戒避難体制
の確立

応急措置の
実施

警戒区域設定
避難勧告等実施
周知

竜巻発生のおそれ

伝達

関係機関
地域住民 等
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第３

１節

災害応急対策の内容

洪水・高潮への応急対策を実施する
市内の河川における水害の発生及び拡大の防止については、水防法（昭和 24 年法律第 139 号）

に基づいて、水防管理者（市長）による「西宮市水防計画」が別に定められており、水防活動はこ
れに基づいて実施する。

２節

土砂災害等への応急対策を実施する

１．土砂災害警戒体制を確立する
気象情報、局地的な降雨等の情報及び土砂災害の前兆現象等の早期把握に努めるとともに、気象
警報や土砂災害警戒情報等の発表により土砂災害警戒体制を早急に確立し、被害の拡大防止対策を
行う。

２．危険箇所周辺を警戒監視する
（１）警戒監視体制の強化
危険箇所等で、土砂災害の兆候が認められる場合には、警戒監視体制を強化する。
資料 12-３
資料 12-４

「土砂災害危険予想箇所」参照
「法指定区域等」参照

（２）異常を発見した場合の措置
市及び各施設管理者は、点検、巡視により異常を発見した場合は、直ちに異常箇所等に対して応
急措置を実施するとともに、安全確保のため立ち入り禁止等を行う。
また、住民に被害を及ぼすおそれがある場合は、速やかにその状況を関係機関等へ通報する。

（３）土砂災害が発生した場合
土砂災害発生後は、被害実態の早期把握に努めるとともに、所管施設の被害の把握に努める。
また、特に二次災害の発生に対処するため、降雨地の気象状況の十分な把握に努め、崩壊面、周
辺斜面及び堆積土砂等について、安全に留意し監視を実施する。

３．土砂災害等による被害の拡大を防止する
（１）土砂災害の応急措置
土砂災害の生じた地域において、降雨継続等により引き続きがけ崩れや土石流、地すべり等が懸
念される場合は、各施設管理者と協力し、崩壊危険箇所及びその周辺へのシート被覆、応急排水路
の設置等による再崩壊防止措置を実施する。

（２）被災施設の応急復旧
各施設管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて、被害状況、本復旧までの工期、施工規模等を
考慮して、適切な工法により被災施設の応急復旧工事を実施する。
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４．警戒避難体制を確立する
（１）市民に対する広報等
被災箇所は、気象状況等により急激な拡大や土砂の異常流出が発生し易くなるため、住民、ライ
フライン関係者、交通機関関係者に対し早急に注意を喚起し、又は警戒避難等の指示、伝達を行う。
また、被害規模の拡大により、道路、人家、集落に被害を及ぼすおそれがあるときは、状況の推移
を市民、関係機関等へ逐次周知する。特に、危険区域の住民等に対しては、最優先に伝達する。

（２）警戒区域の設定
土砂災害の危険が解消されない場合は、３編 13 章３節「警戒区域を設定する」に準じて当該危
険区域に警戒区域を設定し、関係住民の出入りを制限し、必要に応じ、関係地域住民の避難措置を
実施する。

（３）避難勧告・避難指示（緊急）等の実施
被災概要調査の結果により、被害拡大の可能性が高いと予測される場合には、関係市民にその調
査概要を周知し、避難勧告、避難指示（緊急）及び避難誘導等を実施する。
また、職員の配備や伝達体制等、必要な警戒避難体制を構築し、異常時における臨機の措置に備
える。

（４）要配慮者（災害時要援護者）に対する伝達
市は、土砂災害等により要配慮者利用施設に被害が及ぶおそれがある場合は、利用者の安全を確
保するため、土砂災害警戒区域内の施設の所有者等に対し、洪水予報、
「避難準備・高齢者等避難開
始」等を直接伝達する。

（５）警戒レベルを用いた防災情報の提供
警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を５段階に分
け、「居住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付けるものであ
る。
「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考
となる情報」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を直観
的に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。
なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難勧告等が発令された場
合はもちろんのこと、発令される前であっても行政等が出す防災気象情報に十分留意し、災害が
発生する前に自らの判断で自発的に避難することが望まれる。
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住民に行動を促す情報
警戒レベル

警戒レベル 5

住民が取るべ
き行動

避難情報等

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報
（警戒レベル相当情報）
洪水に関する情報
水位情報
が
ある場合

水位情報が
ない場合

氾濫発生
情報

(大雨特別警
報(浸水害))

土砂災害に関する情報

既に災害が発生
している状況で
あり、命を守るた
めの最善の行動
をとる。

災害発生情報※1
※1 可能な範囲で発令

(大雨特別警報(土砂災害))※

警戒レベル 4

・指定緊急避難
場所等への立退
き避難を基本と
する避難行動を
とる。
・災害が発生す
るおそれが極め
て高い状況等と
なっており、緊急
に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※2
※2 緊急的又は重ねて避難
を促す場合に発令

氾濫危険
情報

・洪水警報
の危険度
分布（非常
に危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ
情報（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ
情報（極めて危険）※4

警戒レベル 3

高齢者等は立退 避難準備・高齢者等避難開
き避難する。その 始
他の者は立退き
避難の準備をし、
自発的に避難す
る。

氾濫警戒
情報

・洪水警報
・洪水警報
の危険度
分布（警
戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ
情報（警戒）

警戒レベル 2

避難に備え自ら
避難行動を確認
する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意
情報

・洪水警報
の危険度
分布（注
意）

・土砂災害に関するメッシュ
情報（注意）

警戒レベル 1

災害への心構え
を高める。

警報級の可能性

3

※3

※3

大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、
警戒レベル 5 相当情報【洪水】や警戒レベル５相当情報【土砂災害】として運用する。ただし、市長は警戒レベル 5 の災害発
生情報の発令基準としては用いない。
※4 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進
めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注） 市長が発令する避難勧告等は、市長が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル相当情報が出されたと
しても発令されないことがある。

３節

竜巻への応急対策を実施する

竜巻等突風の発生を予測することは困難だが、竜巻注意報発表時には必要に応じて風速等の気象情報を
取得するなど情報収集、情報発信を行うことができるようにしておく。竜巻により西宮市に被害が発生し
た場合は、被害状況に応じて体制を配備し他の災害と同様に対応する。
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８章 原子力等事故災害に対する応急活動
第１

災害応急対策の目的と構成

●原子力災害については、災害発生箇所や災害拡大の状況など、他の災害とは異なる特殊性を有するこ
とから、情報収集・伝達の方法、事故発生時の応急活動の内容等、西宮市の区域に係る原子力災害へ
の対応に関して必要な事項を定めるものである。なお、原子力発電所事故については、福井県内に立
地する原子力施設等において事故が発生した場合の対応について定める。
節
１節 関係機関と連携する
２節 放射性物質事故の応急活
動を実施する

３節

原子力発電所事故の応急
活動を実施する

項

担当局、関係機関

１．放射性物質の事業所外運搬災害等の情報
を伝達する
２．放射性同位元素取扱事業所災害等の情報
を伝達する
３．放射性物質の不法廃棄等情報を伝達する
４．災害情報等の収集、報告を行う
５．職員を動員配備する
６．防災関係機関等と連携し職員を派遣する
７．専門家への協力を要請する
８．緊急時モニタリングを実施する
９．災害広報と相談活動を実施する
10．避難活動を実施する
11．救急・救助活動を実施する
12．消火活動を実施する
13．飲料水、飲食物の摂取制限等を実施する
14．放射性物質による汚染を除去する
15．社会秩序の維持対策を実施する
１．情報の収集を行う
２．動員の実施
３．関係機関等との連携及び職員の派遣
４．専門家への協力要請
５．災害情報等の提供と相談活動を実施する
６．モニタリング活動の実施
７．屋内退避等の実施
８．医療及び健康相談の実施
９．飲食物の出荷制限、摂取制限
10．県外からの避難者の受入れ
11．放射性物質による環境汚染への対処
12．各種制限措置の解除
13．風評被害等の影響の軽減
14．心身の健康相談体制の整備
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第２

災害応急対策の流れ
原子力等事故災害発生

発生情報の伝達
核燃料物質
事業所外運搬時

原子力
防災管理者

発生情報の伝達

放射性同位元素
事業所外運搬時

取扱い
事業者等

放射性物質不法
廃棄発見時

【事態発生の第一報】
原子力防災管理者
京都府・福井県

発見者

特定事象
発生時

県警察本部・海上保安本部
消防局・文部科学省・国土交通省

原子力施設（福井県）
非常事態発生時

【警戒事態・緊急事態】
オフサイトセンター
内閣府等

兵庫県（関西広域連合）
近隣市町
関係機関

県・市
市
消防

応急活動の実施
職員の動員配備

職員の派遣

災害広報・相談活動
の実施

モニタリング結果の
収集

連携
防災関係機関
情報

避難活動
救急・救助活動
消火活動

事業者・県

摂取制限等の実施
汚染除去の実施
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災害応急対策の内容

関係機関と連携する
核燃料物質・放射性同位元素等（以下「放射性物質」という）の取扱いの状況を把握することは、

国の所掌事項であり、西宮市は放射性物質の規制に関して法的権限を有していない。しかし、市に
は放射性同位元素等取扱事業所が存在しており、県内にも医療機関及び試験研究機関等の放射性同
位元素使用施設が存在する。
そのため、これらの事業所での放射性物質の貯蔵、使用、廃棄及び事業所外運搬時における事故
での影響の甚大性に鑑み、兵庫県地域防災計画（原子力等防災計画）との整合を図りつつ、各種対
策について定める。また、特別の定めのない事項については、兵庫県地域防災計画（原子力等防災
計画）に準じて対応する。
なお、原子力事業者等、国、県、市及び防災関係機関は、災害対策基本法及びその他原子力災害
防止に関する法律に基づき、事故発生時に必要となる対策を連携・協力して実施する。
なお、東日本大震災では、国や原子力事業者が施設の防災対策に万全を期してあらゆる対策に取
り組んでいてもなお、原子力発電所の事故災害が発生し、広域的な被害をもたらした。兵庫県内に
は原子力発電所は立地していないが、万が一、他府県の原子力発電所等で事故災害が発生した場合
には、大規模な放射性物質の放出などにより、広域的な観測体制、避難活動等の対応が必要となる
おそれがあるため、関西広域連合の「関西防災・減災プラン」等に基づき、広域的な連携のもとで
対応する。特に府県を越える広域避難については、平成 26 年 3 月に「原子力災害に係る広域避難
ガイドライン」が定められているため、同ガイドラインに沿って対応する。

【原子力災害等に関する法令】
「原子力基本法」
（昭和 30 年 12 月 19 日法律第 186 号）
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」
（原子炉等規制法）
（昭和 32 年法律第 166 号）
「放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号）
「原子力災害対策特別措置法」
（原災法）
（平成 11 年 12 月 17 日法律第 156 号）
「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」
（平成 19 年 5 月 11 日
法律第 38 号）
「原子力災害対策指針」
（原子力規制委員会）
「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」
（消防庁）
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２節

放射性物質事故の応急活動を実施する

１．放射性物質の事業所外運搬災害等の情報を伝達する
（１）核燃料物質等の事業所外運搬の場合
原子力事業者が選任する原子力防災管理者は、県内における核燃料物質等の運搬中の事故による
特定事象(原災法第 10 条第１項で定める通報すべき事象)発見後又は発見の連絡・通報を受けた場
合は、15 分以内を目途に、その旨を国、県、市等に通報する。また、原子力防災管理者は、特定事
象の通報を行った後においても、応急対策の活動状況等を随時連絡する。
また、市は、次に掲げる事態を覚知した場合には、第一報を県及び消防庁に対して、原則として
覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告するものとする。状況に応じて近隣市へも
連絡する。
①

核燃料物質等を輸送する車両において、火災の発生したもの（発生するおそれがあるものを
含む。）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通報があったもの。

②

原災法第 10 条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の
通報があったもの。

核燃料物質等に係る事業所外運搬災害等の情報伝達系統図
官邸（内閣官房）
内 閣 府
原子力防 災管理 者（原 子力 事業者）

原子力規制委員会
国土交通省

西宮市

隣接市

兵庫県

消 防 庁

県警察本部

警察庁

海上保安本部

海上保安庁

消防局

西宮海上保安署

神戸海運監理部

＊

特定事象発生時若しくは災害に至らない場合又は災害に至る前段階の情報伝達系統

＊

特定事象発生時の情報伝達系統

＊

放射性物質輸送事故対策会議（災害に至らない場合、又は災害に至る前段階で開催される。
）

＊ 災害対策課と消防局は覚知後可能限り早く相互に通報する
＊

各関係機関の連絡先電話は資料編

最終頁を参照
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（２）放射性同位元素等の事業所外運搬の場合
放射性同位元素取扱事業者等は、地震、火災、その他の災害が起こったことにより、放射線障害
が発生するおそれがあり、又は発生した場合には、直ちに、その旨を県警察本部又は海上保安本部
に通報する。また、放射性同位元素等の規制に関する法律第 33 条第１項、第２項により、遅滞な
く、その旨を原子力規制委員会又は国土交通省に届け出ることとする。併せて消防局にも通報する。
また、市は、放射性同位元素等を輸送する車両で、火災の発生したもの（発生するおそれがある
ものを含む。
）を覚知した場合には、第一報を県及び消防庁に対して、原則として覚知後 30 分以内
で可能な限り早く、分かる範囲で報告するものとする。状況に応じて近隣市へも連絡する。

放射性同位元素等の事業所外運搬災害等の情報伝達系統図
原子力規制委員会
放射性同 位元素 取扱事 業者 （発見者 ）

国土交通省
＊放射性同位元素等を輸送する車輌において火災が発生した場合

消防局

兵庫県

消 防 庁

県警察本部

警察庁

海上保安本部

海上保安庁

西宮市

119 番
隣接市

110 番

118 番
神戸海運監理部
（船舶電話の場合）

＊

放射性物質輸送事故対策会議（災害に至らない場合、又は災害に至る前段階で開催される。
）

＊ 災害対策課と消防局は覚知後可能な限り早く相互に通報する
＊ 各関係機関の連絡先電話は資料編

最終頁を参照

２．放射性同位元素取扱事業所災害等の情報を伝達する
「放射性同位元素等の事業所外運搬の場合」に準じて対応する（ただし国土交通省への通報は要
しない）
。

３．放射性物質の不法廃棄等情報を伝達する
放射性同位元素取扱事業所外において放射性物質を発見した者（関連事業者等）は、直ちに、そ
の旨を消防局、県警察本部及び海上保安本部に通報することとする。
また、市は通報を受けた場合は、その旨を県に報告する。状況に応じて近隣市へも連絡する。
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不法廃棄等事案発生時の情報伝達系統図
原子力規制委員会

消防局
事

兵庫県

消 防 庁

県警察本部

警察庁

西宮市

119 番

業

隣接市

者
等

110 番
海上保安本部

海上保安庁

118 番
神戸海運監理部
（船舶電話の場合）

＊

一般発見者の通報先は、消防局、県警察本部又は海上保安本部のいずれかとし、それ以外の伝達経路は上
表に準じる。この場合、原子力規制委員会への通報は、兵庫県から行うこととする。

＊

災害対策課と消防局は覚知後可能限り早く相互に通報する。

＊

各関係機関の連絡先電話は資料編

最終頁を参照

４．災害情報等の収集、報告を行う
県への災害情報の伝達手段及び報告内容は、３編３章３節及び４節に準じて行う。
また、近隣市や指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の業務関係区域へ影響す
る場合、またはその恐れがある場合は、至急その旨を近隣市や関係機関へ通報する。

５．職員を動員配備する
「３編１章１節

災害対策（警戒）本部を設置する」に準じて適切に行う。

６．防災関係機関等と連携し職員を派遣する
「３編２章１節

広域応援を要請する」に準じて適切に行う。

７．専門家への協力を要請する
放射性物質事故の発生時の専門家への協力要請については、県に要請する。なお、専門家の派遣
に要した経費は、県と市で協議の上、負担する。

８．緊急時モニタリングを実施する
市は、原子力事業者等や放射性同位元素取扱事業者等が実施したモニタリング結果や、県が収集
したモニタリング結果の収集に努める。また、消防局が放射線量の測定を実施した場合は、その結
果を県や当該事象が発生した場所を管轄する市町等に連絡する。
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インターネットによる各地のモニタリングデータの収集について
大阪府、京都府、島根県、福井県、岡山県などのホームページの中に、それぞれの関係する原
子力発電所等に対応して設置された環境放射線モニタリングシステムからのデータが 24 時間表
示されている。これらの情報は原子力規制委員会のＮネットや放射線量測定マップから一括して
閲覧できる。
環境防災 N ネット(http://www.bousai.ne.jp/vis/index.php)
放射線量測定マップ(http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja)

９．災害広報と相談活動を実施する
（１）災害広報の実施
住民等への広報については、放射性物質及び放射線の影響が五感に感じられないなどの特殊性を
勘案し、住民等に不必要な心理的動揺あるいは混乱を与えないよう留意し、「３編４章１節

市民

への広報を行う」に準じて対応することとする。なお、その際、要配慮者（災害時要援護者）及び
一時滞在者等に配慮した伝達を行う。

（２）各種相談の実施
市民からの相談、要望、苦情への相談活動については、被ばく・汚染に関する市民の不安等に応
えるため、県、関係機関等との連携のもとに、
「３編４章１節

市民へ広報を行う」に準じて適切に

行う。また、収集した情報や相談内容を記録、整理分類の上、必要に応じて関係機関に報告、協議
し、混乱が生じないよう努める。

【放射能に対する各担当窓口】
放射能に関する事案
大気環境に関して
人への健康影響に関して

担当部局
環境局

（環境保全課）

保健所

（保健総務課）
（健康増進課）

食品に関して
水道水に関して
学校のプールの水、給食の安全性に
関して
保育所のプールの水、給食の安全性
に関して

（食品衛生課）
上下水道局

（浄水課）

教育委員会

（学校保健安全課）

こども支援局

（保育所事業課）

土壌に関して

各施設管理者

下水道に関して

上下水道局

（下水浄化センター）

農作物に関して

産業文化局

（農政課)

原子力発電所に関して

総務局危機管理室（災害対策課）

10．避難活動を実施する
事業所外運搬に係る原子力災害等の発生など不測の事態に備え、必要な避難対策については、以
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下の点に留意し、
「３編 13 章

避難活動の実施」に準じて適切に行う。

（１）組織的避難を要する場合
①

原災法第 15 条に規定する内閣総理大臣からの避難勧告等の実施の指示(以下「総理大臣指
示」)があった場合

②

事故等により、予測線量が、原子力規制委員会が定める次頁に掲げる指標に該当すると認め
られる場合

③

その他、核燃料物質、核原料物質、放射性同位元素又は放射線により地域住民が危険にさら
されるおそれがある場合

（２）避難等のための勧告及び指示
①

市長は、内閣総理大臣指示があったときは、指示内容に基づき、屋内退避等の区分に応じた
措置をとるものとする。

②

その他の場合にあっては、市長は、事業者が行う緊急時モニタリング結果等に基づき、被害
予想地区の住民に対し、屋内退避等の区分に応じた措置をとる。

【屋内退避及び避難等に関する指標】
予測線量（単位：ｍSv）
（注）
内部被ばくによる等価線量
外部被ばくによ ・放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量
る実効線量
・ウランによる骨表面又は肺の等価線量
・プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量

防

護

対

策

の

内

容

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。
その際、窓等を閉め気密性に配慮するこ
と。ただし、施設から直接放出される中性
１０～５０ｍSv
１００～５００ｍSv
子線又はガンマ線の放出に対しては、現地
災害対策本部の指示があれば、コンクリー
ト建家に退避するか、又は避難すること。
住民は、指示に従いコンクリート建家の
５０ｍSv 以上
５００ｍSv 以上
屋内に退避するか、又は避難すること。
注）１．予測線量は、災害対策本部において算定され、これに基づく周辺住民等の防護対策措置についての指
示等が行われる。
２．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置も講じなければ受け
ると予測される線量である。
３．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランによる骨表面又は肺
の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一レベルにないときは、これらのうちい
ずれか高いレベルに応じた防護対策をとるものとする。
※「原子力施設等の防災対策について」(平成 22 年８月一部改訂､原子力規制委員会)による。

（３）警戒区域の設定
①

市長は、対象原子力災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民等
の生命、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区域、もしくは、放射線が
５μSv/ｈ以上検出される区域に対し、災害対策基本法第６３条第１項に基づき「放射線警戒
区域」を設定することとする。

②

放射線警戒区域内の活動にあたっては防護の３原則（距離・時間・遮断

下記参照）を遵守

することとする。
③

市長は、放射線警戒区域を設定したときは、立入制限、禁止又は退去の措置を講じることと
する。

④

市長は、住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを
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実施することとする。
※放射線からの被ばく防護には、基本的な三つの原則がある。
【距

離】放射線源から離れる。
（放射線の強さは、光の明るさと同様に距離の二乗に反比例する）

【時

間】被ばく時間を少なくする。

【遮

断】放射線源との間に遮蔽（しゃへい）物を置く。
（鉄、鉛、コンクリート、砂袋等の遮蔽物
を置くことにより、被ばくを少なくする。
）

11．救急・救助活動を実施する
負傷者等の発見、通報から搬送、救急医療の提供に至るまでのケア対策については、以下の点に
留意し、３編５章１節「人命救助活動を実施する」及び同２節「応急医療活動を実施する」に準じ
て適切に行う。

12．消火活動を実施する
消防局は、事業者からの情報や専門家等の意見と消防庁が定める「原子力施設等における消防活
動対策マニュアル」を基に、消火活動方法を決定するとともに安全性の確保に努め、迅速に消火活
動を行う。

13．飲料水、飲食物の摂取制限等を実施する
市は、飲料水、飲食物及び農林水産物の汚染度が、原子力規制委員会が定める指標を超え、又は
そのおそれがあると認められるときは、住民に対し、汚染飲料水の飲用禁止、あるいは汚染飲食物
の摂取制限・禁止、また汚染農林水産物の採取、漁獲の禁止、出荷制限等の必要な措置を講じる。

14．放射性物質による汚染を除去する
事業者は、市、県、国及び防災関係機関と連携し、周辺環境における除染、除去を行うものとす
る。市は、県と協議し、事業者によるすみやかな汚染物質の除去及び除染が行われるよう、国の専
門家等の助言を踏まえ、必要な措置を講じることとする。
放射性物質が発見された場所の管理者は、当該放射性物質の除去等を行うこととする。この際、
市は、県と協議し、すみやかな汚染物質の除去及び除染が行われるよう、国の専門家等の助言を踏
まえ、必要な措置を講じることとする。ただし、当該不法廃棄等を行った者が直ちに判明したとき
は、不法廃棄等を行った者に除去及び除染を実施させることとする。

15．社会秩序の維持対策を実施する
市は、流言飛語の防止等について、県の措置に準じて適切に行う。
また、対象原子力災害等の事後に実施する環境放射線モニタリングについて、市は必要に応じて
県と協議を行い、住民等が理解しやすい結果内容の広報に配慮する。
なお、市は、県から各種制限措置の解除の指示があったときは、特別の理由がない限り、応急対
策として実施された、放射線警戒区域、消防警戒区域、放射線危険区域、飲料水・飲食物の摂取制
限及び農林水産物の採取・出荷制限等の各種制限措置の解除を行い、市内における安全が回復した
旨を発表する。
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３節

原子力発電所事故の応急活動を実施する

１．情報の収集を行う
市は、関西広域連合より兵庫県を通じて、原子力発電所事故等の情報を収集する。

原子力発電所事故に係る情報伝達系統図
原子力防災管理責任者（原子力事業者）
国（官邸（内閣官房）
、原子力規制委員会、原子力防災専門官等）
指定行政機関、指定公共機関

関係機関（府県警察本部、消防機関、海上保安部署、自衛隊等）
所在県（福井県）

関係周辺市町、指定地方公共機関等

所在市町（敦賀市、美浜町、おおい町、高浜町）
関係周辺府県
関係周辺市町、指定地方公共機関等

（滋賀県、京都府）
情報共有

広域連合（広域防災局）

構成団体・連携県

管内市町村

【兵庫県】

【西宮市】

覚書に
基づく連絡

出典：関西防災・減災プラン（原子力災害対策編）より作成

２．動員の実施
「３編１章１節

災害対応（警戒）本部を設置する」に準じて適切に行う。

３．関係機関等との連携及び職員の派遣
「３編２章１節

広域応援を要請する」に準じて適切に行う。

また、必要に応じて、民間事業者等との協定に基づき協力を要請する。

４．専門家への協力要請
「３編８章２節７項

専門家への協力を要請する」に準じて適切に行う。

５．災害情報等の提供と相談活動を実施する
「３編８章２節９項

災害広報と相談活動を実施する」に準じて適切に行う。
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６．モニタリング活動の実施
（１）県内への影響調査
「３編８章２節８項

緊急時モニタリングを実施する」に準じて適切に行う。

（２）飲料水・食品等の放射性物質濃度の測定
市は、国からの指示等により、水道水の放射性物質の濃度測定を実施するとともに、県が実施す
る飲料水・食品等の放射性物質の濃度測定が円滑に行われるよう協力する。

７．屋内退避等の実施
（１）屋内退避の指示
市は、国からの屋内退避の指示があった場合、または危険情報を把握した場合には、速やかに住
民等に対し、「３編４章１節

市民への広報を行う」に準じて広報を行う。

（２）避難・一時移転の実施
市は、国からの指示があった場合、住民の避難・一時移転を実施する。
また、市は、屋内退避指示中に、自然災害を原因とする緊急の避難が必要になった場合、住宅等
の倒壊により屋内退避が困難な状況が生じるおそれがある場合には、当該地域の住民に対し、避難
指示（緊急）を行う。

（３）避難所を開設・運営する
市は、住民等の市内における避難･一時移転を実施することとなったときは、必要に応じて避難
所の開設・運営を行う。
避難所の開設・運営方法は「３編 13 章４節

避難所等を開設する」及び「３編 13 章５節

避難

所を運営する」に準じて適切に行う。

（４）広域一時滞在
市は、県内他市町への広域一時滞在の必要があると認めるときは、県に報告の上、具体的な被災
状況など必要な事項を示し、県内他市町に被災住民の受入れを協議する。
また、市は、他の都道府県への広域一時滞在の必要があると認めるときは、県に対し、具体的な
被災状況など必要な事項を示し、他の都道府県に被災住民の受入れを協議するよう求める。

８．医療及び健康相談の実施
「３編 16 章２節

こころのケア対策を実施する」に準じて適切に行う。

９．飲食物の出荷制限、摂取制限
市は、国及び県からの指示または要請があった場合、「３編８章２節 13 項
の摂取制限等を実施する」に準じて適切に行う。
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10．県外からの避難者の受入れ
（１）広域避難に係る情報伝達と受入れ準備
県からの要請に基づき、災対避難局や学校職員、避難所の施設管理者等に連絡し、避難所の開設
準備を行う。

（２）受入れができない場合
市は、災害等やむを得ない理由で広域避難の受入れが困難となった場合、速やかに県に報告する。

（３）避難所の開設
「３編 13 章４節

避難所等を開設する」に準じて適切に行う。

避難所の開設期間は、おおむね２か月程度を目安とする。ただし、教育施設での避難者の受入れ
に当たっては、教育への影響に配慮し、避難所の早期解消を図ることとする。

（４）避難所の運営
市は、避難者の受入れがおおむね完了し、避難元市である舞鶴市による避難所での運営体制が整
った段階で、舞鶴市と協議し、避難者の受入れ及び避難所の運営に関する業務を舞鶴市に引き継ぐ。

（５）避難者の相談及び情報提供
市は、避難者の様々な意見・相談等を適切に対応できるよう舞鶴市が必要に応じて設ける相談窓
口の設置に協力する。

11．放射性物質による環境汚染への対処
「３編８章２節 14 項

放射性物質による汚染を除去する」準じて適切に行う。

12．各種制限措置の解除
「３編８章２節 15 項

社会秩序の維持対策を実施する」に準じて適切に行う。

13．風評被害等の影響の軽減
（１）安全宣言の発表
市は、原子力発電所事故災害によってなされた各種制限措置が全て解除されたときは、市域にお
ける安全が回復した旨を発表する。

（２）被害を受けた産業に対する支援
市は、風評被害を受けた業界に対し、地元産品のＰＲ、誘客キャンペーン、物産展等による支援
の検討を行う。

14．心身の健康相談体制の整備
市は、国や専門家の意見を聴き、必要に応じて、応急対策にあたった職員、防護対策を講じた地
域の住民等を対象とする健康調査を実施する。その際、放射線との関連が明らかな疾患だけでなく、
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こころのケア等も含めた健康状態を把握するための長期的な健康被害の必要性を考慮する。
また、市は、必要に応じて、国や専門機関の相談窓口を紹介する。
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９章 危険物流出事故に対する応急活動
第１

災害応急対策の目的と構成

●危険物流出事故については、災害発生箇所や災害拡大の状況など、他の災害とは異なる特殊性を有す
ることから、施設管理者による応急対策とあわせて、市及び防災関係機関による応急対策に関して、
必要な事項を定めるものである。
節 項
危険物等災害の応急対策を実 １．危険物災害の応急対策を実施する
施する
２．高圧ガス災害の応急対策を実施する
３．火薬類災害の応急対策を実施する
４．毒物・劇物等災害の応急対策を実施
する
２節 危険物等を積載する車両事故 １．輸送事業者等による応急対策を実施
する
等の応急対策を実施する
２．市及び防災関係機関による応急対策
を実施する

担当局、関係機関

１節

第２

各局
各関係機関

災害応急対策の流れ
危険物施設における災害発生

施設管理者
緊急
通報

高圧ガス施設における災害発生

応急措置の実施

施設管理者

（救急・救助・拡散防
止・避難実施 等）

緊急
通報

事業所内災害対策
本部の設置

応急措置の実施
（運転停止・消火・
従業員待避 等）

市
防災関係機関

連携

応急対策の実施

市
防災関係機関

火薬施設における災害発生

施設管理者
緊急
通報
市
防災関係機関

毒物・劇薬等施設における災害発生

応急措置の実施

施設管理者

（火薬搬出・避難実
施）

緊急
通報
市
防災関係機関

応急対策の実施

危険物搭載車両における事故発生

輸送管理者

現場の安全確認

道路管理者

緊急
通報
市
防災関係機関

応急対策の実

応急対策の実施
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災害応急対策の内容

危険物等災害の応急対策を実施する

１．危険物災害の応急対策を実施する
（１）危険物施設責任者の応急対策
危険物施設の所有者、管理者又は占有者で、その権限を有する者（以下「責任者」という。
）は、
災害発生と同時に、次の措置をとる。

【危険物施設責任者が取るべき措置】

緊急通報

応急措置の実施

被害の拡大防止措置

責任者は、災害が発生した場合、直ちに１１９番で消防局に連絡する
とともに、必要に応じて付近住民並びに近隣企業へ通報する。また被害
の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて消防署へ
通報する。
なお、火災の場合は消防局に通報するが、石油類流出の場合は、消防
局以外にも市および各公共施設管理者（道路・上水道・下水道・河川(海
域に至る恐れがある場合は海上保安署)）に下記事項を速やかに連絡す
る。
・発生日時及び場所
・通報者及び原因者
・下流での水道水源の有無
・現状及びその時点での対応状況
責任者は、各種防災設備を有効に使用し、迅速な初期活動を行う。特
に、近隣への延焼防止を最優先とし、かつ誘発防止に最善の方策をと
る。
・消防活動及び被災者の救出救助
・危険物除去及び流出石油類等の拡散防止
責任者は、企業自身の計画により、従業員等の避難を実施する。

（２）市及び防災関係機関が実施する応急対策
危険物の応急対策は、特に次の事項に留意しつつ、「３編
準用し適切に行う。
・危険物等の特定
・関係防災関係機関及び流出下流地域への通報
・立入禁止区域の設定及び交通規制
・避難誘導及び群衆整理
・避難勧告または避難指示（緊急）
・消防活動及び被災者の救出救助
・危険物除去及び流出石油類等の拡散防止
・水質汚染対策及び取水停止措置
・周辺住民に対する広報活動
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２．高圧ガス災害の応急対策を実施する
（１）高圧ガス施設責任者の応急対策
高圧ガス事故発生（のおそれがある）施設の責任者（以下「責任者」という。
）は、直ちに運転、
製造等を停止し、次の措置をとる。

【高圧ガス施設責任者が取るべき措置】
責任者は、高圧ガス施設が災害発生又は危険な状態となった場合はあ
緊急通報

らかじめ定められた情報伝達経路により防災関係機関(市（消防局等）
、
県、警察署、海上保安署)に通報する。通報を受けた防災関係機関は、状
況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。
責任者は、高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生

災害対策本部等の設置 を防止するため、速やかに事業所内に災害対策本部を設置し、防災関係
機関と連携して応急対策を実施する。
責任者及び防災関係機関は連携し、高圧ガスの性質(毒性、可燃性、支
燃性等)に基づいた適切な応急措置を実施する。
・状況による設備の緊急運転停止
・火災が発生した場合の消火、高圧ガスの移動、安全放出、冷却散水
応急措置の実施

・ガスが漏洩した場合の緊急遮断等の漏洩防止措置
・状況による立入禁止区域及び火気使用禁止区域の設定
・状況による防災要員以外の従業員の退避
・発電設備以外の設備の緊急総点検
・交通規制措置
責任者は、防災資機材が不足又は保有していない場合、直ちに近隣の

防災資機材の調達

事業者等から調達する。また、市及び県は、事業者による防災資機材の
確保が困難な場合、連携して防災資機材を調達するとともに、警察署､消
防局､西宮海上保安署は､防災資機材の緊急輸送に協力する。
責任者は、可燃性ガス又は毒性ガスが漏洩した場合は、携帯用のガス

被害の拡大防止措置

検知器等で漏洩したガスの濃度を測定し、拡散状況等の把握に努める。
また、防災関係機関は、被害が拡大し、事業所周辺にも影響を及ぼす
と予想される場合は、周辺住民等の避難について協議する。

（２）市及び防災関係機関が実施する応急対策
高圧ガスの応急対策は、特に次の事項に留意しつつ、
「３編
を準用し適切に行う。
・立入禁止区域の設定及び交通規制
・避難誘導及び群衆整理
・避難勧告または避難指示（緊急）
・消防活動及び被災者の救出救助
・周辺住民に対する広報活動
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３．火薬類災害の応急対策を実施する
（１）火薬類施設責任者の応急対策
火薬類事故発生（のおそれがある）施設の責任者（以下「責任者」という。）は、直ちに次の措置
をとる。

【火薬類施設責任者が取るべき措置】
責任者は、火薬類施設が発災した場合、あらかじめ定められた情報
緊急通報

伝達経路により防災関係機関(市（消防局等）
、県、警察署、海上保安
署)に通報する。通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災
関係機関と連絡調整を図る。
責任者は、火薬庫の周辺に災害が発生した場合、貯蔵中の火薬類に
引火爆発のおそれが生じた場合、貯蔵中の火薬類を近隣の火薬庫等に

応急措置の実施

迅速に搬出する。なお、搬出に際しては、市（消防局等）、県、警察署
に対し、連絡を取り対処する。また、災害により火薬類が埋没した場
合、火薬類の存在する場所が解るよう旗等により標示し、見張人を置
くとともに関係者以外に立入禁止措置を講ずる。
火災・爆発等が発生した場合は、作業者等を迅速に安全な場所に避

被害の拡大防止措置

難させるとともに、二次災害を防止する措置を講ずる。また、状況に
より、防災要員以外の作業者及び周辺住民に対して避難誘導を行う。

（２）市及び防災関係機関が実施する応急対策
火薬類の応急対策は、特に次の事項に留意しつつ、「３編
準用し適切に行う。
・立入禁止区域の設定及び交通規制
・避難誘導及び群衆整理
・避難勧告または避難指示（緊急）
・消防活動及び被災者の救出救助
・周辺住民に対する広報活動
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４．毒物・劇物等災害の応急対策を実施する
（１）毒物・劇物等施設責任者の応急対策
毒物・劇物等の事故発生（のおそれがある）施設の責任者（以下「責任者」という。）は、直ちに
次の措置をとる。

【毒物・劇物等施設責任者が取るべき措置】
責任者は、毒物・劇物等が災害発生又は危険な状態となった場合は
緊急通報

あらかじめ定められた情報伝達経路により防災関係機関(市（消防局
等）
、県、警察署、海上保安署)に通報する。通報を受けた防災関係機
関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図る。
責任者は、毒物・劇物等の漏洩、流出、汚染、出火等を防止するた
め次の措置を行う。
・貯蔵設備の破損、毒物・劇物の漏洩等の異常の有無について緊急点

応急措置の実施

検を行う。
・貯蔵設備の破損がある場合は応急補修を行う。
・毒物・劇物が漏洩した場合又はそのおそれがある場合は、毒物・劇
物の除去、除毒、流出防止措置を行う。
・出火した場合は、自衛消防隊等による初期消火を行う。
被害が拡大した場合は、作業者等を迅速に安全な場所に避難させる

被害の拡大防止措置

とともに、二次災害を防止する措置を講ずる。また、状況により、防
災要員以外の作業者及び周辺住民に対して避難誘導を行う。

（２）市及び防災関係機関が実施する応急対策
毒物・劇物等の応急対策は、特に次の事項に留意しつつ、
「３編
策を準用し適切に行う。
・立入禁止区域の設定及び交通規制
・避難誘導及び群衆整理
・避難勧告または避難指示（緊急）
・消防活動及び被災者の救出救助
・中和除毒の安全措置及び被災者の救出救助
・水質汚染対策及び取水停止措置
・周辺住民に対する中毒防止方法等の広報活動
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危険物等を積載する車両事故等の応急対策を実施する

１．輸送事業者等による応急対策を実施する
（１）緊急通報
輸送事業者等は、危険物の漏洩等の場合、防除活動が適切に行われるよう、市及び防災関係機関
に対し、流出危険物等の名称及び事故の際講ずべき措置を伝達する。

（２）現場の安全確認及び流出危険物等の拡散防止等
輸送事業者等及び道路管理者は、危険物の漏洩等の場合、現場の安全確認、負傷者等の移動、防
除活動を実施する。

２．市及び防災関係機関による応急対策を実施する
市及び防災関係機関は、災害の規模や態様に応じ、関係機関相互の密接な連携・協力のもとに応
急対策は、特に次の事項に留意しつつ、「３編

災害応急対策計画」の各応急対策を準用し適切に

行う。なお、高速自動車道及び自動車専用道路における危険有害物質を運搬するタンクローリー等
の車両の事故については、「兵庫県危険物運搬車両事故防止対策指針－兵庫県危険物運搬車両事故
防止対策協議会」を適用する。

（１）危険物等の特定
市(消防局等)は、管轄の警察署、西宮海上保安署、県その他関係機関と協力し、輸送事業者等を
通じて危険物等の情報を収集する。なお、必要に応じ、次のシステムによる情報入手と活用に努め
る。
（＊県の大規模事故災害対策計画を参考に作成）
輸送事業者等を通じても危険物等の種類が特定されない場合は、県立健康科学研究所、県警科学
捜査研究所等と連携し、又は県を通じて専門家・専門機関等と連携をとり、危険物等の種類の特定
に努める。

イエローカード(運転者携行)
・危険有害物質の性状、処理剤及びその調達先等事故の際必要な情報を記載した緊急連絡カード。
危険有害物質等を輸送する際に、製造事業者等が作成し、運送人に交付することにより、事故
時の措置等の周知徹底を図り、化学物質の総合的な物流安全を図ろうとするもの。
・(一社)日本化学工業協会が、通産省、厚生省及び消防庁の指導のもとに、
「イエローカード（緊
急連絡カード）の作成要領」を作成し、加盟団体に普及を依頼している。
（平成 9 年 12 月 12 日付け旧建設省「危険物運搬車両の事故防止等対策についての申合せについて」等よ
り）

毒物劇物情報データベース（保健所で検索）
・毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物についての化学情報をデータベース化し、化学物質
名などにより、簡単迅速に危険有害性、毒性、応急措置等の情報検索が出来る。
（ＣＤ－ＲＯＭに記録された同データベースは保健所で情報検索できる）
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（２）避難等
市は、警察署と協力し、流出した危険物等の性質、量及び気象条件等を勘案し、被害拡大を防止
するため、地域住民等に対し、避難勧告及び立入禁止区域の設定等の措置を講じる。

（３）交通規制
市は、道路管理者及び警察署と協力し、被害の拡大を防止するため、道路の交通を規制する。

（４）災害広報
市は、関係機関と協力し、住民の生命身体に危険が生じる恐れがある場合または地域住民等の民
心の安定のため、流出危険物等の内容説明・安心情報又は避難勧告等の警戒情報を広報する。

（５）患者の移動及び除染
市(消防局等関係機関)は、責任者、管轄の警察署、西宮海上保安署、県、その他関係機関と連携
して次の活動を行うこととする。
①

負傷者等を汚染された環境から搬出し、除染を行う。

②

医療機関、県（災害医療センター）、その他関係機関と連携をとり、負傷者等を医療機関へ搬
送する。

（６）現場の安全確認
市(消防局等)は、責任者、管轄の警察署、西宮海上保安署、県、その他関係機関と連携して次の
活動を行う。
①

危険区域を画すため、警戒線を張り、関係者以外の立入りを禁止し、安全地帯を設定する。

②

管轄の警察署と協力して避難のための立退きの指示・勧告、避難所の開設及び避難所への受
入れを行う。

③

市は、県が行う災害の規模・態様に応じた環境モニタリング調査に協力し、その測定場所の
選定、確保及び現場立会いを行う。

（７）風評被害の影響の軽減
市、県、その他関係機関は、各マスメディアの協力を得ながら、次の事項について的確な情報提
供を行うことにより、風評被害等の未然防止を図ることとする。
①

空港、鉄道、道路等の使用又は供用の状況

②

被災した構造物等の復旧状況

③

危険物等の流出等の場合の緊急時モニタリングの結果

④

その他風評被害の未然防止又は軽減のために必要な情報

万一、風評被害等が発生したと認められる場合は、農林水産物、地場産業の商品等の適正な流通
の促進及び観光振興のため、広報活動の強化等により影響の軽減を図るとともに、農林水産業対策、
観光対策等に十分な配慮を行う。
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10 章 大規模事故に対する応急活動
第1

災害応急対策の目的と構成

●市内における大規模事故については、航空事故、鉄道事故、道路事故、雑踏事故等の発生が想定され
るが、災害によって情報の伝達系統が異なることから、災害発生時における情報伝達の方法、応急活
動体制の確立及び実施の方法について定めるものである。
節 項
１節 情報収集・伝達を行う
２節 大規模事故災害に対する応急活 １．応急活動体制を確立する
動体制を確立する
２．市役所内における情報収集・伝達
体制を確立する
３．被害情報等の収集、報告を行う
４．専門家・専門機関等に協力を要請
する
３節 応急対策を実施する

第２

担当局、関係機関

各局
各関係機関

災害応急対策の流れ

大規模事故災害発生

発生情報の伝達
航空事故

鉄道事故

発見者

発見者
鉄道事業者

道路事故

発見者
道路管理者

雑踏事故

発見者
主催者

県警察本部・海上保安本部・消防局

市・県
大阪航空局等

市・県
近畿運輸局等

市・県・近畿
地方整備局等

市・県
消防庁・警察庁

国土交通省・関係省庁

応急活動の実施
応急活動体制の確立
（災害対策本部等）

情報収集・伝達体制
の確立

防災関係機関

応急対策の実施

専門家・専門機関等
への協力要請

県
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第３

１節

災害応急対策の内容

情報収集・伝達を行う
航空機事故、列車事故､大規模交通事故､雑踏事故等の突発重大事故が発生した場合、防災関係機

関が連携して情報の収集・伝達を迅速、的確に行う。

【大規模事故災害の種類】
○航空事故災害
○鉄道事故災害
○道路事故災害
○雑踏事故災害

（１）航空事故災害の第一報の情報伝達
市内及び大阪国際空港の周辺において航空機事故による災害が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合（例：墜落等の可能性がある場合等）の情報等の伝達系統は次のとおりとし、災害発生が予
測される通報を受けた消防局は以下に準じて必要関係機関に通報する。

航空事故災害における情報伝達系統図
大阪航空局
119 番

大阪航空局

大阪空港事務所

国土交通省

大阪府
官邸（内閣
日本赤十字社大阪府支部

当

大 阪 空 港 周辺 都市

情報調査室）

日本赤十字社兵庫県支部

航 空 機 災 害消 防相

該

大阪府医師会

互応援協定機関

消

兵庫県医師会

防
機

発見者

（川西市医師会、宝塚市医師会、

救急告示病院

尼崎市医師会、西宮市医師会）

関

当該航空運送事業者
陸上自衛隊第 3 師団

内閣府

防衛省

(*状況に応じ)
兵庫県

西宮市ほか関係市
110 番
118 番

消防庁

（災害対策局他）

警察庁

兵庫県警察本部
（管轄警察署）

海上保安本部
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①

航空運送事業者は、自己の運搬する航空機について緊急事態又は事故が発生した場合には、速
やかにその情報を国土交通省及び県に連絡する。

②

市は、入手した情報を県、関係機関等へ連絡する。

③

大阪空港周辺都市航空機災害消防相互応援協定
１５都市（大阪市、堺市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、八尾市、松原市、柏原羽曳野藤
井寺消防組合、高石市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市の各消防本部）の区域内におい
て、航空機の墜落等による大規模な災害が発生した場合に相互に応援することを定めた協定。

④

大阪航空局大阪空港事務所による「大阪国際空港緊急計画」の対象となる区域は、原則として空
港内及び周辺で、空港のほぼ中心点をさす標点から半径９km 内の範囲をいい、上記系統図の関係
市とは、兵庫県内ではこの範囲内にある伊丹市、川西市、宝塚市、尼崎市及び西宮市を指す。

⑤

空港周辺での緊急事態において、事故等の位置関係の特定は「大阪国際空港緊急計画」に示され
た大阪国際空港周辺グリットマップの座標により連絡される。

⑥

県内における関係機関（海上保安本部、陸上自衛隊第３師団、県警察本部、県、市町、消防本部）
は、相互に情報を交換することとする。（兵庫県地域防災計画より）
資料４-４

「大阪国際空港周辺都市航空機災害消防相互応援協定」参照

資料 13-３

「大阪国際空港周辺グリットマップ」参照

（２）鉄道事故災害の第一報の情報伝達
鉄道事故による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の伝達系統は次のとおりとし、関
係機関（県警察本部、県、市町、消防本部）は相互に情報を交換する。なお、危険物等の漏えい等
の場合は、９章１節「危険物等災害への応急対策を実施する」による。

鉄道事故災害における情報伝達系統図
鉄道事業者

近畿運輸局

国土交通省

下記②参照
発見者

消防局
119 番

西宮市

官邸

関係省庁

内閣府
兵庫県(災害対策局等)

消防庁

兵庫県警察本部

警察庁

110 番
①

大規模な鉄道災害が発生した場合、鉄道事業者は、速やかに国土交通省（近畿運輸局）
、県及び
市（消防局）に連絡することとする。また、鉄道の運転の業務に従事する者は、事故が発生した場
合、その状況を冷静に判断し、速やかに安全適切な処理をとり、特に人命に危険の生じたときは、
全力を尽くしてその救助に努める。(昭和 26 年７月２日運輸省令第 55 号運転の安全の確保に関
する省令)

②

市は、入手した情報を県、関係機関等へ連絡することとする。
資料４-５
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（３）道路事故災害等の第一報の情報伝達
道路構造物の被災による災害、大規模交通事故による災害等が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合の情報等の伝達系統は次のとおりとし、関係機関（海上保安本部、県警察本部、県、市町、
消防本部）は相互に情報を交換する。なお、危険物等の漏えい等の場合は、９章１節「危険物等災
害への応急対策を実施する」による。

道路事故災害における情報伝達系統図
道路管理者

近畿地方整備局

国土交通省

内閣府
発見者

消防局

西宮市

119 番

兵庫県(災害対策局等)

消防庁

兵庫県警察本部

警察庁

海上保安本部

海上保安庁

官邸

関係省庁

110 番
118 番
神戸運輸監理部

①

道路構造物の被災等により大規模な通行障害等が発生した場合、道路管理者は速やかに国土交
通省（近畿地方整備局）及び県に連絡することとする。また、車両等の交通による人の死傷又は物
の損壊があったときは、当該車両の運転者その他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、負
傷者を救護し、道路における危険を防止する等、必要な措置を講じるとともに、最寄りの警察署に
報告する。(道路交通法第 72 条)

②

市は、入手した情報を県、関係機関等へ連絡する。

（４）雑踏事故災害の第一報の情報伝達
雑踏事故（歩道上の事故等を含む）が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報等の伝達系
統は次のとおりとし、関係機関（県警察本部、県、市町、消防本部）は相互に情報を交換する。

雑踏事故災害における情報伝達系統図
兵庫県
主催者等

119 番

消防局

西宮市

消防庁

(災害対策局他等)

発見者
兵庫県警察本部
110 番

（管轄警察署）

雑踏事故の場合、行事等の主催者は、消防局、各警察署等に連絡を行う。
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大規模事故災害に対する応急活動体制を確立する

１．応急活動体制を確立する
当該事故に対し大規模事故災害として災害対策本部等の設置により対応する場合は、３編１章１
節「災害対策（警戒）本部を設定する」を準用し、かつ以下の点に留意して適切に行う。
①

状況により人命救助隊を派遣する場合は、二次災害の可能性に十分留意して行う。

②

被災状況により現地救護所設置を検討する。

③

捜索、救助、医療などの初期対応においては、被害者情報の集約と共有が重要であることを
踏まえ、必要により関係機関による現地調整組織の設置を検討する。

④

近隣市で発生した事故においても、必要に応じ、災害の拡大等による影響を考慮して、速や
かに応急対策を実施できるよう準備をすすめる。

２．市役所内における情報収集・伝達体制を確立する
事故災害は、初期段階での事故概要の把握が困難な点を踏まえ、市域及び近隣市で発生し、又は
発生するおそれがある事故に対し、速やかに応急対策を実施するため、初期段階で次のような組織
対応、運用により情報の収集・伝達・指示を行うものとする。
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事故発生情報

市民・職員・県・警察等

消防局
[緊急連絡担当]
①消防局長
②警防部長

相互連絡

中央病院

保健所

各局

[緊急連絡担当]
①事務局長
②管理部長

[緊急連絡担当]
①保健所長
②保健所副所長

[緊急連絡担当]
①局長級
②部長級

緊急連絡担当が通常業務を超える事態が発生、もしくは発生の恐れありと判断した場合

至急連絡
市長室

総務局危機管理室
[連絡順位]
①災害対策課長
②危機管理室長

相互連絡

■事態により構成員の増減
■詳細情報の収集(現地派遣等)
■情報分析と発生事態の予測
■早期広報の検討
■災害対策本部設置、現地災害
対策本部、防災指令発令等の
検討
■その他

■危機管理監と災害警戒本
部の設置及び対策の実施
について協議
■必要な場合、災害対策本部
の即時設置を指示

長

災害警戒本部
（３編１章１節）

副市長

報告・指示

報告・指示

■現地派遣(必要時)
■関係機関、関係部署への連絡

市

■両副市長に報告
■必要な場合、市長に報告

■初期情報の収集
※初期情報の収集は、必要により
消防局、警察等に直接出向いて
行なう。

[連絡順位]
①市長室長
②秘書課長

（市外で発生の場合）
災害支援施策の実施

甚大な被害の
発生又はおそれ

災害対策本部
（３編１章１節）

①

職員派遣による現地調査は、二次災害に注意し、消防局との連携を原則とする。

②

各段階においては、今後に発生が予測される事態に必要となる動員配備体制に留意する。医療
関係部局とは、事故情報が十分でない場合であっても事前に配備体制等の確認を行う。

③

近隣市で発生し、又は発生するおそれがある場合においても、速やかに緊急応急対策、支援施策
等を実施できるよう情報の収集・伝達を行う。
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３．被害情報等の収集、報告を行う
被災情報の収集や県等への被害状況報告については、３編３章３節「被害情報を収集する」及び
４節「災害・被害情報を伝達・報告する」を準用し適切に行う。

４．専門家・専門機関等に協力を要請する
（１）県の対応
県は、大規模事故災害が発生し、又は発生するおそれがあり、必要があると認めるときは、連携
を図っている専門家・専門機関等に連絡し、助言等の協力を求めることとしている。

（２）助言等の要請
市は、専門家・専門機関等の助言や専門家等の派遣を求める必要があると認めるときは、県に協
力を要請する。
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３節

応急対策を実施する
大規模事故に関する応急活動については、災害応急対策計画に定める対策全般に準じて行うほか、

次の点に留意して応急対策を実施する。

（１）被災区域への流入抑制
兵庫県地域防災計画の定めるところにより、管轄の警察署は、被災区域への流入抑制のための交
通整理、交通規制等の対策を行う。

（２）代替輸送の実施
①

鉄道災害発生時

当該鉄道事業者は、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等の代替交通手段の確保に努め、被災
していない関係鉄道事業者においては、可能な限り、代替輸送について努める。

②

道路災害発生時

道路管理者、近畿運輸局、近畿地方整備局、県、県警察本部、市、その他関係機関は、幹線道路
が長時間に渡って使用不能になる場合など、必要に応じて、う回路の設定及び周知、交通規制の実
施、バス路線の変更等の対策を実施する。

（３）関係施設の復旧等
①

空港関係施設の復旧等
空港管理者又は公共ヘリポートの管理者等は、事故災害に伴う施設の被害の状況に応じ、あらか

じめ定めた復旧資材の調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑な被災
施設の復旧に努めることとする。また、可能な限り、復旧予定時期を明確化するよう努めることと
する。

②

鉄道関係施設の復旧等
鉄道事業者は、事故災害に伴う施設及び車両の被害の状況に応じ、あらかじめ定めた復旧資材の

調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑な被災施設及び車両の復旧に
努めるものとする。また、可能な限り、復旧予定時期を明確化するよう努めることとする。

③

道路関係施設の復旧等
道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた復旧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した道路施設の復旧事業を行うこととする。また、
可能な限り、復旧予定時期を明示することとする。

④

港湾関係施設の復旧等
港湾管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた復旧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した港湾施設の復旧事業を行うこととする。また、
可能な限り、復旧予定時期を明示することとする。
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（４）原因究明と再発防止策の検討
事故災害に関連する各施設等の管理者、事業者は、事故の原因究明と再発防止策に努めることと
する。また、市は、当該事故の検証、反省点を踏まえ本計画の見直しを行う。

（５）心身の健康相談体制の整備
市は、県と協議し、事故災害による被災者及び発生場所付近の住民等に対する心身の健康に関す
る相談に応じるため、通常の健康相談窓口において相談に応じるほか、必要に応じ、応急対策とし
て設置した専門相談窓口を継続する等必要な健康相談体制を維持する。

（６）風評被害等の影響の軽減
市は県と協議し、各マスメディアの協力を得ながら、的確な情報提供により、事故災害による風
評被害等の未然防止を図ることとする。
万一、風評被害等が発生した場合は、農林水産物、地場産業の商品等の適正な流通の促進及び観
光振興等のために、広報活動の強化等により影響の軽減を図るとともに、農林水産業対策、観光対
策等の施策に十分な配慮を行う。
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11 章 海上事故災害に対する応急活動
第１

災害応急対策の目的と構成

●海上事故災害については、災害発生箇所や災害拡大の状況など、他の災害とは異なる特殊性を有する
ことから、情報収集・伝達の方法、事故発生時の応急活動の内容等、西宮市の沿岸海域における海上
事故災害への対応に関して必要な事項を定めるものである。
節 項
１節 関係機関と連携する
２節 情報の収集・伝達を行う
３節 海上事故災害の応急活動を実施 １．職員を動員配備する
２．防災関係機関等と連携を行う
する
３．応援を要請する
４．災害広報を実施する
５．消火活動を実施する
６．捜索・救助活動を実施する
７．救急・医療活動を実施する
８．遺体の収容・処置を実施する
９．緊急輸送活動を実施する
10．流出油防除対策を実施する
11．二次災害を防止する
12．環境対策を実施する

第２

担当局、関係機関

各局
各関係機関

災害応急対策の流れ
海上事故災害発生

発生情報の伝達
発見者

警察署

消防局

西宮市

西宮海上保安署

県警察本部

海上保安本部

兵庫県

応急活動の実施
応急活動体制の確立
（災害対策本部等）
防災関係機関
（総合調整本

応急対策の実施

県

二次災害の防止
環境対策の実施
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災害応急対策の内容

関係機関と連携する
船長等の船舶関係者、国、県、市及び防災関係機関は、西宮市の沿岸海域等において大規模な船

舶事故等があり重大な災害が発生若しくは発生する恐れがある場合、災害対策基本法、水難救護法
及びその他関連する法律に基づき、必要となる対策を連携・協力して実施する。

２節

情報の収集・伝達を行う
海上災害が発生した場合は､関係機関からの情報収集を行うほか､沿岸陸上部のパトロールに努

め､被災規模､人的被害等の情報を収集し､収集した情報を県に対しフェニックス防災システムを通
じ報告する。また､収集した情報は整理をし、必要に応じ関係機関相互に情報を交換する。

海上災害における通報伝達フロー
事故船舶・施設
通

最寄りの警察署

現認者

報

西宮市消防局

西宮市（災害対策課）

連絡
連絡

西宮海上保安署
報告

報告・連絡

神戸海上保安部
第五管区海上保安本部
兵庫県阪神南県民センター

警察本部

兵庫県（災害対策課）
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３節

海上事故災害の応急活動を実施する

１．職員を動員配備する
市長は、市沿岸海域で海上災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、関係
機関等からの情報収集の上、全庁的な対応が必要と認めるときは､災害対策本部を設置する。動員
体制等については、災害規模等に基づき必要な体制をとるほか、原則として３編１章１節に準じ適
切に行う。

２．防災関係機関等と連携を行う
西宮市の沿岸海域における海上災害を認知又は通報を受けたときは、水難救護法に基づき救急・
救助活動を実施するほか、西宮海上保安署等と連携して、消防活動、負傷者等の救急医療活動を行
う。
また、流出油等の防除活動を実施する場合は、大阪湾・播磨灘排出油防除協議会に設置される総
合調整本部と連携を行う。

３．応援を要請する
市長は、海上災害の規模によって、近隣自治体、自衛隊、その他の広域的な応援が必要であると
認めるときは、各々の応援要請手続きに従って要請する。

４．災害広報を実施する
市は、防災関係機関と相互に緊密な連絡体制をとり、情報交換するとともに、市民に報道機関等
の協力を得て、広報する。広報を必要とする内容は、概ね次のようなものがある。

【海上事故災害時の広報内容】
①

災害発生の日時、場所

②

被災状況と応急措置の状況

③

重油等危険物の漂流、漂着、回収状況

④

被災者の安否、収容先医療機関に関する情報

⑤

交通規制状況及び各種輸送機関の運行状況

⑥

二次災害の危険性等に関する情報

⑦

災害ボランティアの受入状況

⑧

相談窓口の設置状況

⑨

環境への影響

５．消火活動を実施する
市は、埠頭又は岸壁に保留された船舶等の火災につき、西宮海上保安署と相互に連携をとり、消
火活動を行う。また、火災の規模により、他の消防機関の応援を必要とする場合は、消防相互応援
協定等に基づき応援を要請する。
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６．捜索・救助活動を実施する
捜索・救助活動は、西宮海上保安署、県及び県警察本部が相互に連携しながら実施するが、市陸
岸で海難事故が発生した場合、市はこれらの機関と協力し活動する。また、必要に応じ、民間から
の協力等により、捜索・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。

７．救急・医療活動を実施する
救急医療情報システム、ホットライン等を活用するとともに、災害救急医療情報指令センターと
連携して医療機関の診察応需情報等を把握し、迅速に負傷者等を搬送する。
また、市内で医療を確保出来ない場合は、県と調整して広域的に応援協力を要請する。

８．遺体の収容・処置を実施する
海上保安官又は警察官の検視及び医師の検案を終えた遺体は、西宮市満池谷斎場に安置する。た
だし、災害の状況に応じて、施設管理者と協議して他の指定予定施設に遺体安置所を開設する。

９．緊急輸送活動を実施する
傷病者、医師、避難者又は救援物資等の緊急輸送は、西宮海上保安署、警察署と連携し、被害状
況及び緊急度の考慮と、以下の点に留意し行う。
①

緊急輸送車両として市有車両を配備するとともに、被害の状況に応じて日本通運等に協力要
請するほか県に斡旋依頼する。

②

あらかじめ指定しているヘリポートを必要に応じて開設するとともに、緊急輸送車両との連
携体制を確立する。

③

交通規制にあたっては、第五管区海上保安本部、警察機関、国、県あるいは関係市町の道路
管理者、指定公共機関あるいは指定地方公共機関の交通関係機関と、相互に密接な連絡調整を
行う。

10．流出油防除対策を実施する
（１）沿岸海域における防除活動
西宮市の沿岸海域に大量の油流出があり、陸岸に漂着する恐れのある場合、できるだけ漂着しな
い段階において集中的に防除対策を講じる。

（２）陸岸における防除活動
県が作成する重油等回収方針に沿って作業計画を策定し、速やかに県に報告する。
市は、重油等の漂着状況、回収状況を常に把握し、地区ごとに計画的・効率的な回収処理ができ
るよう作業計画に従い実施する。
回収に必要な資機材を調達した場合は、事後の補償交渉を円滑に進めるため、処理の方法及びそ
の妥当性、費用の明細等につき、詳細な記録を残しておく。

【調達資材】
長靴、ゴム手袋、防塵マスク、ひしゃく、雨ガッパ、防寒着、スコップ、ふるい、土のう
袋、ビニールシート、油吸着材等
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（３）回収物の処理
流出油等の保管、運搬、処理については、船舶の所有者等の防除措置義務者及びその者から委託
を受けた海上災害防止センターが主体となって行うこととなっており、回収した流出油等は産業廃
棄物として取り扱われる。
西宮市は、運搬や処理が直ちに出来ない場合、西宮海上保安署等防災関係機関と協議調整の上、
応急的に空地等で一時保管する。また、廃油等の処理については、県及び海上災害防止センターの
指導を受け、事前に保険会社とも協議の上、適正な方法により実施する。

（４）災害ボランティアの受け入れ連携
３編 15 章１節「災害ボランティアを受け入れる」に準じて適切に行う。

（５）回収作業従事者の健康対策の実施
回収作業従事者に、回収活動が安全に実施できるよう、健康管理上の注意事項を周知するととも
に、必要に応じて現場に救護所を設置する。
市は、回収作業従事者の健康状態を把握し、必要に応じて、兵庫県医務課に報告するとともに、
健康被害者の発生に備えて病院の受け入れ体制を整備する。
回収作業が長期化する場合、回収作業従事者及び地域住民の健康状態の悪化を防止するため、現
場及び地域を巡回して健康相談を実施し、必要な措置を講じる。

（６）防除費用の請求
海上事故に伴う流出油等の防除に要した経費については、油濁損害賠償保障法に基づき船舶所
有者が原則として無過失責任を負うこととなっており、船舶所有者に求償することができる。
市は、県と連携をとり、船舶所有者、保険会社及び国際油濁補償基金に対して経費の請求を行う。
これらの請求の対象となる費用は、資機材及び人件費を含む防除・清掃費、回収した油の処理費用
等であり、請求手続きには、費用の明細など詳細な証拠書類が必要となるため、出来る限り詳細な
記録を残しておくこととする。

11．二次災害を防止する
重油等が漂着した場合は、その性質、危険性等を広報し、必要に応じ、周辺海域での遊泳の禁止
等の自粛等を呼びかける。
また、災対衛生局は、県、県獣医師会、野鳥の会等関係機関の協力を得て、汚染海鳥等の動物の
救護活動を実施する。
なお、市は、県と連携をとり、汚染された魚介類が市場に流通しないよう、随時、魚介類販売店
及び魚介類加工品製造施設等へ県とともに立入検査を行うとともに、市民に情報公開を行い、安全
性の確保に努める。

12．環境対策を実施する
海上災害による環境悪化が西宮市に及ぶ可能性がある場合、次の対策を行う。
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（１）大気汚染対策
西宮市は、県と連携して、大気の監視及び汚染物質の分析を行い、大気汚染の状況及びその対応
を関係機関等に連絡する。特に、人的影響については、医療関係機関等にも連絡する。
また、周辺住民へは大気汚染の状態やその危険性、注意すべき事項等について、各種広報媒体を
通じて広報する。

（２）水質汚染対策
西宮市は、県と連携して、市民利用施設及び必要な水域の水質検査を実施し、水質汚染の状況と
その対応を関係機関等に連絡する。
また、水質等汚染調査は長期的に実施し、海洋レジャー、魚介類等への影響を調査して、関係機
関等へ必要な措置を講じるよう連絡するとともに、市民に広報し、安全の確保に努める。
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12 章 要配慮者（災害時要援護者）対策
第１

災害応急対策の目的と構成

●災害時における人的被害を少なくするためには、高齢者をはじめ要配慮者（災害時要援護者）へのき
め細かな支援が重要であることから、早期の情報伝達、避難の支援、避難生活の支援等に関する支援
体制や支援内容等について必要な事項を定めるものである。
節 項
１．庁内支援体制を確保する
２．災害ボランティアと連携した支援体制
を確立する
２節 要配慮者（災害時要援護者）に １．各種情報機器により情報提供を行う
２．関係団体等を通じて情報提供を行う
情報を伝達する
１．要配慮者（災害時要援護者）及び避難
３節 安否確認・避難支援を行う
行動要支援者の避難を支援する
２．要配慮者（災害時要援護者）の被害状況
を把握する
４節 要配慮者（災害時要援護者）の １．被災者を対象とした調査の実施
２．対象者に応じたサービスを提供する
ニーズを把握する
１．避難所の環境を整備する
５節 避難所での生活を支援する
２．療養中の要配慮者（災害時要援護者）
のための医療体制を確保する
６節 応急仮設住宅への入居等を支 １．応急仮設住宅への入居を支援する
２．応急仮設住宅での生活を支援する
援する
７節 その他の生活支援
１．生活支援情報の提供
２．要配慮者（災害時要援護者）に配慮し
た食事の提供
３．生活用品の提供
４．在宅の要配慮者（災害時要援護者）へ
の支援
５．社会福祉施設及び入所者への支援
６．通訳者の派遣
７．当事者団体による支援活動に対する配
慮
８．介護保険サービスの利用促進
１節

担当局、関係機関

要配慮者（災害時要援護者）の
支援体制を確保する
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災対統制局
災対福祉局
災対こども支援局
災対保健医療局
災対消防公安局
災対避難局
社会福祉協議会
等関係機関
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災害応急対策の流れ
災害発生（又は発生のおそれのある時）
庁内支援体制の確保
（災害対策本部）
連絡

避難支援
団体

関係団体

各種情報機器
の活用
災害ボランティアの受入れ

団体を通じた情報提供

要配慮者（災害時要援護者）への情報伝達

支援

避難が必要な場合

避難しない場合

安否確認
避難支援

安否確認

医療機関・福祉避難
所

要配慮者（災害時要援護者）のニーズ把握
避難所での
生活支援

第３

１節

応急仮設住宅への
入居支援

医療・保健・福祉
サービスの提供

災害応急対策の内容

要配慮者（災害時要援護者）の支援体制を確保する

１．庁内支援体制を確保する
災害対策本部の災対統制局、災対福祉局、災対こども支援局、災対保健医療局、災対消防公安局
等が中心となり、要配慮者（災害時要援護者）への支援対策を円滑に実施できる体制を確保する。

【要配慮者（災害時要援護者）支援に係る業務（例）】
○要配慮者（災害時要援護者）の安否及び避難の状況、健康状態の一元的な把握
○要配慮者（災害時要援護者）のニーズの把握
○要配慮者（災害時要援護者）への対応の検討及び対策の実施
○外部からの支援の必要性判断
○外部からの応援部隊コーディネイト
○要配慮者（災害時要援護者）への医療保健・福祉サービス等の提供に係る調整
○要配慮者（災害時要援護者）からの相談への対応
○その他要配慮者（災害時要援護者）の支援に関すること

２．災害ボランティアと連携した支援体制を確立する
災害時の救助救援や復旧活動には、災害ボランティアの活動が重要となるため、動員・ボランテ
ィア部は、西宮市社会福祉協議会等と連携し、迅速に災害ボランティアセンターを立ち上げ、災害
ボランティアの受け入れを開始するとともに、災害ボランティアと連携した支援体制を確立する。
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２節

要配慮者（災害時要援護者）に情報を伝達する

１．各種情報機器により情報提供を行う
（１）防災行政無線の利用
防災行政無線（同報系）を活用して避難準備・高齢者等避難開始等の災害情報を地域住民へ伝達
する。

（２）情報通信機器の利用
インターネットや携帯電話などを活用し、要配慮者（災害時要援護者）に有効な情報の提供や収
集を行う。

（３）その他の情報機器の利用
報道機関の協力によりテレビ・ラジオ放送を活用して災害情報の提供を図る。特に、要配慮者（災
害時要援護者）向けには、文字放送や手話放送、及び外国語放送の活用を図る。
また、広報車両によって地域を巡回して災害情報を放送するなど迅速、かつ正確な情報を提供す
る。

２．関係団体等を通じて情報提供を行う
（１）避難支援団体等を通じた情報提供
避難支援団体等を通じ、要配慮者（災害時要援護者）に情報提供する。

（２）関係団体等を通じた情報提供
社会福祉協議会、介護保険事業者、地域包括支援センターや、西宮市国際交流協会、西宮市老人
クラブ連合会、障害者団体等を通じて情報提供する。

【要配慮者（災害時要援護者）に提供する情報（例）】
○避難所の場所

○食糧品、生活用品などの物資の入手方法

○診療可能な医療機関

○保健・福祉サービスなどの生活支援情報

○り災証明・応急仮設住宅の申込みに関すること
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安否確認・避難支援を行う

１．要配慮者（災害時要援護者）及び避難行動要支援者の避難を支援する
要配慮者（災害時要援護者）は、災害に備えた事前の話し合いや家族での支援方法の確認など、
平常時から「自助」による備えが必要である。災害が起こった際、基本的には「自助」による避難
行動をとるが、状況に応じて誘導等の支援が必要である。
また、避難行動要支援者のうち地域避難支援制度に登録した者については、避難支援団体が安否
確認や避難支援を行うが、避難支援が困難な場合は、市災害対策本部等に連絡する。
なお、避難支援団体が機能しない、存在しないことも考えられるので、行政側から積極的に情報
収集を行い、避難行動要支援者名簿等に基づき、可能な限り迅速に避難支援を行う。

①

安否確認

災害が発生したときは、直後から避難行動要支援者名簿等に基づき、避難支援団体や福祉サービ
ス事業者等を通じて要配慮者（災害時要援護者）の安否確認に努める。

②

避難支援・避難先

要配慮者（災害時要援護者）の避難に際しては、個別避難支援計画等にあらかじめ定めておいた
手段（移動用具，自家用車，福祉車両等）や避難先（避難所，社会福祉施設，医療機関等）へ関係
機関と連携を図り、誘導・搬送の支援を行う。

③

避難支援者の安全確保

避難支援に際しては、避難支援者本人又は支援者の家族等の生命及び身体の安全が確保されてい
ることが大前提である。避難支援者は、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援
を行う。
なお、津波避難対象地域における避難支援活動については、津波到達までに短い時間しかないた
め、
「気象庁が発表する津波到達予想時刻までの時間」から「避難時間」
（安全な高台等へ退避する
ために要する時間）や「安全時間」
（安全・確実に退避が完了するよう、余裕を見込んだ時間）を差
し引いた「活動可能時間」を設定し、それを経過した場合には直ちに退避するなど、避難支援者の
避難ルールを定め、それに従って避難支援者も確実に避難しなければならない。
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【避難支援時の配慮事項】
対象者
ねたきり高齢者

配慮事項
車いす、ストレッチャー等の移動用具の使用が望ましいが、確保できな
い場合には、担架やリヤカーの使用、おんぶなどにより避難する。
白杖等を確保する。必要に応じて手引き・誘導により避難する。また、

視覚障害者

日常の生活圏であっても災害時には環境の変化から認知地図が使用不
能となる場合があることに配慮する。

聴覚障害者

筆談（筆記用具等を用意しておく）によって、状況説明を行い、避難所

音声言語機能障害者

等へ誘導する。
自力で避難することが困難な場合には、車いすやストレッチャー等の

肢体不自由者

移動用具等を確保することが望ましいが、移動用具等が確保できない
場合には、担架やリヤカーの使用、おんぶなどにより避難する。

内部障害者
（難病患者等）

常時使用している医療機材を確保するほか、医薬品を携帯するととも
に、自力で避難することが困難な場合には、車いすやストレッチャー等
の移動用具等を確保することが望ましい。
災害の状況や避難所等の位置をわかりやすく説明するとともに、必要

知的障害者

に応じて誘導する。また、動揺している場合には、気持ちを落ち着かせ
ることが大切である。
災害の状況や避難所等の位置を伝えるとともに、必要に応じて誘導す

精神障害者

る。また、動揺している場合には、気持ちを落ち着かせることが大切で
ある。

乳幼児

災害の状況や避難所等の位置を伝えるとともに、自力で避難すること

児童・生徒

が困難な場合には、適切に誘導する。

外国人

日本語での情報が十分理解できない場合があるため、平易なわかりや
すい表現で危険を伝え、誘導する。

２．要配慮者（災害時要援護者）の被害状況を把握する
（１）地域からの情報収集
避難支援団体等を通じて、各地域の要配慮者（災害時要援護者）の被災状況を把握する。

（２）社会福祉施設等からの情報収集
社会福祉施設及び福祉避難所として指定している施設の被害や負傷者数の状況を把握するとと
もに、緊急一時入所等の受入の可否及び受入可能人数等を確認する。

（３）居宅及び通所サービス事業者からの情報収集
日頃から在宅や通所による福祉サービスの利用者に接している地域包括支援センターや介護看
護事業者を通じ、要配慮者（災害時要援護者）の被災状況を把握し、事業者との情報の共有に努め
る。
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要配慮者（災害時要援護者）のニーズを把握する

１．被災者を対象とした調査の実施
要配慮者（災害時要援護者）は、避難所生活に支障をきたすなど、在宅での生活においても、平
常時の地域ケアサービスが受けられず、心身の健康状態が悪化することがある。
さらに、被災当時は健常であっても、慣れない避難生活等により、要配慮状態に移行してしまう
被災者も多いことから、自治会・自主防災組織や民生委員・児童委員の協力の下、保健師、看護師、
助産師、介護・看護事業者等を中心に避難所や車中泊避難者への巡回健康相談や家庭訪問を行い、
被災者の健康状態や福祉ニーズを調査する。

ア

調査の実施方法
(ア)在宅の被災者に対しては、家庭訪問を行い、聞き取り調査を実施のうえ、判明した要配慮者
（災害時要援護者）の名簿を作成し、フォロー体制を調整する。
(イ)車中泊避難者にも聞き取り調査を行い、判明した要配慮者（災害時要援護者）の名簿を作成
し、フォロー体制を調整する。
(ウ)避難所においては、避難者名簿を作成する際、入所者一人ひとりに聞き取り調査を実施し、
要配慮者（災害時要援護者）であることが把握できるようにしておくか、別途、要配慮者（災
害時要援護者）の名簿を作成のうえ、避難所の管理者と協力してフォローする。
(エ)調査は民生委員・児童委員や社会福祉協議会等と連携して実施する。

イ

主な調査内容
○心身の健康状態
○日常生活で困っていること
○希望する保健・医療や福祉サービス

２．対象者に応じたサービスを提供する
（１）医療機関、福祉避難所等への移送
調査結果等を踏まえ、個々の要配慮者（災害時要援護者）の優先度、ニーズに応じ、医療機関又
は福祉避難所への移送、社会福祉施設への緊急入所、緊急ショートステイなどの保健・医療や福祉
サービスを調整する。

【緊急に福祉施設等への入所が必要な要配慮者（災害時要援護者）】
○寝たきりや認知症など、重度の介護を要する高齢者や障害者
○保護を要する児童等（家族等が不明）

（２）医療・保健・福祉サービスの提供
要配慮者（災害時要援護者）は非常に多様なニーズを有しており、対応の遅れが命の危険につな
がる可能性があるため、医師、看護師、保健師、臨床心理士、理学療法士、訪問介護員等の専門家
による支援チームを設置するなどして必要なサービスを迅速に提供し、必要に応じて地域の医療機
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関等へ適切につないでいく仕組みを構築する。一般の避難所では対応が困難なことから、市で一元
的に調整を行う。
なお、市で必要な専門家の確保が困難な場合は、県に対して支援要請を行い、専門家の確保を図
る。

① 健康面のケアの実施
救護班による巡回診療を行うとともに、避難所や在宅の要配慮者（災害時要援護者）に対し、保
健師、栄養士、介護福祉士等と連携し、適宜巡回による健康相談を実施することにより、要配慮者
（災害時要援護者）の心身の健康状態に応じた保健指導や栄養指導を行い、疾病の予防や心身の機
能低下の予防に努める。
医療が必要な場合や、災害前からの治療が中断されている場合は、速やかにかかりつけの医師等
の医療機関を紹介し受診勧奨する。

②

保健・福祉サービスの実施

社会福祉協議会、介護保険事業者等と連携した多様な保健・福祉サービスを提供し、生活を支援
する。
避難先においても福祉サービス等を継続利用できるよう、福祉サービス事業者と調整を行う。

【保健・福祉サービスの実施（例）】
○入浴サービスの提供
○移送サービスの実施
○訪問介護サービスの提供
○デイサービスの実施
○訪問看護サービスの実施
○保育サービスの実施

③

こころのケアの実施

市は、県（こころのケアセンター、精神保健福祉センター等）と連携し、避難所及び被災地域を
巡回し、こころのケアが必要な児童・生徒や高齢者等を把握するとともに、精神的不安の解消を図
る。
また、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）については、長期化する傾向もあることから、中長
期的なこころのケア対策も実施する。
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避難所での生活を支援する

１．避難所の環境を整備する
（１）避難所における相談等
自主防災組織や福祉関係者、避難支援者の協力を得つつ、要配慮者（災害時要援護者）からの相
談対応や確実な情報伝達、支援物資の提供等を実施する体制の整備に努める。避難所での対応が困
難な場合は、各課担当窓口と連携する。

（２）避難所からの支援要請
避難所では対応できないニーズがあれば、市（災害対策本部）に迅速に対応を要請する。市は、
関係機関等と連携しつつ対応を図るとともに、市で対応できないものについては、速やかに県等に
支援を要請する。

（３）避難所における要配慮者（災害時要援護者）への配慮
避難所の責任者は、要配慮者（災害時要援護者）が少しでも安心して過ごしやすい環境をつくる
ため、介助者の有無や障害の種類・程度等に応じて優先順位をつけて避難所のスペースや支援物資
等の割り当てを行う等、避難所の環境整備に努める。他の避難者に対しては、それらの対応への理
解を求め、必要に応じて配慮が必要であることの明示について検討する。
また、被災前には健康であった住民が、避難生活中に体調を崩し、要配慮者（災害時要援護者）
となることもあることから、避難者の多様なニーズに対応するため、避難所への相談窓口の開設や
保健師による定期的な健康相談、こころのケアの専門家の派遣等の体制について検討しておく。
一般の避難所では、畳の部屋等を確保し、高齢者や妊産婦等に対して専用のスペース（部屋）を
提供する等、より快適な空間の確保や医療・福祉等のサービスの効率的な提供に努める。
なお、避難所等での生活が困難な要配慮者（災害時要援護者）については、必要に応じて福祉避
難所へ移送することになるが、その際には、要配慮者（災害時要援護者）の安心に配慮し、必要に
応じて家族や介護者についても、福祉避難所に避難させる。

【要配慮者（災害時要援護者）に配慮した避難所の環境整備】
○バリアフリー化に努め、段差解消のためスロープ等を設けるなど、通路や廊下の安全確
保を図る
○暑さ寒さ対策を実施する
○カーテンや間仕切り等により、プライバシーの確保に配慮する
○障害者向けのトイレ、ポータブルトイレ等の確保を図る
○介護を支援するボランティアや通訳ボランティア等の配置に努める

【避難所における要配慮者（災害時要援護者）に配慮したスペースの確保】
○トイレに移動し易く比較的静かな場所
○和室や採光等の良い部屋
○階段を使わなくても行動できる場所
○補装具の装着・交換、おむつの交換、授乳などができる場所
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（４）避難所における介護サービスの利用
避難所においても訪問介護員やデイサービスなどの介護保険サービスの利用が可能であること
から、避難者に対して情報提供を行う。
また、災害時には被保険者証の紛失や車いす等のレンタル、利用料の減免、市町村を越えて避難
した方のサービス利用や新たな介護認定等に関して特例が認められる場合があることから、厚生労
働省からの通知に注意して適切に対応する。

２．療養中の要配慮者（災害時要援護者）のための医療体制を確保する
電源を要する医療機器の使用が必要な者については、機能の維持に努めるが電源の安定供給が望め
ない場合など被災圏外への移送を視野に入れた対策を行うものとする。

（１）人工透析を必要とする要配慮者（災害時要援護者）への医療対応
慢性腎不全患者は定期的かつ継続的な人工透析が不可欠であることから、医療機関と連絡調整を
図り、人工透析患者の受け入れ体制を確保する。

（２）難病患者等である要配慮者（災害時要援護者）への医療対応
難病の治療等には、人工呼吸器等の特殊な医療機器や特定の医薬品が不可欠であり、常に医薬品
を確保し、使用することが求められることから、難病治療が滞ることがないよう医療機関に要請し、
連絡調整を図る。

（３）在宅酸素療法中等の要配慮者（災害時要援護者）への医療対応
呼吸器や心臓の機能障害等により酸素吸入を必要とする低肺機能の要配慮者（災害時要援護者）
においては、小型酸素ボンベの携帯が必要であり、酸素の充填やスペアボンベが必要となることか
ら、円滑な酸素供給ができるよう関係機関に要請し、連絡調整を図る。
また、在宅人工呼吸器装着難病患者は、災害時の特徴的な問題として、①停電時に命がかかわる
大きなハザードとなる、②移動が非常に困難であり、通常の避難行動は不可能であるという共通点
があり、しかも居住環境、介護者の状況、外部バッテリーや発電機等の備えの有無などによって、
災害時に有効な対応・支援方法が一人ひとり異なってくる。そのため、災対保健医療局及び医療機
関は、｢在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針｣（兵庫県：平成 18 年 3 月）に沿って個別の
事情を反映させた災害対策を検討するとともに、災害発生時には、その個別の対策に基づいた支援
が行えるかどうかの確認を行い、行えない場合には、災対統制局、医師会等と連携し、被災地外の
医療機関・訪問看護ステーション等に支援を依頼するなどの対策を検討する。
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【対象者別の配慮事項】
対象者

配慮事項

高齢者

○高齢者は、不便な避難生活で急速に活動力が低下し、寝たきり状態になりやすいので、生
活指導などを行い健康状態に十分配慮するとともに、可能な限り運動できるスペースを確
保する。
○トイレに近い場所に避難スペースを設ける。
○おむつをしている方のためには、おむつ交換の場所を別に設ける。

視覚障害者

○仮設トイレを屋外に設置する場合は、壁伝いに行くことができる場所に設置する等、移動
が容易にできるよう配慮する。
○音声で複数回繰り返すなど情報伝達方法に配慮する。

聴覚障害者
音声言語機能障害者

○伝達事項は、紙に書いて知らせる。
○意思疎通支援者の派遣等について調整する。
○簡易型電光掲示板やホワイトボード等による情報伝達を行う。

肢体不自由者

○車いすが通れる通路を確保する。
○トイレのスペース確保に配慮する。

内部障害者
難病患者 等

○医療機関等の協力により巡回診療を行うほか、定期的な治療の継続のための移送サービス
を実施する。特に人工呼吸器の電源確保や人工透析患者の定期的な透析に留意する。
○医療機材の消毒や交換等のため、清潔な治療スペースを設ける。
○人工肛門造設者用のオストメイトトイレの所在を把握し、対象者に周知する。

知的障害者

○環境の変化を理解できずに気持ちが混乱するなど、精神的に不安定になる場合があるの
で、気持ちを落ち着かせるよう配慮する。
○コミュニケーションボードを使うなど絵、図、文字などを組み合わせて情報を伝える。

精神障害者

○孤立してしまうことがないよう、知人や仲間と一緒に生活できるよう配慮する。
○保健所が医師等に連絡し、向精神薬の入手について適切な対応をする。

乳幼児

○乳幼児のためのベビーベッド、授乳の場を用意する。
○退行現象、夜泣き、吃音、不眠、チックなどの症状に留意し、精神的安定が図られるよう
配慮する。
○乳児に対して、ミルク用の湯、哺乳瓶の清潔、沐浴の手だての確保等に留意する。

妊産婦

○安静に休息ができるスペースや搾乳、授乳できるスペースを設ける

日 本 語に 不慣 れな 外国
人

○必要に応じて、通訳ボランティア等を派遣する。
○医療機関において診療を受ける場合には、通訳者の同伴等のサービスを提供するよう配慮
する。
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６節

応急仮設住宅への入居等を支援する

１．応急仮設住宅への入居を支援する
（１）応急仮設住宅の確保
可能な限り要配慮者（災害時要援護者）に配慮した応急仮設住宅の確保に努める。

（２）応急仮設住宅の優先入居
避難所において生活している要配慮者（災害時要援護者）を早期に日常生活に戻すため、入居者
の選定に当たっては、優先的に選定するよう配慮する。
ただし、応急仮設住宅での生活が長期化することも想定し、高齢者や障害者等が集中することの
ないよう配慮する。

２．応急仮設住宅での生活を支援する
（１）見守り活動の実施
応急仮設住宅の居住者等による声かけや、手話通訳者等を含むボランティア団体等の協力を得て、
巡回訪問による見守り活動を行い、要配慮者（災害時要援護者）が孤立しないよう配慮する。

（２）緊急通報装置等の整備
住宅に移ったひとり暮らし高齢者等には、緊急通報装置等を整備し、自らの緊急事態を知らせる
ことができる体制整備に努める。
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その他の生活支援

１．生活支援情報の提供
車いすや紙おむつなどの生活用品を必要とする要配慮者（災害時要援護者）及びその介護者に対し、
どこに行けば、どのような物資が入手できるかを災害発生後早い時期に情報提供を行う。

【要配慮者（災害時要援護者）に提供する情報（例）】
○避難所の場所

○避難所への安全な経路

○家族の安否

○食料品、生活用品などの物資の入手方法

○相談窓口

○保健・福祉サービスなどの生活支援情報

○診療可能な医療機関

○罹災証明・応急仮設住宅の申込みに関すること
とりわけ、在宅の要配慮者（災害時要援護者）に対しては、広報車等の利用や、必要に
応じて事業者に協力を求め戸別に訪問するほか、回覧板を活用する等、個別に対応する
ことに配慮する。

２．要配慮者（災害時要援護者）に配慮した食事の提供
乳幼児に対しては、粉ミルクや離乳食を迅速に提供する。また、高齢者等には温かい食事ややわら
かい食事、内部障害者には病態に応じた食事など、要配慮者（災害時要援護者）の態様に応じた食事
を提供するよう努める。
また、避難生活が長期化する場合は、適温食の供給や栄養バランスの考慮等、質の確保に配慮した
食事を検討する。

【特別な配慮が必要な被災者への対策】
●高齢者
・食事形態の調整（食材を細かく刻む、やわらかくなるまで煮る等
・食事量の調整（小盛にする等）
●子ども
・離乳食への対応（炊き出しを利用しながら、不足分はベビーフード等で対応
・食物アレルギー者（調味料に含まれるものについては除去が困難であるが、その他は調理の際
の取り分け、具材を入れる順序などで対応する。炊き出しでの対応が不可能な場合は、アレル
ギー対応食品を調達する。
）
●慢性疾患患者
・腎臓病患者（エネルギーの確保、タンパク質、塩分、カリウム制限）
・糖尿病患者（エネルギーを過剰摂取しないよう気をつけるなど）
・高血圧患者（エネルギーの調整、塩分制限）

３．生活用品の提供
要配慮者（災害時要援護者）が必要とする車いす、杖、紙おむつ、仮設トイレなどの生活用品等に
ついては、あらかじめ備蓄しているものに加え、不足する分については、民間企業等との連携により、
適切に提供するよう努める。
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４．在宅の要配慮者（災害時要援護者）への支援
避難所等に避難せず、自宅で生活している要配慮者（災害時要援護者）に対しては、自主防災組織
等及び関係団体等の協力を得て、定期的に声かけを行うなど、安否を確認するとともに、心理的に孤
立しないよう配慮する。

５．社会福祉施設及び入所者への支援
市は、社会福祉施設等の関係団体との協力体制のもとに、緊急一時入所等が円滑に実施されるよう
受け入れ体制の整備について支援を行うとともに、社会福祉施設においては、社会福祉施設相互間で
調整を図り、入所者の生活支援を実施する。

６．通訳者の派遣
外国人に対しては、災害情報等の伝達や相談業務を適切に行うため、通訳ボランティア等を、相談
窓口及び避難所等に派遣するほか、必要に応じて、行政窓口にも派遣する。
また、外国人が医療機関において診療を受ける場合には、通訳者の同伴等のサービスを提供するよ
う配慮する。

７．当事者団体による支援活動に対する配慮
要配慮者（災害時要援護者）が所属する団体の活動を通じて、要配慮者支援が行われる場合がある
ため、避難状況等の情報を提供するなど、これらの支援活動が円滑に行われるよう配慮する。

８．介護保険サービスの利用促進
ホームヘルプサービスやデイサービスなどの介護保険サービスは、避難所だけでなく避難先の親
戚・知人宅や旅館・ホテルからでも利用可能である。また、被災により新たに介護認定が必要となっ
た人に対し、市において迅速に認定作業を行う。
さらに、市域を越えて避難してきた要配慮者（災害時要援護者）に対しても厚生労働省の方針を確
認のうえ適切に対応する。
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13 章 避難活動の実施
第1

災害応急対策の目的と構成

●危険区域における住民の安全を確保し、災害時の人身被害を最小限に抑えるため、迅速かつ適切な避
難の勧告・指示・誘導等の実施に関して必要な事項を定めるとともに、避難所の環境整備、生活支援
等に関して必要な事項を定めるものである。

第２

災害応急対策の流れ

災害発生（又は発生するおそれのある時）
報告

避難準備・高齢者等避難開始の発令

本部長（市長）

避難勧告の発令
県知事

テレビ・ラジオ
等
自主防災組織等
広報車・個別巡
回
防災行政無線
インターネット

避難指示（緊急）の発令

避難情報の伝達

警戒区域の設定

避難誘導の実施
自主避難

避難所運営組織
災害ボランティア

住民等

事業所
学校等

避難所の開設
避難者受入れ

支援

避難所の運営

帰宅困難者
徒歩帰宅者

協力
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第３

１節

災害応急対策の内容

避難勧告等の発令と伝達

１．避難情報を発令する
（１）避難勧告等の区分
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報の区分及び発令の時期
等については、次のとおりとする。

【避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）
、災害発生情報の区分等】
区分

考え方

発令時の状況

住民に求める行動

避難を要する状況になる
おそれがあることを知ら
せるもの。

要配慮者（災害時要援護
者）等、特に避難行動に時
間を要する者が避難行動
を開始しなければならな
い段階であり、人的被害
の発生する可能性が高ま
った状況。

要配慮者（災害時要援護
者）等、特に避難行動に時
間を要する者は、避難場
所への避難行動を開始
（避難支援者は支援行動
を開始）
。

その地域の居住者等に対
し、避難を拘束するもの
ではないが、居住者等が
その勧告を尊重すること
を期待して、避難のため
の立ち退きを勧め、又は
促すもの。

通常の避難行動ができる
者が避難行動を開始しな
ければならない段階であ
り、人的被害の発生する
可能性が明らかに高まっ
た状況。

通常の避難行動ができる
者は、避難場所への避難
行動を開始。

被害の危険が目前に切迫
している場合等に発する
ものであり、勧告よりも
拘束力が強く、居住者等
を避難のために立ち退か
せるもの。

前兆現象の発生や、現在
の切迫した状況から、人
的被害の発生する危険性
が非常に高いと判断され
た状況。

避難勧告等の発令後で避
難中の住民は、確実な避
難行動を直ちに完了。

避難準備・
高齢者等避
難開始

避難勧告

避難指示
（緊急）

堤防の隣接地等、地域の
特性等から人的被害の発
生する危険性が非常に高
いと判断された状況。

上記以外の者は、家族等
との連絡、非常用持出品
の用意等、避難準備を開
始。

未だ避難していない対象
住民は、直ちに避難行動
に移るとともに、そのい
とまがない場合は生命を
守る最低限の行動。

人的被害が発生した状
況。

災害発生
情報

災害対策基本法の規定に
より、市長が、災害が発生
していることを把握した
場合に、必要と認める地
域の居住者等に対し、避
難のための立退きを指示
するもの。

既に被害が発生している
状況。
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（２）避難情報発令の実施手続き
避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報）の発令は、
次の手続きを経て実施する。
①

通常勤務体制時に、突発災害が発生しかつすみやかな発令が必要となるとき
→危機管理監あるいは消防局長からの要請に基づき、市長が実施する

②

災害警戒本部が設置されているとき
→本部長からの要請に基づき、市長が実施する

③

災害対策本部が設置されているとき
→市長が判断し、実施する

（３）避難情報発令の代行（市長が不在、又は連絡不能な場合）
避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報）の発令は、
市長の権限により行われるが、市長の判断を仰ぐことができない場合の必要な意思決定等について
は、下記の順位により行うこととする。
ただし、実施後は速やかに市長に報告し、以後の指示を受けるものとする。

【避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、
災害発生情報）の発令
第１位

副市長

第２位

危機管理監

第３位

消防局長

代行順位】

（４）避難情報の発令の実施責任者
①

避難情報発令の実施責任者

実 施
責任者

種別

代行者

避難準
備・
高齢者等
避難開始
代行順位に
よる副市長
もしくは職
員
市長

避難勧告

災害
全般

知事
警察官
海上保安官

法律上の発令要件
(準備情報は市計画)

発令情報

避難指示
(緊急)

指示

根拠法等

災害により人的被害の発生のお
それがあり、要配慮者（災害時
要援護者）等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を開
始する必要が認められるとき

市地域防災計画

(避難勧告)
災害が発生し、又は発生するお
それのある場合において、人の
生命又は身体を災害から保護
し、その他災害の拡大を防止す
るために特に必要があると認め
るとき

災害対策基本法
第 60 条

(避難指示(緊急))
上記の状況が目前に切迫し、急
を要すると認めるとき
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②

他の法律に基づく避難に関する措置の実施責任者

実 施
責任者

警察官

種別

災害
全般

県知事
又はそ
の命を
受けた
職員
水防管
理者(市
長)

地す
べり
洪水
高潮
洪水
高潮

災害
全般

法律上の発令要件

警告

人の生命、身体に危険を及ぼし、又は財産
に重大な損害を及ぼすおそれのあるとき

措置命令措置

人の生命、身体に危険を及ぼし、又は財産
に重大な損害を及ぼすおそれのあるとき
で、特に緊急を要する場合

措置命令措置
（船舶、乗組
員、乗客等に
対するもの）

天災事変等危険な事態がある場合であっ
て、人の生命身体に危険が及び、又は財産
に重大な損害を及ぼすおそれがあり、かつ
急を要するとき

避難指示
(緊急)

洪水又は高潮の氾濫、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

災害
全般

海上
保安官

自衛官
(災害派
遣時に
限る)

発令情報

避難指示
(緊急)
警 告（準
用）
措置命令措置
(準用)

根拠法

警察官職務執行法
第４条

海上保安庁法
第 18 条
地すべり等防止法
第 25 条
水防法第 29 条

洪水又は高潮の氾濫により著しい危険が
切迫していると認められるとき

水防法第 29 条

警察官の要件と同じ (ただし、警察官が
その場にいない場合に限る)

自衛隊法第 94 条

（５）避難情報発令の判断基準
避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報）は、災害
が発生し、又は予想され、住民等の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある場合に発令する。
ただし、自然現象や突発事故等を対象とするため、想定以上又は想定外の事態も発生しうるので、
堤防の異常や土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダー観測でとらえ
た強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、必ずしも数値等で判断できな
いものも含めて、総合的な判断を行うものとする。
また、市は、迅速に運用できるよう避難勧告等の判断マニュアル等の作成に努める。

（６）屋内安全確保
本部長（市長）は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のため
の立退きを行うことにより、かえって人の生命又は身体に危険が伴うおそれがある場合等やむを得
ないときは、必要と認める地域の居住者等に対し、
「近隣の安全な場所」への避難や、
「屋内安全確
保」といった適切な避難行動を指示することができる。
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２．避難情報の発令基準
（１）避難情報における伝達内容
●河川洪水
区分

発令時期（目安）

避難準備・高齢者等

・避難判断水位に達し、更に水位の上昇が見込まれる場合

避難開始

避難勧告

対象区域

・堤防に軽微な漏水・浸食等が発見された場合

・氾濫危険水位に達し、更に水位の上昇が見込まれる場合

※武庫川・名塩川・有

・堤防に異常な漏水・浸食等が発見された場合

馬川は、河川浸水想
定区域

・堤防天端高等に到達する恐れが高い場合
※その他河川は適宜、
避難指示（緊急）

・流木や土石等により橋梁部閉鎖が生じた場合

判断

・堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂、すべり等により決
壊のおそれが高まった場合
災害発生情報

・堤防が決壊や越水・溢水した場合

【氾濫危険水位（特別警戒水位）】
河川名
観測所

水防団待機水位
(通報水位)
氾濫注意水位
(警戒水位)
避難判断水位
氾濫危険水位
(特別警戒水位)

武庫川
武田尾

生瀬

甲武橋

小曽根

有馬川

夙川

上山口

夙川

3.1

1.8

2.2

2.6

1.0

0.9

4.9

3.2

3.2

4.0

1.4

1.3

5.9

3.2

4.1

4.7

1.7

1.6

8.7

4.6

5.2

6.3

2.1

1.9

●津波
区分

発令時期（目安）

対象区域

―

―

―

―

避難準備・高齢者等
避難開始
避難勧告

避難指示（緊急）

兵庫県瀬戸内海沿岸に対して、大津波警報又は津波警報
が発表された場合
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●土砂災害
区分

発令時期（目安）

対象区域

■大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害警戒判
定メッシュ情報（気象庁提供）の実況または予測が大雨警
避難準備・高齢者等
避難開始

報の土壌雨量指数基準に到達した場合【気象庁メッシュ情
報 赤点灯】
■大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で累積雨量が
150mm に達し、時間雨量が 25mm/h 以上を観測した場合
■大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で記録的短時
間大雨情報が発表された場合
■土砂災害警戒情報が発表された場合

■は、

■大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で時間雨量が
避難勧告

110mm/h 以上（記録的短時間大雨情報と同水準）を観測

「土砂災害警戒区域」と
「山地災害危険区域」

した場合
■大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で累積雨量が
180mm に達し、時間雨量が 30mm/h 以上を観測した場合
□近隣で湧き水、地下水の濁りなどの前兆現象が生じた場合

□は、
現地確認により、危険が
及ぶと考えられる範囲

■「地域別土砂災害危険度」の実況が土砂災害警戒情報の
基準に到達した場合
避難指示（緊急）

■土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間
大雨情報が発表された場合
□近隣で土砂移動現象、山鳴り、流木の流出、斜面の亀裂な
どの前兆現象が生じた場合

災害発生情報

□土砂災害が発生した場合

●高潮
区分

発令時期（目安）

対象区域

・高潮警報が発表され、かつ、県から提供される「危
険潮位」情報において、4 時間後の最高潮位が T.P.
避難準備・高齢者等
避難開始

国道 43 号以南

＋3.0m 以上 3.5m 未満と予測される場合
・高潮警報が発表され、かつ、県から提供される「危

県高潮浸水予測区域図

険潮位」情報において、4 時間後の最高潮位が T.P.

（防潮施設が機能した場合）

＋3.5m 以上と予測される場合

における浸水域に係る町

・高潮警報が発表され、かつ、県から提供される「危
険潮位」情報において、2 時間以内の最高潮位が
避難勧告

国道 43 号以南

T.P.＋3.0m 以上 3.5m 未満と予測される場合
・高潮警報が発表され、かつ、県から提供される「危

県高潮浸水予測区域図

険潮位」情報において、2 時間以内の最高潮位が

（防潮施設が機能した場合）

T.P.＋3.5m 以上と予測される場合

における浸水域に係る町

3-144

３編 災害応急対策計画
13 章 避難活動の実施

・高潮警報が発表され、かつ、T.P.＋3.5m 以上に達
避難指示（緊急）

し、その後潮位が上昇すると予測される場合

県高潮浸水予測区域図
（防潮施設が機能した場合）
における浸水域に係る町
※防潮門扉等の海岸施設が損
壊した場合は、区域を適宜判断

災害発生情報

・堤防や河川からの越流が確認された場合

※兵庫県が水防法の高潮に関する検討を完了するまでの暫定運用とする。

●その他の災害
区分

発令時期（目安）

対象区域

―

―

避難準備・高齢者等
避難開始

その他の災害（ガス漏れ等の有毒物の流出、危険物の爆発、大規
避難勧告

模延焼火災等）が発生した場合、又は発生するおそれがある場合
であって、市長が必要と認める場合
適宜、判断
大規模なその他の災害（ガス漏れ等の有毒物の流出、危険物の爆

避難指示（緊急）

発、大規模延焼火災等）が発生した場合、又は発生するおそれが
ある場合であって、市長が必要と認める場合

３．避難情報を伝達・報告する
（１）避難情報における伝達内容
実施責任者は、避難勧告・避難指示（緊急）
・災害発生情報の実施の際には、次の事項を対象者に
伝達する。
また、市は、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えるため、避難情
報や避難所開設情報、通行止め情報等の情報を伝達する。

【避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、
災害発生情報）の伝達事項】
○実施責任者
○避難事由（危険の状況）
○避難すべき対象区域
○避難先（市長が必要と認めるとき）
○避難経路
○避難時の服装、携行品等
○その他注意事項(火気の始末・ブレーカーを落とす等)
※ 避難先の指示について
避難勧告・避難指示（緊急）を実施する際の避難先については、災害対策基本法第 60 条
第 2 項に基づき、市長が必要と認めるときは指示することができる。
この避難先の指示については、第８節「避難者の受入れ対応」に基づき対応することとす
るが、災害の危険が切迫している場合、又は災害が既に発生している場合には、避難中にお
ける被災も十分考えられるため、災害の種別・状況等を十分考慮して、付近の安全な場所に
緊急避難するよう指示する。
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（２）伝達方法
①

テレビ、ラジオ放送等による伝達

ケーブルテレビ・サンテレビ・コミュニティＦＭを通じて伝達を行う。また、必要に応じて、災
害時の放送に係る協定締結放送局に要請し、テレビ・ラジオ放送等により伝達する。

②

自主防災組織等による伝達

必要に応じて、地域団体の連絡網を活用した伝達を行う。

③

車両による伝達

市の公用車、広報車、消防車等により、関係区域を巡回して伝達する。

④

戸別巡回による伝達

夜間停電時で、風雨が激しいような場合等には、避難すべき区域を巡回し、ハンドマイク・拡声
器等を利用して口頭伝達を行うほか、必要があるときは各家庭を戸別に訪問して伝達する。

⑤

電話による伝達
災害時において緊急情報を発令する際に、要配慮者利用施設等に対して一斉電話配信システム

などの電話を用いて直接伝達する。

⑥

防災行政無線(同報系)による伝達

避難すべき区域内に防災行政無線の屋外拡声機が設置されている場合、それを通じて伝達する。

⑦

インターネット・SNS による伝達

西宮市公式ホームページや「ふろむ西宮」｢にしのみや防災ネット｣「西宮市公式ツィッター」｢西
宮市公式フェイスブック｣等により伝達する。

⑧

携帯電話のエリアメール（Docomo）、緊急速報メール（au、Softbank）による伝達

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、市が発信する災害・避難情報などを、対象エリアに
いる利用者に限定して配信することができる携帯電話向けサービスにより伝達する。

⑨

ヘリコプターによる伝達

大規模災害等広範囲に被害が発生している場合や、陸上の交通が遮断され、車両による伝達がで
きない場合には、広域航空消防応援等へ応援要請を行い、ヘリコプターにより伝達する。

⑩

船艇による伝達

海岸沿いの滞在者、海上船舶の乗船者等に伝達する必要がある場合には、西宮海上保安署等へ要
請して、船艇により伝達を行う。
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県

参考図

避難情報の伝達方法

緊急警報
放送

日本放送協会神戸放送局
やむを得ない場合

県

災害に関
する放送
やむを得ない場合

市

・日本放送協会神戸放送局
・株式会社サンテレビジョン
・株式会社ラジオ関西
・株式会社Kiss-FM KOBE
・株式会社毎日放送
・朝日放送株式会社
・関西テレビ放送株式会社
・読売テレビ放送株式会社
・大阪放送株式会社
・株式会社FM802(FM COCORO)

民

市
緊急放送

等

ケーブルテレビ
さくらＦＭ
防災行政無線(同報系)
（ＣＡＴＶ電話端末及びＣＡＴＶ網の利用による）

市公式ホームページ、携帯サイト｢ふろむ西宮｣｢にしのみや防災ネット｣、
市公式ホームページ及び「にしのみや防災ネット」
エリアメール・緊急速報メール、市公式ツィッター、市公式フェイスブック
広報車・公用車・消防車両による情報伝達
（必要に応じて自転車及びバイク等による職員派遣）

自主防災組織等(電話、ＦＡＸ)

（３）県知事への報告
市長は、避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、災害発生情報）
の発令を実施したときや、代行順位者からその代行報告があった場合、又は、警察官、海上保安官
から避難指示（緊急）の代行に係る通知を受けたときには、速やかに県知事に報告を行う。

４．避難情報を解除する
（１）対象者への伝達
市長は、避難の必要がなくなった場合には、実施した避難情報を解除し、その旨連絡員を通して
避難場所等に避難している対象者に伝達する。
避難場所等以外に避難している対象者には、電話、ケーブルテレビ・サンテレビ・コミュニティ
ＦＭ放送、防災行政無線、立看板等の各種媒体を活用して周知する。

（２）避難解除の公示
避難の必要がなくなったときは、災害対策基本法第 60 条に基づき、その旨を公示する。

（３）県知事への報告
解除後は速やかに知事に報告を行う。
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２節

避難を誘導する

１．避難誘導を実施する
災害の規模、状況に応じて、最も近い避難場所等(避難地・避難所)まで、次のとおり避難誘導を
実施する。
避難者の避難は、原則として自ら徒歩にて行うものとする。なお、要配慮者（災害時要援護者）
の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、市各局の職員で編成された避難
誘導隊により避難所まで搬送する。

【避難対象者】
避難対象区域
住民

一般居住区

避難誘導担当者
各災対局、消防団、警察官、自主防災組織等、市の人命救助隊・避
難誘導隊(状況により編成された場合)

要配慮者
（災害時
要援護

原則として、自主防災組織等の地域住民が協力して行う。
※困難な場合は、災対福祉局・災対こども支援局・災対消防公安局
が行う。

者）
教育施設、保育施設

教職員

社会福祉施設

施設職員

事業所等

施設の防火管理者及び管理責任者等

交通施設

施設管理者及び乗務員

【避難誘導に際しての留意点】
ア．各地域にできるだけ責任者及び誘導員を定め、安全と統制を図る。また、避難誘導員は、
自らパニック状態に巻き込まれないようにし、冷静に行動する。
イ．１人でも走る者が出るとパニックを誘発することとなるので、市民を走らせることなく、
整然と行動させる。
ウ．避難等をしない者には、
「ここにいては危険である」こと等を説明して、行動をともにす
るよう説得する。
エ．市民の携行品は必要最小限度に留めさせること。
オ．要配慮者（災害時要援護者）を優先させること。
オ．避難経路については、事前にその安全性を確認し、危険箇所には標示、なわ張り等を行
うほか、要所に誘導員を配置して事故防止に努めること。
カ．夜間の場合は照明を確保して安全に万全を期すること。
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２．住民等による避難を実施する
（１）避難行動の原則
避難は原則として徒歩による。避難にあたっては、自主防災組織及び隣近所等で互いに助け合い、
出来るだけ集団行動をとる。また、高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障害者、外国人等の要配慮
者（災害時要援護者）に配慮し、防災関係機関等と連携し、可能な限り戸別訪問を実施するなど、
被災家屋等に取り残された者の安否を確認する。

【避難の準備】
ア．避難に際しては、火の元の始末を完全に行い、電気ブレーカーを切る。
イ．非常持出品を携行する。
ウ．服装は軽装とし、底の厚い靴を履き、ヘルメットや帽子をかぶる。
エ．事業所にあっては、危険物等の安全措置を講ずる。

（２）愛玩動物（ペット）との同行避難
飼い主は、自身の安全が確保されていることを前提に、ペットと一緒に同行避難する。また、発
災時にペットと離れた場所にいる場合は、災害の状況、飼い主の被災状況などを考慮し、ペットの
避難可否について飼い主が判断する。

（３）自主避難
住民は、自主的な判断により公的施設へ避難をする場合には、避難先、避難人数等を市に連絡す
る。
また、市は災害発生の危険性を感じた場合や自ら危険だと判断した場合等において、隣近所で声
を掛け合って自主的に避難するよう、市民に対し呼びかけを行う。
なお、自主避難の呼びかけの際には、上記のほか次の点に留意し行う。

【自主避難に際しての留意点】
自主避難の受け入れ

市民から避難所への自主避難の申出があった場合、総務局危機管理室は
災対避難局と協議し、災害の状況（気象条件）
、緊急性、避難者数、職
員配置等を勘案し、適切な避難所を開設し、原則として受け入れを行う。

携行品

避難所への自主避難に際しては、身の回り品、寝具、防寒具、当面の食
糧等を持参するよう要請する。

自主防災組織及び自治会 避難所へ安全に避難できないと判断される場合は、自主防災組織、自治
等の協力
会等に対し移送を要請する。

（４）避難所の利用可能状況
津波、洪水、土砂災害により利用できない避難所もあるため、事前に避難所の立地状況を確認して
おく。避難誘導を行う前に、災対統制局または災対避難局に開設可能状況を確認する。
また、市民にも西宮市防災マップ等を通じて避難所の利用条件を周知する。
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３節

警戒区域を設定する

１．警戒区域を設定する
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険
を防止するため特に必要があると認めるとき、市長は、災害対策基本法第 63 条に基づき、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、又は当該区域からの退去を命ずる（以下、警戒区域設定等）ことができる。

（１）警戒区域設定の実施手続き
警戒区域の設定は、次の手続きを経て実施する。
①

通常勤務体制時に、突発災害が発生しかつすみやかな設定が必要となるとき
→危機管理監あるいは消防局長からの要請に基づき、市長が実施する

②

災害警戒本部が設置されているとき
→本部長からの要請に基づき、市長が実施する

③

災害対策本部が設置されているとき
→市長が判断し、実施する

（２）警戒区域設定の代行（市長が不在、又は連絡不能な場合）
警戒区域の設定は、市長の権限により行われるが、市長の判断を仰ぐことができない場合は、災
害対策基本法第 63 条第 2 項、地方自治法第 153 条第１項に基づき、次の基準でその権限を補助機
関に代行させることができる。ただし、実施後は速やかに市長に報告し、以後の指示を受けるもの
とする。

【警戒区域の設定
第１位

副市長

第２位

危機管理監

第３位

消防局長

代行順位】

（３）警戒区域設定の実施責任者
①

実施責任者

実 施
責任者

市長

種別

災害
全般

代行者

実施事項

警察官
海上保安官

警戒区域の設定

自衛官
(準用)

立ち入り制限・禁
止

知事

退去命令
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②

市長の権限委任により実施するもの
権 限
受任者

種別

実施事項

代行順位者
警戒区域の設定
災害
全般

退去命令

その他の職員

③

立ち入り制限・禁止

法律上の発令要件

根拠法

災害による危険がより急迫
し、市長の判断を得るいとま
のないとき、又は市長が不在
のとき

災害 対策基本 法
第 63 条第 2 項

災害による危険がより急迫
し、緊急を要する場合で、市
長、若しくはその代行順位者
の判断を得るいとまのない
とき、又はこれらの者全てが
不在のとき

地方自治法
第 153 条第 1 項

他の法律に基づく警戒区域設定等の実施責任者

実施責任者
消防機関に
属するもの
消防吏員
消防団員

代行者

種別

実施事項

洪水・高潮

水防上緊急の必要
がある場合

火災

火災現場

警察官

警戒区域の設定

消防長
消防署長

警察署長

法律上の発令要件

ガス、火薬
又は危険
物の漏洩

立ち入り制限・
禁止

退去命令

根拠法
水防法
第 21 条
消防法
第 28 条

ガス、火薬又は危
険物の漏洩、飛散、
流出等の事故が発
生した場合におい
て、当該事故によ
り火災が発生する
消防法
おそれが大であ
第 23 条の２
り、かつ火災が発
生したならば人命
又は財産に著しい
被害を与えるおそ
れがあると認めら
れるとき

（４）警戒区域設定の実施判断基準
警戒区域の設定は、避難情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）
、災害
発生情報)と異なり、区域内の居住者等の保護を目的とした立入り制限、禁止や退去命令等の制限
行為を伴うものであり、その違反には罰則規定が適用される。このため、警戒区域の設定は、災害
による居住者等の生命又は身体に対する危険が急迫した場合で、その危険が一定区域内で明白な場
合を基準として実施する。

２．警戒区域を伝達する
警戒区域を設定した場合は、ロープ張り、立看板等により設定区域を明示する。
また、避難情報の伝達方法と同様に、必要な情報を設定区域の居住者等に伝達する。
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３．避難所へ受け入れる
警戒区域の設定により一時的に居所を失った住民がある場合は、市長は必要に応じて避難所を開
設してこれらの受け入れを行う。

４．警戒区域を解除する
市長は、対象区域の危険がなくなった場合には、実施した警戒区域の設定を、明示物を撤去する
等して解除し、その旨連絡員を通して避難所に避難している対象区域の居住者等に伝達する。
避難場所等以外に避難している対象者には、電話、ケーブルテレビ・コミュニティＦＭ放送、防
災行政無線、立看板等の各種媒体を活用して周知する。
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４節

避難所等を開設する

１．緊急避難場所を開放する
津波や洪水等の災害発生時、学校職員等や指定管理者等の施設管理者（以下、「施設管理者等」
という。）が緊急避難場所を開放する場合は、施設管理者等が施設の安全性を確認した後、迅速に
開放するものとする。
また、施設管理者等が迅速に開放できない、又は常駐していない緊急避難場所については、避難
の緊急性から、原則として避難者自らが施設の安全性を確認し避難するものとする。

２．避難所を開設する
市は、避難者数や災害発生状況等を考慮して、避難所の中から安全なものを選択し、施設管理者
等の同意のうえ避難所を開設する。避難所は、災対避難局が中心となり、施設管理者等と協力して
開設する。
また、必要に応じ避難所以外の施設についても、災害に対する安全性を確認し、施設管理者等の
同意のうえ避難所として利用する。
なお、住民が自主的に避難してきたときは、避難所として開設する施設の所管局及び管理者と連
携し、公民館・市民館・体育館等に避難者を誘導する。
また、市職員が到達するまでの間に、施設管理者等が行う避難所運営の初動対応について検討を
行う。

【避難所開設の基準】
ア．避難情報(避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)、災害発生
情報)の発令又は警戒区域の設定等を実施した場合
イ．災害の状況により避難者が予想される場合
ウ．自主避難の申し出があった場合
エ．災害により居住の場所を失った者が生じた場合
資料８-１

「避難所」参照

３．避難所開設を報告、通知する
災対統制局は、開設状況をとりまとめのうえ市長（本部長）に報告するとともに、市関係部局、
知事、防災関係機関等に、次の事項を報告、又は通知するものとする。

【避難所開設に際して報告する事項】
ア．開設の日時
イ．避難所名及び所在地
ウ．避難者の情報（氏名、住所、連絡先等）
エ．避難の理由（自主避難、避難勧告・避難指示（緊急）等）
オ．開設箇所数、受け入れ可能人員及び受け入れ状況
カ．開設期間の見通し
キ．その他必要事項
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４．居住者等に周知する
避難所を開設した場合、市は、施設管理者、自主防災組織、消防団、警察、消防署等との緊密な
連携のもと、避難情報等の伝達方法に基づき、当該避難所の名称、場所、連絡先等について、付近
の居住者等に周知徹底を図る。

５．避難者を受入れる
①

受入れ対象者

避難所への受入れ対象者は、原則として次のものとする。
ア．災害により現に被害を受け、居住の場所を失った者
イ．災害により被害を受けるおそれのある者

②

受入れ期間

避難所への受入れ期間は、原則として次のいずれかの期間とする。
ア．災害による被害の危険性が解消するまでの間
イ．避難者が親戚・知人宅等、応急的な居住の場所を確保できるまでの間
ウ．市営・県営住宅、応急仮設住宅の入居等の応急住宅対策が完了するまでの間

③

教育施設での留意点

教育施設での避難者の受入れに当たっては、収容場所と教育（授業）の場を、できるだけ区分す
るよう努める。

６．避難所を統合する
仮設住宅への入居等により避難者が減少したときは、地域単位に避難所を統合する。また、避難
所への受入れ期間の長期化が見込まれ、その施設の本来目的使用に支障を来たす場合には、他の対
応可能な避難所へ統合する。

７．避難所を閉鎖する
市は、災害の危険が解消し、避難者に対する救援対策が完了したとき（住居の確保等による避難
者の受入れ期間が経過したとき）は、避難所を閉鎖する。
災対統制局は、避難所を閉鎖したときは、市関係部局、知事、防災関係機関等に通知するものと
する。
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５節

避難所を運営する

１．運営担当職員を派遣する
避難所を開設した場合、市は、避難者数に応じて職員を現地に派遣し、避難所運営組織や災害ボ
ランティア等との協力により、主に次の事項を行う。
また、各実務の詳細については、災対避難局が別途運営マニュアルを作成し、継続的に修正を加
えていく。

第３章

【避難所運営担当者の役割】
○

避難者の受入れ及び保護

○

運営方法等の決定、運営事務局の設置

○

施設管理者・災害ボランティア等との調整

○

市災害対策本部からの情報伝達・連絡調整

○

避難者名簿・避難者カードの作成

○

生活ルールの作成・避難者のプライバシー確保(男女の別等)

○

避難所内の広報

○

食糧・物資の配布及び必要物資の把握

○

避難所運営記録の作成と報告

○

避難者の要望等のとりまとめ

○

避難所の安全管理

２．避難所運営体制を確立する
（１）避難所運営組織の立ち上げと災害ボランティアとの連携
避難所の運営は、避難者が中心に行うことを原則とし、市はそのために、女性の参画を推進する
とともに、自主防災組織等の住民組織のリーダーや災害ボランティア(状況に応じて)からなる避難
所運営組織の立ち上げを援助し、自主運営体制の整備を図る。
市は、避難所運営組織が確立した場合でも、常にその組織と連絡調整を十分にとり、相互の協力・
連携のもとに避難所の管理を行う。

（２）市立小中学校教職員の運営協力
避難所となった市立小・中学校の教職員は、児童・生徒の安全確保、学校教育正常化に向けての
準備等学校管理に支障のない限り、避難所の運営に協力する。

（３）避難所における情報収集・伝達手段の確保
避難所に派遣された職員は、インターネット情報端末、防災行政無線等の各種媒体を活用して、
災害対策本部や災対統制局との情報収集・伝達活動を円滑に実施する。
また、市域を越えて避難した被災者について、公営住宅や応急借上げ住宅の入居者、自力で住居
を確保した避難者も含めて避難者所在情報等を避難元と避難先が共有し、支援情報の提供等の支援
に努めることとする。
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３．避難所を管理・運営する
（１）避難所を運営する
避難所の運営は、次の関係者が十分に連絡調整を図りながら、相互に協働して行うこととする。
また、避難生活が長期化する場合は、避難者による自主的な運営組織を確立し避難所を運営する。
○災対避難局、各防災関係機関、学校職員等や指定管理者等の施設管理者
○自主防災組織等
○災害ボランティア

避難所運営のイメージ図

避難所

連合自治会等

（学校）
連携

避難所
（公民館、市民館

体育館、その他）

自主防災

避難者
地域住民

避難者
地域住民

組織等
連携

ボランテ ィア

連携
災害ボランティア
センター

施設管理 者

相互協働
による運
営

ボランテ ィア

西宮市

市職員

市職員

教職員

相互協働
による運
営

（２）避難所の開放レベルの設定
市は、特に避難所となっている小中学校等の施設の学校教育正常化に向けての準備等学校管理に
対する支障を考慮し、施設の開放レベルを設定し、避難者数の状況により定めた開放レベルに沿っ
て避難所を被災者に開放する。

○レベル１：体育館・格技室
○レベル２：特別教室・多目的教室・WS・プレイルーム・少人数教室
○レベル３：普通教室
( WS とはワークスペースの略称で、教室に隣接した多目的スペースのことである)

（３）避難所における衛生管理
災対衛生局は、避難運営組織と協力して、ごみ・し尿の処理等を含めて避難所の環境衛生指導等
を行い居住環境の保持に努める。
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【避難所の衛生上の配慮点】
○

水飲場、トイレの清掃・消毒

○

避難所居住スペースの清掃

○

ごみ置き場の清掃・消毒

○

手洗い、うがいの励行

○

石けん、消毒薬品の配布

（４）避難所における健康管理
①

健康面への配慮

災害対策本部は、受入れ期間の長期化により、避難者の多数が健康面に支障を来たすおそれのあ
る場合や、避難者のなかに負傷者や要配慮者（災害時要援護者）が多数いる場合には、災対福祉局・
災対こども支援局職員や災対病院局職員（状況によっては救護部を編成）等を派遣して、避難者の
応急治療にあたる。

②

食中毒等の予防

災対保健医療局は、食中毒の予防のため、避難所では食糧の管理、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、食糧供給業者に対しても、食中毒の予防を要請する。

（５）住環境への配慮
避難所には、季節の特性に配慮し、生活環境を向上させるため、状況により必要な設備を準備す
る。災対避難局は、必要な設備を災対物資局等に要請する。
また、避難所内での就寝スペースとして最低 2.1 ㎡／人、状況に応じて 3 ㎡／人を確保し、プラ
イバシーにも配慮する。

【避難所で必要な設備】
○ストーブ等の暖房器具
○トイレ
○給水施設・入浴施設
○ゴミ箱・掲示板
○喫煙所
○その他必要なもの

（６）要配慮者（災害時要援護者）への配慮
①

要配慮者（災害時要援護者）の状況とニーズの把握

災対福祉局及び災対こども支援局は、避難中の要配慮者（災害時要援護者）の有無を把握し、必
要に応じ職員派遣してそのケアに努めるとともに、医療施設や社会福祉施設での受入れや、手話通
訳者、訪問介護員等の派遣を要請する。状況に応じ、介護、医療等に従事する災害ボランティア等
との協力を得て、ニーズを十分把握するとともに、災対避難局と協力してそのニーズに対応した避
難所運営を行う。また、避難所（学校、公民館・市民館等）にはあらかじめ福祉避難室を設定し、
状況に応じた運用を行う。
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【避難所での要配慮者（災害時要援護者）対策】
○専用スペース（福祉避難室）
○間仕切り
○視覚・聴覚障害者への情報伝達

②

福祉避難所の開設

避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者（災害時要援護者）に対して、状況に応
じて福祉避難所を開設する。災対福祉局は、社会福祉施設等に協力を求め福祉避難所を開設・収容
する。さらに、施設に不足が生じた場合について、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホ
テル等の活用など、多様な避難所の確保に努める。

（７）避難が長期化する見通しの場合の配慮
避難生活が概ね一週間を超え長期化する見通しの場合、特に次の点に留意し運営を行う。
① 避難者の健康、生活全般に関する巡回相談の実施
② プライバシーの確保
③ 救護所の設置
④ 暑さ寒さ対策
⑤ 入浴、洗濯対策
⑥ 食品衛生対策
⑦ 公営住宅、仮設住宅等の確保と避難者の受け入れ
⑧ 避難所となる施設（学校等）の機能復旧

（８）女性への配慮
避難所では、限られた空間で多くの人が集団生活をすることとなるため、被災者同士のプライバ
シーや、特に女性の安全・安心が守られるよう配慮を行うとともに、避難所内外での作業や家事等
の負担が女性へ集中することがないよう適正な分担を行い、被災者が公平に作業を行える環境づく
りに努めるため、下記の女性への配慮(事例)等について具体化を図る。

【女性への配慮（事例）】
○間仕切り（一人暮らしの女性、高齢者・障害者、乳幼児のいる家族等）の設置
○男女別の更衣（又は化粧）スペースの設置
○女性用洗濯物の干し場の確保
○授乳スペース・育児スペースの確保
○女性や子供のための相談窓口
○その他必要なもの

【避難所での共同作業（事例）】
○食事の準備や片づけ
○物資の配布等
○共有スペースやトイレの掃除
○ゴミの処理
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○行政との連絡
○防犯（見回り）
○イベントの企画及び開催
○家の後片づけ等の復旧作業
○その他必要な作業

（９）愛玩動物（ペット）対策
①

愛玩動物（ペット）の取扱い（原則）

災害発生時における愛玩動物（以下、
「ペット」という）の取扱いは「動物の愛護及び管理に関す
る法律」及び「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、飼い主による管理を原則とす
る。

②

避難所における人の収容スペースへのペットの同伴禁止（原則）

避難所における人の収容スペースへのペットの同伴は、他の避難者への影響や衛生管理等を考慮
し、原則禁止とする。ただし、身体障害者補助犬法（平成 14 年 5 月 29 日法律第 49 号）第 2
条に規定する「身体障害者補助犬」は、同法第 7 条の規定に基づき対応する。

③

飼い主への対応

飼い主への対応を、衛生状況、被災状況等を考慮しながら、以下により実施する。

【飼い主への対応策】
災対避難局は、避難者の収容完了後、避難所の施設能力や避難者の状況を踏まえ、屋外
等にペットのためのスペースの確保に努める。ただし、ペットスペースの確保が困難な場
合は、受入れ可能な避難所を案内する。
飼い主は、飼育場所について各避難所のルールに従い、また、ペットの飼育及び飼育ス
ペースの清掃は飼い主の責任で管理するものとする。

④

災害発生規模による市の対応

災害の規模による市の対応については、以下により実施する。

【災害発生規模による市の対応】
●大規模災害発生時
災対避難局は必要に応じて、災対保健医療局へ協力を要請する。災対保健医療局は「災
害時における動物救護活動に関する協定書」に基づき、兵庫県動物救援本部に協力を要請
する。
●中小規模災害発生時
災対保健医療局は、西宮市獣医師会等の協力を得て、関係部署に支援情報の提供を行う。
資料３-14

｢災害時における動物救護活動に関する協定書｣

参照

４．避難所を警備する
災対避難局は、警察署、避難所運営組織と連携して、避難所内及びその周辺のパトロールを行う。
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６節

避難所外避難者を支援する

１．避難所外避難者を把握する
市は、公共的空き地や集会所、車中泊など、市があらかじめ指定した避難所以外に避難をしてい
る住民の避難場所、避難者数、避難者のニーズ及び健康状態等の調査を、民生委員・児童委員、市
社会福祉協議会等の関係機関の協力を得て行う。

２．避難所外避難者を支援する
市は、調査結果に基づき、避難所外避難者へ情報の伝達、食糧・物資の提供、健康相談や保健指
導、避難所への移送など必要な支援を行う。

３．避難所外の要配慮者（災害時要援護者）に配慮する
避難所外に避難した要配慮者（災害時要援護者）は、できるだけ早く避難所、福祉避難所、福祉
施設又は医療機関へ移送する。

４．避難状況を連絡する
避難所外避難者は、最寄りの市役所、各支所、消防署、警察署又は避難所等に避難状況を連絡す
る。
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７節

帰宅困難者を支援する
｢組織は組織で対応する｣ ことを帰宅困難者対策の基本原則とする。即ち､ 企業､ 学校など組織

のあるところは、発災時には、組織の責任において安否確認や交通情報等の収集を行い、災害の状
況を十分に見極めたうえで、従業員や顧客等の扱いを検討し、帰宅する者については安全確保の観
点に留意して一時にターミナル等に殺到することがないよう、緩やかに順次帰宅させる。
また、市民は、正しい情報に基づき状況を確認してから行動する、家族等の安否が確認できた場
合は無理な帰宅は行わない、といった行動を心がける。

１．事業所・学校等による対策を実施する
事業所、学校等は、大規模災害発生時には、必要に応じて次のような対策を実施する。

【事業所等による支援対策】
①従業員や顧客への食糧及び飲料水等の配布
②情報の収集とラジオ・テレビ・社内放送等による周知
③従業員の安否確認及び報道機関への連絡
④事務室、会議室、ロビー等の開放

２．市の支援対策を実施する
市は、事業所、学校及び関係機関と相互に連携・協力し、発災時における交通関係情報等の提供・
交換、水や食糧の確保、従業員等の保護、仮泊場所の確保等について、支援体制の構築を図る。
市は、発災直後には、防災行政無線、案内板、報道機関、インターネット、携帯電話等の各種広
報媒体を通じて、以下の情報を提供する。

【帰宅困難者に提供する情報】
①

余震、火災、建物被害情報

②

鉄道、道路、港湾の被害状況、運行状況や代替輸送の交通情報

③

帰宅経路情報

④

帰宅支援施設情報（休憩所及びトイレ等の情報提供）

⑤

情報取得場所、方法等の個別情報を得るための情報

また、必要に応じて、以下のような対策も実施する。

【市の支援対策】
①

幹線道路沿いへの飲料水、食糧等の配布拠点の設置

②

幹線道路沿いへの救護所の設置

③

徒歩帰宅者の誘導

④

公共施設の一時開放

⑤

避難勧告等の実施
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３．関係機関による支援対策を実施する
主な関係機関では、大規模災害発生時には、必要に応じて次のような対策を実施する。

【関係機関による支援対策】
名称

対策の内容
①道路交通情報の収集、伝達

警察署

②避難道路における混乱防止、誘導対策の実施
③ 一般車両に対する交通規制の実施

鉄道事業者

①駅やバスターミナルにおける混乱防止と休憩所・トイレ等の提供

バス事業者

②他の交通事業者との連携による行政区域境から先の輸送体制の確立

西日本電信電話（株）

災害用伝言ダイヤル(171)及び災害用伝言板(web171)の開設

学校

コンビニエンスストア・
外食事業者等

①ラジオ・テレビ・校内放送等の活用による情報伝達
②保護者への連絡及び引き渡しまでの保護
「災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定」に基づき、
各店舗は「災害時帰宅支援ステーション」として、帰宅困難者に対し、
水、トイレ、道路情報の提供等の帰宅支援サービスを実施。
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８節

広域一時滞在

１．県内における広域一時滞在
（１）広域一時滞在を行う必要がある場合
市は、被災住民の生命・身体を保護し、又は居住の場所を確保するため、県内他市町村域におけ
る広域一時滞在の必要があると認めるときは、県に報告の上、具体的な被災状況、受入れを希望す
る被災住民の数その他必要な事項を示して、県内他市町村に被災住民の受入れについて協議するこ
とができる。
市は、県に対し、広域一時滞在の協議先とすべき市町村及び当該市町村の受入れ能力（施設数、
施設概要等）その他広域一時滞在に関する事項について助言を求めることができる。

（２）広域一時滞在の協議を受けた場合
市は、県内他市町村から被災住民の受入れについて協議を受けた場合は、被災住民を受け入れな
いことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れる避難所を決定し、被災住民を
受け入れる。

２．県外における広域一時滞在
（１）広域一時滞在を行う必要がある場合
市は、県と協議の上、他の都道府県域における広域一時滞在の必要があると認めるときは、県に
対し、具体的な被災状況、受入れを希望する被災住民の数その他必要な事項を示し、他の都道府県
と被災住民の受入れについて協議することを求める。

（２）広域一時滞在の協議を受けた場合
市は、県から他の都道府県の被災住民の受入れについて協議を受けた場合は、被災住民を受け入
れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れる避難所を決定し、被災住
民を受け入れる。

３．被災住民に対する情報提供と支援
被災市町村は、広域一時滞在を受け入れた市町村の協力を得て、広域一時滞在を行っている被災
住民の状況を把握するとともに、被災住民が必要とする情報を確実に提供するための体制を整備す
る。
広域一時滞在を受け入れた市町村は、被災市町村と連携し、受け入れた被災住民の状況の把握と、
被災住民が必要とする情報を確実に提供できる体制の整備に努めるとともに、その生活支援に努め
る。
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14 章 生活物資の供給
第１

災害応急対策の目的と構成

●被災者及び災害対策要員等に対して飲料水、食料及び生活必需品の供給を円滑に行うために、これら
生活物資の需要把握方法や確保・供給方法について定めるものである。
節
１節

飲料水を供給する

２節

生活用水を供給する

３節

食糧・生活必需品を供給する

第２

項

担当局、関係機関
１．給水需要を把握する
２．給水活動の準備を行う
３．広域応援を受入れる
４．応急給水を実施する
５．優先給水を実施する
１．避難所井戸を利用する
２．震災時協力井戸を利用する
１．食糧・生活必需品の需要を把握
する
２．食糧・生活必需品を確保する
３．食糧・生活必需品を供給する
４．食糧・生活必需品の関係帳簿等
を作成する

災対給水技術局

災対衛生局
災対避難局
災対物資局
災対避難局
各局

災害応急対策の流れ
災害発生

飲料水を得ることが
できない者の把握

災害情報・被害情報の整理

給水活動の実施

広域応援
（給水部）

応急給水の実施

優先給水の実施

生活用水の確保
（震災時協力井戸の利

食糧・生活必需品の需要の把握

市内備蓄庫

食糧・生活必需品
の確保

民間流通在庫
食糧・生活必需品
の輸送・分配
救援食糧・救援物資
食糧・生活必需品
の関係帳簿作成
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第３

１節

災害応急対策の内容

飲料水を供給する

１．給水需要を把握する
災害のため、飲料水を得ることができない者に対して、給水の必要な地域、給水活動の規模を決
定するため、次の方法で給水需要の把握を行う。

【給水需要の把握方法】
■給水対象者
災害のため、飲料水を得ることができない者
■把握する内容
○断水地区の範囲

○断水地区の人口、世帯数

○避難所及び避難者数

○給水所の設置場所

２．給水活動の準備を行う
次のように給水活動の準備を行う。

【給水活動の準備事項】
給水拠点の設定

避難所又は被災地の公園等

活動計画作成

給水方法、給水量、人員配置、広報の内容・方法等

応援要請

自衛隊、他水道事業者

給水資機材の確保

水槽積載車は、他水道事業体
ポリタンク等の備蓄品（不足するときは業者から確保）

３．広域応援を受入れる
日本水道協会、兵庫県下の自治体及び隣接都市間で相互応援協定を結んでおり、地震などによる
被害が発生した場合に各水道事業体が相互に救援協力して、被災水道事業体の応急復旧、応急給水
などの活動を円滑に遂行することになっているため、災対給水技術局において調整のうえ受入れる。
資料３-10 ｢兵庫県水道災害相互応援に関する協定｣ 参照
資料５-１ 「災害時応援協定一覧（民間機関等）
」参照

４．応急給水を実施する
応急給水の目標水量は水道施設の応急復旧の進捗を考慮に入れて４段階に分け、順次増加してい
くこととする。
浄水場から給水拠点までは、水槽積載車等で運搬し、給水拠点では、市民自らが持参したポリタ
ンク、バケツ等に供給する。給水の広報については、関係各部の協力を得て広報車等で実施する。
なお、応急復旧は地震発生後３週間以内に終えることを目標とし、復旧に長期を要するときは、
応急仮設配管などの措置をとる。
資料８-14
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【応急給水の目標】
地震発生からの期間
①地震発生～３日

目標水量
３リットル／人・日

②

～10 日

20 リットル／人・日

③

～15 日

100 リットル／人・日

④

～21 日

250 リットル／人・日

水量の根拠
生命維持に最小限必要な水量
炊事、洗面、トイレなどの最低生活水準を維
持するための必要量
通常の生活で不便を感じるが生活可能な必要
量
ほぼ通常の生活に必要な水量

【応急給水の方法】
地震発生からの期間
①地震発生～３日
②

～10 日

③

～15 日

④

～21 日

主な給水方法
緊急貯水槽などにおける拠点給水
給水タンク車による運搬給水
配水本管の消火栓に設置する緊急給水栓を利用
した仮設給水
給水タンク車による運搬給水
配水本管・支管の消火栓に設置する緊急給水栓を
利用した仮設給水
各戸給水に移行するが、宅地内の給水装置が破損
した家屋などは、仮設給水栓を設置して給水

【緊急時給水拠点】
水道施設等
鳴尾浄水場
北山配水所
丸山浄水場
名塩配水所
湯ノ口配水所
阪神水道企業団甲東ポンプ場
阪神水道企業団西宮ポンプ場
阪神水道企業団甲山調整池

耐震性緊急貯水槽

緊急遮断弁付き
配水池・配水所等

所在地（設置場所）
戸崎町１番８４号
甲陽園目神山町２９番９３号
山口町下山口１５８５番地４２
名塩２丁目２０番
鷲林寺１丁目８番
上大市３丁目
室川町
甲山町
西宮東高等学校（古川町）
南甲子園小学校（南甲子園３丁目）
春風小学校（上甲子園３丁目）
津門中央公園（津門住江町）
今津中学校（今津二葉町）
森具公園（屋敷町）
浜脇小学校 （浜脇町）
高木公園（高木東町）
両度緑地（両度町）
上ヶ原南小学校（上ヶ原九番町）
甲陵中学校（上甲東園２丁目）
夙川小学校（久出ヶ谷町）
山口センター（山口町下山口４丁目）
西宮浜配水所（西宮浜４丁目）
越水浄水場第１配水池（奥畑）
目神山配水槽（甲陽園目神山町）
北山配水所第４配水池（甲陽園目神山町）
鷲林寺南配水槽（鷲林寺南町）
苦楽園中区配水槽（苦楽園二番町）
苦楽園高区配水槽（苦楽園三番町）
宝生ヶ丘高区配水槽（塩瀬町生瀬）
東山台配水所（東山台２丁目）
名塩さくら台配水槽（塩瀬町名塩）
丸山浄水場低区配水池（山口町下山口）
北六甲台配水所（北六甲台２丁目）
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５．優先給水を実施する
水道施設の破損等により水の供給が停止した場合、断水地区における緊急性の高い医療機関や福
祉施設等の重要施設に対し優先給水を行う。

【優先給水先】

２節

○救護所

○病院及び医療機関

○社会福祉施設

○避難所

○対策本部（本庁舎）

生活用水を供給する

１．避難所井戸を利用する
避難所における飲用以外の生活用水の確保のため、
「避難所井戸」を利用する。

２．震災時協力井戸を利用する
断水地区における飲用以外の生活用水の確保のため、
「震災時協力井戸」を利用する。
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３節

食糧・生活必需品を供給する

１．食糧・生活必需品の需要を把握する
災対物資局は、被災者や災害対策要員等に食糧及び生活必需品を供給するため、各局からの報告
等により必要な量を把握する。

【食糧・生活必需品

需要の把握方法】

■食糧の供給対象者
○避難指示（緊急）等に基づき避難所に収容された人
○住家が被害を受け、炊事の不可能な人
○旅行者、市内通過者などで他に食糧を得る手段のない人
○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
○災害応急活動従事者
○その他市長が必要と認めるもの
■生活必需品の供給対象者
○避難指示（緊急）等に基づき避難所に収容された人
○災害により住家に被害を受けた人
○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
○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
○その他市長が必要と認めるもの
■必要量の把握方法
○避難所での必要量は、災対避難局が把握する。
○市職員・応援者の必要量は、各災対局総括部を通じ、災対総務局が把握する。
○把握した食糧の必要量は、災対物資局に報告する。

主な供給対象物資は次のとおりとし、被害状況に応じ現物給付する。

【主な供給対象物資】
■食糧
炊き出し用米穀、握り飯、弁当、パン、うどん、インスタント食品、乾パン、漬物、佃
煮、缶詰、野菜、味噌、醤油、清涼飲料水等。
また、幼児用のミルク・牛乳・育児用調整粉乳、高齢者のためのおかゆ等の給与も配慮
する。（粥、ベビーフード、ミキサー加工食品、とろみ調整剤、アレルゲン除去食品等の
食事制限や食形態等に配慮した特別な食品等）
■生活必需品
○寝具

○肌着

○食器

○外衣

○身の回り品

○日用品

２．食糧・生活必需品を確保する
（１）備蓄食糧及び備蓄生活必需品
災害発生時においては、交通機関等の混乱も予想されることから、学校等の備蓄庫にある食糧び
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生活必需品を活用する。

（２）民間流通在庫の活用
災対物資局は、把握した必要量を「災害時における生活物資の供給等に関する協定」等を締結し
ている食糧及び生活必需品調達業者へ要請する。また、必要に応じて、その他の卸売業者、小売販
売店へも要請を行う。なお、食糧は加工品を原則とする。
資料５-１

「災害時応援協定一覧（民間機関等）
」参照

（３）救援食糧及び救援物資
市において食糧及び生活必需品の調達が困難な場合は、県やその他自治体等に要請する。
米穀については、直接国へ要請することも可能だが、混乱を避けるため他の応急用食糧と同様に
兵庫県へ要請する。
また、発災直後では個人からの善意に基づく救援生活物資への対応が困難であるため、原則受け
取れない旨について報道機関等を通じ広報を行い、併せて出来る限り義援金による支援を求める。

（４）その他留意点
食糧の調達及び衛生管理については、「災害時炊き出しマニュアル」を参考に栄養士等の助言も
得て実施するものとする。

３．食糧・生活必需品を供給する
（１）食糧・生活必需品の輸送
備蓄食糧及び備蓄生活必需品は、備蓄庫より搬出して避難所等へ搬送する。
民間流通在庫からの食糧・生活必需品の輸送は、原則として食糧・生活必需品調達業者に依頼す
る。食糧・生活必需品調達業者が輸送困難なときは、運送業者に要請する。なお、調達した食糧・
生活必需品は避難所等へ直接搬送することを原則とする。しかし、直接搬送が困難な場合は、広域
防災拠点、地域防災拠点等のあらかじめ定めた一時集積所に受入れ、仕分けのうえ各避難所等へ搬
送する。
県及びその他の自治体等からの救援食糧及び救援生活必需品は、広域防災拠点、地域防災拠点等
のあらかじめ定めた一時集積所に受入れ、仕分けのうえ各避難所等へ搬送する。
市が実施する搬送は、公用車、応援車を用いる。状況に応じて運送業者に委託する。

（２）避難所での食糧・生活必需品の分配
避難所では、災対避難局、自主防災組織、自治会、地域住民及び災害ボランティア等の協力によ
り食糧及び生活必需品を分配する。また、配布にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮
者（災害時要援護者）を優先し、かつ不足や重複が生じないよう公平で計画的な配分となるよう努
める。

（３）避難所以外での食糧・生活必需品の分配
災害対策本部が避難状況、ライフライン復旧状況及び各種団体の協力体制状況等を勘案して分配
方針を決定し、災対統制局、災対物資局、災対避難局、災対総務局等の関係局が協議して対応する。
また、在宅の高齢者や障害者等で、避難所に出向くことの困難な者に対しては、災対こども支援
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局及び災対福祉局が民生・児童委員、市社会福祉協議会、自主防災組織、自治会、災害ボランティ
ア等の協力を得ながら巡回配布に努める。

（４）炊き出し
炊き出しの実施については、避難状況、ライフライン復旧状況を勘案し、自主防災組織、自治会、
日本赤十字奉仕団、地域住民、災害ボランティア等の協力を得ながら「災害時炊き出しマニュアル」
を活用し行う。災対物資局は同マニュアルを基に、炊き出しに必要な食材の品目・数量を算定し調
達する。
炊き出し場所は小中学校の給食室及び学校給食センター（学校給食再開まで）等の公共建築物を
利用して実施することを原則とする。なお、学校等の給食調理施設、設備が使用できない場合又は
調理施設のない公共建築物等においては、応急的な調理施設及び資機材の確保に努める。

（５）災害救助法の適用等
また、炊き出し及び生活物資等の費用及び期間等については、災害救助法が適用された場合、炊
き出しその他食糧や生活物資等の給与の対象となる者、基準額、期間等は、災害救助法施行細則別
表に定める基準等を適用する。災害救助法が適用されない場合は、災害救助法に準じ、災害の規模
等を考慮してその都度定めるものとする。

４．食糧・生活必需品の関係帳簿等を作成する
災対避難局は、次の関係帳簿等を作成し、適宜災害対策本部に報告する。

【整理すべき項目】
■食糧
①

食糧品の現品給与簿

②

購入代金等支払証拠書類

③

炊き出し等受給者名簿

④

炊き出しその他による食品給与用物品受払簿

⑤

炊き出し用品借用簿

⑥

炊き出し協力者、災害ボランティア等名簿

⑦

炊き出し日報

■生活必需品
①

供給実施記録（日計票）

②

被服・寝具等受払簿

③

物資の給与状況

④

物資受領書

⑤

物資調達・支払証拠書類
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15 章 災害ボランティアの受入れ
第１

災害応急対策の目的と構成

●災害時には、災害ボランティアによる支援が期待される一方で、受入体制が整備されないと効果的な
活動が期待できないことから、災害ボランティア活動が円滑に実施できるよう、災害ボランティアセ
ンターの設置、及び関係機関の支援・協働体制の確立について定めるものである。

１節

第２

節 項
災害ボランティアを受け入れる
１．災害ボランティアセンターを開
設する
２．兵庫県災害救援専門ボランティ
アに応援要請する

担当局、関係機関
災対統制局
災対総務局
社会福祉協議会
国際交流協会
等関係機関

災害応急対策の流れ

災害発生

災害対策本部

西宮市
社会福祉協議会

災害ボランティア調整会議の開催

ボランティア関係機関

災害ボランティアセンター
設置方法等の協議
災害ボランティアセンター
の開設

運営場所・運営資機材の提供
情報連絡手段の確保

災害ボランティアセンターの運営

災害ボランティア募集

被災地支援

災害救援専門ボランティア
への応援要請
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災害応急対策の内容

災害ボランティアを受け入れる

１．災害ボランティアセンターを開設する
（１）災害ボランティアセンターの設置決定
大規模災害発生時には、災害ボランティアによるきめ細かな支援が期待される一方で、ニーズの
把握、災害ボランティアの受付、登録、派遣調整等の体制が整備されないと、効果的な活動が期待
できないため、市と社会福祉協議会を中心に、災害ボランティアセンターを設置し、関係機関、団
体相互の連携体制を確立し、災害ボランティア活動を円滑に実施する
なお、設置にあたっては、市内で災害が発生し、西宮市災害対策本部が開設され、かつ次のいず
れかに該当する場合に、災害ボランティアセンターを設置する。
①

西宮市が、西宮市社会福祉協議会に災害ボランティアセンターの設置を要請したとき。

②

西宮市社会福祉協議会が、災害ボランティアセンターセンターを設置する必要があると判
断したとき。
資料３-15

「西宮市災害ボランティアセンターの設置等に関する協定書」参照

【センターの機能】
・災害ボランティア（市と別途災害ボランティア等に係る協定等を締結しているものを除
く。
）の受入れ及び派遣等の需給調整に関すること。
・災害ボランティア活動についての情報収集及び提供に関すること。
・災害ボランティア活動を支援するための募金活動に関すること。
・その他災害ボランティア活動を支援するために必要な業務。

（２）災害ボランティア調整会議の開催
災対総務局動員・ボランティア部は、災害ボランティアセンターを設置する場合、西宮市社会福
祉協議会及びボランティア関係機関と調整のうえ、直ちに「災害ボランティア調整会議」を開催し、
以下の災害ボランティア支援に関する基本事項を協議する。

①

関係機関との役割分担

災対総務局動員・ボランティア部は、主として庁内各災対総括部との連絡調整や情報収集にあた
り、西宮市社会福祉協議会をはじめとするボランティア関係機関は、主として災害ボランティアの
需給調整にあたる。

②

災害ボランティアセンターの公表方法の確認

災害ボランティアセンターの設置について、記者発表や市及び市社協ホームページ等の広報媒体
を活用して公表し、災害ボランティアの問い合わせ連絡先を明確にする。

③

災害ボランティアセンター設置方法等の確認

災害ボランティアセンターの設置場所を確認する。
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④

災害ボランティアセンターの運営体制の確認

運営については、災対総務局動員・ボランティア部と西宮市社会福祉協議会をはじめとするボラ
ンティア関係機関が連携・協働して行う。また、被災地域におけるボランティアニーズをみながら、
日本赤十字社、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体及びＮＰ
Ｏ等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行
う組織）を含めた連携体制の構築を図り、支援活動の全体像を把握するための情報共有の場を設置
するなどし、連携のとれた支援活動を展開するよう努めることとする。
運営体制及び役割分担については、西宮市災害ボランティア活動指針を基本とするが、状況に応
じて運営体制の見直し（役割分担や割当人員の変更等）を行う。

災害ボランティア調整会議

開催手順

災害ボランティアセンター設置の決定

【市災対総務局 動員ボランティア部】
●ボランティア関係機関（西宮市社会福祉協議会等）との「災害ボランティア調整会議」の
開催準備（開催日時・場所を連絡）
●庁内各災対局総括部へ、ボランティア受入れの確認、準備及び役割分担を連絡
●「災害ボランティア調整会議」への職員派遣
連絡調整

連絡

【庁内各災対局】

【ボランティア関係機関】

●ボランティア受入れ支援準備
●役割分担等の確認

●「災害ボランティア調整会議」への
職員派遣
●ボランティア受入れ支援準備
職員出席

職員出席

【災害ボランティア調整会議の開催】
●活動指針及びボランティア関係機関の役割分担・連絡窓口の確認
●災害ボランティアセンター運営方針の確認等
・ボランティアセンターの役割と機能
・ボランティアセンターの運営組織体制
・地元関係団体、ボランティア団体との連携・協働の推進等

（３）災害ボランティアセンターの立ち上げ
①

災害ボランティアセンターの運営方法

災害ボランティアセンターの運営に関する技術的な方法や使用する様式等については、本計画に
定めるほか、あらかじめ社会福祉協議会災害救援マニュアル等を参考に別途協議して定める。

②

災害ボランティアセンターの開設場所

災害ボランティアセンターは、原則西宮市総合福祉センター内とする。ただし、被害の状況によ
って柔軟に対応する。
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【代替場所の選定要件】
①

外部からの来訪者が場所を特定しやすい公共施設

②

交通の利便性に優れた場所

・公共交通機関の利用に便利な場所
・大型バスを含む多数の車両の駐車可能なスペース
③

情報共有や意見交換が容易に行える場所

・庁舎内や敷地内
・庁舎周辺の公共施設、企業施設 等

③

④

ある程度の期間、利用可能な場所

⑤

避難所に指定されていない施設

運営資機材（事務機器等）の提供

災害ボランティアセンターの運営に必要となるＯＡ機器や事務用品をはじめとする運営資機材
については、以下の原則に基づき柔軟に対応する。
・可能な限り西宮市所管の既存備品や用品を貸与する。
・不足する運営資機材については、市災害対策本部と西宮市社会福祉協議会が協議・調整し、調
達・確保する。
一般的に考えられる運営資機材は、下記のとおりである。

【主な運営資機材（例示）】
用

途

品

目

長机、椅子、テント（屋外活動用）
、コピー機、パソコン、デジカメ、
プリンター、ラジオ、テレビ、ハンドマイク（拡声器）、被災地域の
機
材
道路地図・住宅地図・避難所マップ、暖房器具、スコップ、バケツ、
ヘルメット、ブルーシート等
電話、ファックス、無線・トランシーバー、パソコン（インターネッ
通信機器（回線）
ト接続可能端末）等
事務用品
基本的な事務用品（ファイル、ポストイットカード等含む）
自転車（鍵と荷台付き）、バイク（荷台付き）、軽トラック（ホロ付
交通（移動）手段
き）
、ワゴン車等
衣類（ユニフォーム類） スタッフ用ジャンパー、帽子、腕章、名札、カッパ、長靴、軍手等
宿泊用具、非常食、紙コップ、洗面セット、割箸、タオル、使い捨
生活用具
てカイロ、防塵マスク、ゴミ袋、救急箱、消毒用石けん、うがい薬
等
※被災直後は物資の購入が困難で、災害ボランティアセンター開設まで十分な時間もないため、必要最低
限のものは現物で貸与する。
※災害ボランティアセンター立ち上げ時には当座の現金が必要となるケースも多いため、西宮市と西宮市
社会福祉協議会にて対応を検討しておく。

④

活動用資機材

災害ボランティア活動時に使用する資機材について、あらかじめ提供可能なものをリストアップ
しておき、災害ボランティアセンター設置時に迅速に提供する。
不足する場合は、県に対して備蓄物資（シャベル、ポリバケツ、一輪車）の提供を要請する。
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【主な提供可能な資機材（案）】
・バール

・のこぎり

・つるはし

・スコップ

等

※水防や救助活動と調整を行い、水防資機材、自主防災組織用資機材等の貸与も検討する。また、必要な物
は購入する。
※大規模災害の場合は、災害救助法の適用を受ける可能性がある。

⑤

情報連絡手段の確保

災害ボランティアセンターには複数の電話回線が不可欠であるため、市災害対策本部から通信事
業者に対し、災害対策用の臨時電話の設置を要請する。
また、インターネットが情報発信に大きな役割を果たすことを勘案し、ブロードバンド回線の確
保にも配慮する。
なお、情報連絡手段の確保後、直ちに関係部局やボランティア関係機関に連絡先を明示する。

【情報連絡手段（案）】
○有線電話及び携帯電話（ＮＴＴ等）
・ボランティア関係機関との連絡調整用
・市各災対局との連絡調整用
・災害ボランティア支援用等
○パソコン（インターネット接続）
・市各災対局との情報収受用
・外部への災害ボランティア情報発信用等
○ファクシミリ

⑥

災害ボランティアセンター開設の広報

災害ボランティアセンター開設の詳細が決まり次第、災害ボランティア募集を広報するとともに、
被災者に対し、災害ボランティアに対する支援要請を受け付ける旨の広報を行う。

【災害ボランティア開設に係る広報（案）】
○被災地外への災害ボランティア募集
記者クラブでの記者発表、市及び市社協ホームページ・広報紙等の広報媒体を使い、被災
地外に対して広報を行う。
○被災者向けの支援要請受け付け開始広報
広報紙やチラシ配布、防災行政無線、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭなどを使い、被
災者に対して広報を行う。
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（４）現地災害ボランティアセンターの開設
市災害対策本部は、著しい被害を受けた地域内に現地災害ボランティアセンターの設置が必要と
判断するときには、西宮市社会福祉協議会と協議のうえ、その設置場所を確保する。

（５）災害ボランティアコーディネーター等の確保
災害が大規模なときには、以下の方法等により、外部からの災害ボランティアコーディネーター
を確保する。
○平時からのボランティアネットワークを通じて、地元や近隣ボランティア団体に支援要請を行
う。
○ひょうごボランタリープラザに応援調整を要請する。
○全国の災害現場で災害救援の経験を有するボランティア団体等に協力要請する。
○全国規模の災害ボランティアネットワーク(ＮＶＮＡＤ等）への協力要請を行う。

（６）地域住民との連携確保
外部から来訪した災害ボランティアを円滑に受け入れるために、次のことを行い、地域住民との
連携を図る。
○社協分区や自治会、自主防災組織等との情報交換
○市職員による現場案内・説明会の開催
○トラブルや住民からの問い合わせに備えた市窓口の設置

（７）災害ボランティア関連情報の広報
災対政策局広報部は、災害ボランティアセンターと連携し、市記者クラブでの記者発表を行うと
ともに、市及び市社協ホームページ、広報紙などの広報媒体を積極的に活用して災害ボランティア
関連情報の広報に努める。
基本的な情報の種類及び提供方法は、次のとおりとする（例示）
。

【災害ボランティア関連情報の種類と伝達方法】
情報の種類

情報の提供・伝達方法

○災害ボランティアセンター設置

○報道機関への記者発表

○ボランティア募集

○チラシや情報マップの発行

○ボランティアに対するニーズ募集

○行政ホームページなどのインターネット

○ボランティア活動資金や必要な救援物資

○広報紙

情報

○掲示板等

○ボランティアの活動状況等
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災害ボランティアセンターの設置フロー
西宮市

西宮市社会福祉協議会

(1)災害対策本部設置

①関係職員参集
情報提供

(2)被害状況等の収集・伝達

②被害状況等の収集・伝達
情報交換

(3)災害ボランティアの必要性検討

③災害ボランティアの必要性検討

●災害ボランティア調整会議の開催(各関係機関の役割分担等の協議)

(4)関係職員の役割分担・配置決定

④関係職員の役割分担・配置決定

●災害ボランティアセンター設置

災害ボランティアセンター運営
(ボランティアコーディネート)

連携・協働

災害ボランティアセンター
支
援

援

支援要請

支

支

応援

援

兵庫県災害対策課

(特非)
日本災害救援

全国社協
災害救援

兵庫県阪神南県民センター

合同本部

被災地

3-178

兵庫県社協
(ひょうご
ボランタリー
プラザ)

ボランテ ィア

募集

支援要請

西宮市災害対策本部
災対総務局
動員・ボランティア部

３編
16 章

災害応急対策計画
こころのケア対策

２．兵庫県災害救援専門ボランティアに応援要請する
災対総務局動員・ボランティア部あるいは災害ボランティアセンターは、災害救援専門ボランテ
ィア（ひょうご･フェニックス救援隊(HEART-PHOENIX)）の派遣を県に要請し、各災対局において受
け入れを行う。

【派遣方法と装備】
派遣方法

装

備

①県内または県外で大規模自然災害､大規模事故等が発生し､専門ボランティ
アの派遣が必要と認められるときは､県から各所管団体に派遣を要請し､各
所管団体は専門ボランティアにその旨連絡を行う｡
②連絡を受けた専門ボランティアは､指定する場所に各自で参集し､輸送ボラ
ンティアのバス等により被災地へ赴く｡資機材等は､トラックにより輸送す
る｡
③参集に係る交通費及び派遣中の食費等は､原則として県が負担する｡
①県は､救急･救助ボランティア用資機材等を用意する｡
②必要な個人装備等については､原則として専門ボランティア各自がそれぞれ
用意する｡

【兵庫県災害救援専門ボランティアの所管団体】
分野

活動内容

資格要件

救急･救助ボラ
ンティア

被災者の救急･救助活動
その他避難誘導等の支援活動に当た
る｡
発災直後の医療活動や病院等における
医療支援活動に当たる｡

消防･警察業務に知識､
経験を有する者

県消防協会
県警友会

医師及び看護師等

県私立病院協会
県医師会
県看護協会
県歯科医師会

医療ボランテ
ィア

介護ボランテ
ィア

避難所等における要介護者への対応､
一般ボランティアへの介護指導等に当
たる｡

建物判定ボラ
ンティア
手話通訳ボラ
ンティア

建物の倒壊､外壁等落下の危険度を調
査し､建物使用の可否の判定に当たる｡
災害発生時､避難所等における聴覚障
害者の通訳にあたる｡

ボランティア･
コーディネー
ター

災害発生時の避難所等における災害ボ
ランティアの指導､調整等に当たる｡

輸送ボランテ
ィア

バス及び船舶により専門ボランティア
等の要員の搬送に当たる｡
トラックにより資機材､義援物資等の
輸送に当たる｡

情報・通信ボ
ランティア

避難所等において、携帯用無線機器・
バイク等を利用し、他の避難所との情
報交換を行う。また、避難者の要望等
を行政機関等に伝達する。
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歯科医師
歯科衛生士
歯科技工士
薬剤師
理学療法士
作業療法士
介護福祉士の有資格
者、または施設内、在
宅などで介護経験があ
る介護職員、訪問介護
員等
応急危険度判定士
手話通訳者
要約筆記者
ボランティア団体や青
少年 団体等でリ-ダ等として一定の活動経
験を有する者
トラック(貨客兼用車
を含む｡)
バス
船舶
アマチュア無線技士
普通自動二輪車免許

所管団体

県薬剤師会
県理学療法士会
県作業療法士会
県社会福祉協議会

県住宅建築総合セ
ンター
県聴覚障害者協会
県青少年団体連絡
協議会
県社会福祉協議会
県トラック協会
県バス協会
県防災企画課
日本アマチュア無
線連盟兵庫県支部
兵庫レスキューサ
ポートバイクネッ
トワーク
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16 章 こころのケア対策
第1

災害応急対策の目的と構成

●大規模災害による精神的不安や、長引く被災生活による精神的不調等に適切に対応して、被災住民の
こころの健康の保持・増進を図るため、被災者や救援活動従事者の精神的健康状態を把握し、こころ
のケア対策を実施する体制等について定めるものである。

１節
２節

３節

第２

節
被災者の状況を把握する
こころのケア対策を実施する

項

担当局、関係機関

１．被災者のこころのケア活動を実
施する
２．幼児・児童・生徒のこころのケ
ア対策を実施する
３．市職員のこころのケア対策を実
施する
大規模災害時にこころのケア対策を実施する

災対保健医療局

災害応急対策の流れ

災害発生

災害情報・被害情報の整理

被災者の精神的健康状態等の把握

「相談窓口」の設置
心の巡回相談の実施
意識啓発
支援チーム
派遣要請

こころのケア活動の実施

被災者
教職員

被災者
ケア対策

幼児・児童・生徒
救援活動従事者
市職員等
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第３

１節

災害応急対策計画
こころのケア対策

災害応急対策の内容

被災者の状況を把握する
市は、避難所や応急仮設住宅等における、被災者の精神的健康状態や要配慮者（災害時要援護者）

の状況把握に努める。

２節

こころのケア対策を実施する

１．被災者のこころのケア活動を実施する
（１）救護所等への「相談窓口」の設置
必要に応じ救護所等へこころの相談窓口を設置する。

（２）こころの巡回相談（健康調査）の実施
避難所や被災地を保健師等が巡回し、被災者に声をかけながら、身体面と精神面の健康状態の確
認・相談を行い、不安の軽減に努める。

（３）兵庫県こころのケアセンター及び応援協定締結自治体への支援要請
大規模な災害時において、兵庫県こころのケアセンターや応援協定締結自治体へ、適切な指導・
助言等を行う支援チームの派遣を要請し、トラウマ・ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等につ
いての緊急的、集中的な対応を実施する。

（４）要配慮者（災害時要援護者）への配慮
災害によるダメージを受けやすい要配慮者（災害時要援護者）に対しては、精神医療関係者（精
神医療機関、医療機関、ケアマネージャー等）､民生委員・児童委員と十分に連携を行い、特にきめ
細やかな支援を行うよう配慮する。

（５）被災者への啓発
被災者に対して、こころのケアに関する情報やホットラインなどの支援情報等を、広報紙や市ホ
ームページ、回覧等により伝達する。また、報道機関等に対しても、情報提供について協力要請す
る。

（６）被災者への長期的な支援継続
避難所閉鎖後や応急仮設住宅等転居後も、こころのケアが必要となるため、慣れない環境でのス
トレス、不眠、うつ、アルコール、ＰＴＳＤ等の問題を早期に発見し、関係機関と連携しながら適
切なケアを行う。
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２．幼児・児童・生徒のこころのケア対策を実施する
（１）市の役割
カウンセラー派遣や担当学校教員への説明会等について、各学校園と連絡調整を行う。また、円
滑なこころのケア対策が実施できるよう、県も含めた教育関係機関と連携を行う。
さらに、幼児・児童・生徒に関する施設・相談窓口では、こころのケアに十分配慮した対応を行
い、関係機関と連携を取りながら、適切な対策を実施する。

（２）各学校園の役割
こころのケアに係る職員研修、幼児・児童・生徒への説明及び保護者への説明会を実施したうえ、
教員による幼児・児童・生徒への早期カウンセリングを実施する。

（３）保護者への啓発
こころのケアに関する保護者の理解を深め、家庭でのこころのケアのあり方等について啓発する。

３．市職員のこころのケア対策を実施する
市職員にも、災害対応によるストレス、急性ストレス障害及びうつ等の精神的な問題が生じる可
能性があるため、市職員のこころの健康の保持・増進に努める。

３節

大規模災害時にこころのケア対策を実施する

（１）被災者等のこころのケア
市は、大規模事故災害時におけるＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の精神的不安に対し、
保健所等が広域支援を得て、次のとおり行う。
①

被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、救護所等において、保健師等による巡回相
談、訪問指導、健康教育、健康診断等を実施する。

②

災害によるＤＳＤ（災害神経症）
、ＰＴＳＤ、生活の激変による依存症候群に対応するため、
必要に応じて、救護所等において、心の健康に関する相談窓口を設置する。

（２）救援活動従事者のメンタルヘルス維持
救助機関等の責任者は、災害時の救援活動に従事した者にはＰＴＳＤの症状が比較的早期に現れ
やすいことに留意し、緊張をやわらげ、こころのしこりをほぐすためのスタッフミーティングの開
催等に努める。
また、災害時の救援活動現場責任者・指導者は、救援活動従事者の燃え尽きを予防するため、救
援活動従事者のストレス反応を常にチェックし、疲労のために仕事の能率が悪くなっていると判断
した場合には、業務命令により休養をとらせたりする等の配慮に努める。
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17 章 緊急輸送及び交通規制の実施
第1

災害応急対策の目的と構成

●負傷者の搬送、人員・物資の輸送をはじめ、災害時には緊急輸送手段を確保することが重要となるた
め、緊急輸送拠点及び道路の確保、緊急車両の調達に関する方法について定めるとともに、警察等関
係機関と協力して交通規制を実施する方法について定めるものである。
節
１節

２節

関係機関に緊急輸送を要請する

３節

交通規制を実施する

第２

項

緊急輸送を行う

担当局、関係機関
１．市の緊急輸送実施体制を確立す
る
２．緊急輸送道路を確保する
３．輸送経路及び輸送手段を決定す
る
４．関係機関及び住民等に周知する
５．緊急輸送手段を確保する
６．緊急通行車両を確認する
１．海上輸送を要請する
２．航空輸送を要請する
３．鉄道輸送を要請する

災対統制局
災対総務局
災対第一技術局
災対第二技術局
災対給水技術局
運輸機関
警察署
海上保安庁
等関係機関

災害応急対策の流れ

災害発生

道路管理者

緊急輸送実施体制の確立
（緊急輸送計画の作成）
輸送拠点の確保
緊急輸送道路の確保
輸送経路・輸送手段の決定

緊急車両の確保

緊急輸送の要請
応援

連携
交通規制の実施

県

警察機関
国・県

連携
交通規制情報の提供

警察・消防
自衛隊

報道機関
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第３

１節

災害応急対策の内容

緊急輸送を行う

１．市の緊急輸送実施体制を確立する
（１）緊急輸送計画の作成
市は、緊急輸送を効率的に行うために、次の点に留意して検討を行う。
①

人命の救助、安全の確保

②

被害の拡大防止

③

災害応急対策の円滑な実施
資料８-17

「公用車両保有状況」参照

（２）輸送対象
緊急輸送を行う対象は次のとおりとする。
①

救急・救助活動、医療活動、人命救助に要する人員及び物資等

②

消防、応急対策活動等に要する人員及び物資等

③

国・県・市災害対策要員、ライフライン施設等の応急対策に要する人員及び物資等

④

後方医療機関へ搬送する負傷者

⑤

緊急輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に要する人員及び物資等

⑥

飲料水、食糧、生活必需物資等

⑦

災害復旧に必要な人員及び物資等

⑧

廃棄物の搬出

（３）輸送拠点の確保
市は、災害の規模や被災状況に応じ、広域防災拠点及び地域防災拠点等を輸送拠点として確保す
る。また、輸送拠点では、多くの人員を必要とすることから、災害ボランティア等の協力を得るこ
とにより、次の業務を実施する。
①

他地域からの救援物資（食糧・飲料水・生活用品等）の一時集積・分類

②

緊急物資の集積、分類

③

配送先別の仕分け

④

車両、ヘリコプター等への積み替え、発送

２．緊急輸送道路を確保する
（１）道路の啓開活動
迅速かつ効果的に緊急輸送活動を行うために、県が指定する緊急輸送道路の被害状況を速やかに
把握し、最も適当な緊急輸送道路やう回路を選定する。そして、道路管理者・港湾管理者（以下、
「道路管理者等」という。
）は、警察・消防・自衛隊との協力のもと、市内建設関係業者等の動員を
図り、他の復旧作業に優先し、緊急輸送道路において原則２車線（やむを得ない場合は１車線）を
24 時間以内に確保する。
①

道路上の堆積物、倒壊家屋等の障害物の除去

②

通行の障害となる路上放置車両の撤去（強制撤去の実施）
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③

仮設橋の架橋

④

復旧資材の確保
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資料８-８

「緊急輸送道路」参照

（２）道路管理者等による車両の移動等に関する措置
道路管理者等は、災害対策基本法第 76 条の６第１項の規定により、道路上に放置車両や立ち往
生した車両等が発生した場合に、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、か
つ、緊急に緊急通行車両の通行を確保する必要があると認めるときは、各々管理する道路につい
て、次の手順を経て措置をとる。

①措置をとる区域又は区間
道路管理者等は、車両の移動等を行うときは、路線ごとに区間の起終点を示す、又は必要に
応じて一定の区域を指定する。

②県公安委員会との連携
・指定の通知
道路管理者等が、道路区間の指定を行う場合は、あらかじめ公安委員会及び警察署に、道
路の区間及びその理由を通知する。ただし、緊急を要する場合は、事後に通知する。
・県公安委員会からの要請
県公安委員会は、災害対策基本法第 76 条第 1 項の規定による通行禁止等を行うため必要が
あると認めるときは、道路管理者等に対し、その車両等の撤去等を要請することができる。

③措置をとる区域又は区間の周知
道路管理者等は、道路区間の指定をしたときは、直ちに、区域内のドライバー等へ、ホーム
ページや SNS、ラジオ、看板等で周知する。

④車両等の移動
・運転者等への命令による
対象車両の運転者等に対して、道路管理者等は法定措置であることを説明したうえで、移
動先を指示し、車両等を移動させる。なお、書面の提示による命令のほか、口答での命令も
可能である。
・道路管理者等自らによる車両等の移動
車両等の移動命令に対して、速やかに車両等の移動を行わない場合、又は車両の故障、前
後に車両が近接している等により運転者等自らでは直ちに移動できない場合、運転者等が不
在の場合は、道路管理者等自らにより車両等を移動する。
その場合、窓ガラスの破壊、重機による擦り傷や凹み等による、やむを得ない限度の破損
をすることができる。

⑤民間事業者との連携
車両等の移動措置は、道路管理者等が行うこととなっているが、協定や委託契約等により民
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間事業者（建設業者、レッカー業者等）が行うことができる。
その場合、民間事業者は道路管理者等の名義において車両等の移動を行うため、事前に、道
路管理者等から委託を受けている旨を明示する書面（身分証明書）を交付することが望まし
い。

⑥土地の一時使用
車両等の移動において、道路敷地内に移動スペースが無い、周辺に公有地等が無い場合、現
場の判断で、沿道の民地（駐車場、空き地、田畑等）を一時的に使用する。

⑦国土交通大臣又は県知事からの指示
国土交通大臣又は農林水産大臣及び県知事は、市道路管理者等に車両等の移動等を措置する
よう指示することができる。

災害対策基本法に基づく放置車両の移動フロー

災害の発生

道路啓開の必要性判断
被災状況により判断（関係機関との情報共有）
道路区間指定の通知

道路区間の指定
（路線名、起終点）

指定道路区間の周知
（道路情報板、ラジオ、看板等）

県公安委員会

車両等の移動命令

車両移動等の要請

（書面、口頭による指示）

車両移動等の指示
・命令に従わない
・運転者等不在
・移動できない

民間事業者との
連携による作業

道路管理者等による車両等の移動
（移動の記録）
車両等移動
の情報提供

国土交通大臣
県知事

仮置き場が必要

車両等損傷

土地の一時使用
（使用理由の提示）

道路管理者等による損失補償
（算定基準）
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３．輸送経路及び輸送手段を決定する
輸送を行う関係機関は、道路の被災情報等に基づき輸送経路及び緊急輸送手段を決定し、必要に
応じ県警察本部及び道路管理者等に輸送経路の交通規制等を依頼する。

４．関係機関及び住民等に周知する
緊急輸送の実施責任者は、緊急輸送道路、緊急物資等の備蓄・集積拠点等について、各種広報媒
体を通じて、関係機関及び住民等へ周知する。

５．緊急輸送手段を確保する
（１）緊急車両の調達
災害時における食糧や救援資機材の輸送、負傷者や災害活動要員等の輸送に必要な緊急車両につ
いては、市が所有する全車両をあてるほか、神戸運輸監理部、
（社）兵庫県トラック協会、日本通運
株式会社等に、次の点を明示して協力を要請する。なお、輸送業者による輸送及び車両等の借り上
げは、国土交通省の許可・届出を受けている料金による。
①

輸送を必要とする人員又は物資の品名、数量（重量を含む）

②

輸送を必要とする区間

③

輸送の予定日時

④

その他必要な事項

【緊急車両要請先】
名

称

神戸運輸監理部兵庫陸運部
緊

急

(一社)兵庫県トラック協会

車

両

日本通運（株）阪神支店

連絡先

阪急バス（株）西宮営業所
阪神バス（株）総務部

（２）県への応援要請
市は、緊急車両が不足し、県に車両の応援要請するときは、次の事項を明示して要請する。

【要請事項】
・輸送区間及び借り上げ期間
・輸送人員又は輸送量
・車両等の種類及び台数
・集結場所及び日時
・その他必要事項

（３）燃料の確保
災害時における緊急輸送活動に必要な燃料の調達・供給は、給油場所を指定し供給する。
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（４）輸送体制
災害対策本部が設置されたときは、公用車及び調達車は、すべて災対財務局管財部が集中管理す
る。ただし、すでに部課に配属されている車両は、災対財務局管財部から要請があるまで当該課が
実施する応急業務に使用することができる。
車両の運用は、災対財務局管財部が災害対策本部各局の要請に基づき使用目的に合わせた適正配
車に努める。災対財務局管財部は、常に配車状況を把握し、各局の要請に対応する。
また、必要に応じて、道路情報を的確に把握するための地図を関係部署に配布する。

（５）緊急車両の確認
災害発生時における緊急車両の確認手続は、県知事及び県公安委員会が実施する。交通規制が実
施された場合、市が使用する車両は、災対統制局及び災対財務局管財部が県知事及び県公安委員会
等に緊急車両の申請を行い確認を得て、標章並びに証明書の交付を受ける。

６．緊急通行車両を確認する
（１）緊急通行車両確認証明書の申請
災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため、その通行を確保することが特に必要な車両（道路交
通法第 39 条第 1 項の緊急自動車を除く。
）を使用する場合は、県又は公安委員会に対し、緊急通行
車両確認証明書の申請を行う。

（２）確認対象車両
確認対象の車両は、災害対策基本法第 50 条第 2 項による災害応急対策の実施責任機関（市及び
関係する公共機関等）が保有する車両等で、災害対策基本法第 50 条第 1 項に規定する災害応急対
策を実施するために用いる次の業務のいずれかに従事する車両である。

【確認対象車両】
ア．警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示（緊急）に使用するもの
イ．消防、水防、その他応急措置に使用するもの
ウ．被災者の救援、救護活動に使用するもの
エ．被災児童及び被災生徒の応急教育に使用するもの
オ．施設及び設備の応急復旧に使用するもの
カ．清掃及び防疫その他保健衛生に使用するもの
キ．遺体の搬送等に使用するもの
ク．犯罪の予防、交通規制その他被災地における社会秩序の維持に使用するもの

（３）標章及び証明書の提示
申請を受けた県又は警察署が緊急通行車両であることを確認したときは、標章及び証明書が交付
されるので、交付を受けた標章を、当該車両の前面の見やすい場所に提示するとともに、証明書を
必ず携行し警察官等から提示を求められたときはこれを提示する。

（４）緊急通行車両の事前届出・確認
緊急通行車両の事前届出制度を活用し、確認手続の事務の省力化・効率化を図り、災害応急活動
が迅速かつ的確に行えるようにしておく。
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関係機関に緊急輸送を要請する

１．海上輸送を要請する
陸上交通による輸送が困難な状況にある場合は、海上保安庁等の関係機関と協議し、人員、物資
等の緊急海上輸送を要請する。
また、旅客定期航路を利用して、海上輸送を実施しようとする時は、事業者に対し航路の延長、
寄港地の変更、又は増便を要請する。

【海上輸送要請連絡先】
名
海上輸送
要請連絡先
同連絡先

称

第五管区海上保安本部神戸海上保安部

西宮海上保安署

神戸運輸監理部

２．航空輸送を要請する
緊急を要するときは、災対統制局は、兵庫県又は神戸市を通じて、兵庫県・近畿地方整備局・自
衛隊等に、航空機（ヘリコプター）の派遣を要請する。

（１）要請手続
県に対するヘリコプターの支援要請は、西宮市が神戸市消防局警防部司令課に対し手続を行い、
事後速やかに所定の要請書を県（消防課）に提出することとする。
神戸市消防局警防部司令課を通じて緊急運航の要請を受けた場合には、防災監（消防課長）は、
災害の状況及び現場の気象状況を確認の上、出動の可否を決定し、消防防災航空隊長に必要な指
示をするとともに、西宮市にその旨を回答する。
ただし、県災害対策本部が設置された場合は、災害対策本部事務局に要請を行う。

（２）要請先
①要請の連絡先は次のとおりとする。
・昼間（ 8:45～17:30）の要請は電話会議システムにより行う。
・夜間（17:30～翌朝 8:45）の要請は神戸市消防局警防部司令課に対して行う。
神戸市消防局警防部司令課：TEL (078)331-0986、FAX (078)325-8529
② 県災害対策本部（災害警戒本部）が設置された場合
災害対策本部事務局（県災害対策センター内）：TEL (078)362-9900、FAX (078)362-9911

（３）要請に際し連絡すべき事項
① 災害の発生場所、発生時間、内容、原因
② 要請を必要とする理由
③ 活動内容、目的地、搬送先
④ 現場の状況、受入体制、連絡手段
⑤ 現地の気象条件
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⑥ 現場指揮者
⑦ その他必要事項

（４）要請者において措置する事項
① 離発着場の選定
② 離発着場における措置（散水、ヘリポート表示、風向表示、ヘリコプターの誘導）

（５）患者の搬送
患者の搬送については、医師が承認し、同乗するよう措置する。併せて受入先の病院、窓口
責任者等について体制の整備を図っておくこととする。

（６）他機関所有ヘリコプターの要請
県は、大規模災害に際して、人命又は財産の保護のため、必要と認める場合は、独自に、あ
るいは西宮市からの要請に基づき、他機関に対してヘリコプターの出動を要請することとする。
西宮市が要請する場合も、要請先は、県消防防災ヘリコプターの場合と同様とする。

（ヘリコプターを有する他機関）
・他府県消防本部等（「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」による）
・近畿地方整備局（「災害時の応援に関する申し合わせ（H17.6.14）
」による）
・海上保安本部
・自衛隊 等

３．鉄道輸送を要請する
道路の被害等によって自動車による輸送が不可能な場合や、あるいは遠隔地において人員、物資
及び機材等を確保したときで鉄道輸送が適切な場合には、市は応急対策の実施に必要な人員、物資
及び機材等の輸送を西日本旅客鉄道（株）等に協力要請する。
なお、鉄道災害発生時においては、当該鉄道事業者は、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等
の代替交通手段の確保に努めることとし、被災していない関係鉄道事業者は、可能な限り代替輸送
の実施に努める。

【鉄道輸送要請連絡先】
名
鉄道輸送
要請連絡先

称

西日本旅客鉄道（株）西宮駅
阪神電気鉄道（株）甲子園駅
阪急電鉄（株）西宮北口駅
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交通規制を実施する

（１）交通規制の実施
災害時に、通行規制若しくは緊急優先通行を図る必要が生じたときは、兵庫県地域防災計画の定
めるところにより、警察等関係機関に協力を要請し、交通規制を実施する。
また、応急対策に必要な物資の緊急輸送道路を確保するため、市民に対し自動車利用を控えるよ
う広報を行い、周知徹底を行う。

（２）交通規制の実施責任者
交通規制の実施責任者及びその範囲は、次のとおりとする。

【交通規制実施責任者と規制範囲】
区分
道路管理 者
公安委員 会・警 察機関

実施責任者
国土交通大臣
指定区間内の国道
知事
指定区間を除く国
道・県道
市長
市道
西日本高速道路
同社の管理道路
（株）
阪神高速道路（株）
公安委員会
警察署長
高速道路交通警察隊長
警察官

港湾管理 者

知事

港長
海上保安官

範囲
（道路法第 46 条）
①道路の損壊、決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
②道路に関する工事のため、やむを得ない
と認められる場合

（災害対策基本法第 76 条）
①災害が発生し、又はまさに発生しようと
している場合で、緊急の必要があると認
められるとき
（道路交通法第 4 条～第 6 条）
①道路における危険を防止し、その他交通
の安全と円滑を図るため、必要があると
認めるとき
②道路の損壊、火災の発生、その他の事情
により交通の危険が生ずるおそれがあ
る場合
（港湾法第 12 条第 1 項第 4 号の 2）
水域施設（航路、泊地及び船どまり）の
使用に関し必要な規則

海上保安 機関

（港則法第 37 条）
①船舶交通の安全のため必要があると認
めるとき
②海難の発生、その他の事情により特定港
内において船舶交通の混雑が生ずるお
それがあるとき、又は混雑緩和のため、
必要があると認められるとき
（海上保安庁法第 18 条）
①海上における犯罪がまさに行われよう
としている場合、又は天災等の危険な事
態が存在する場合であって、人命・財産
に危害が及ぶおそれがあり、かつ急を要
するとき
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（３）交通規制の実施
交通規制の実施者及び方法は、次のとおりとする。

【交通規制実施者と実施方法】
実施者
道路管理者

公安委員会
警察機関

港湾管理者
海上保安機関

実施方法
道路、橋梁等の巡回調査を行い、危険な状況を予想又は把握したときは、速
やかに必要な規制を行う。
交通情報の収集
航空機、オートバイその他の機動力を活用し、交通情
報の収集を行い、交通規制の実施を判断する。
隣接県の警察本部等と連携を密にし、交通情報の収集
を行う。
交通安全のため
危険な状況を予想又は把握したときは、速やかに、必
の規制
要な規制を行う。
緊急通行車両の
緊急通行車両の通行を確保するため必要があると認
通行確保のため
めるときは、一般車両の通行制限等の車両別交通規
の規制
制、被災地の周辺地域を含めた広域的な交通規制を行
う。
海上において、災害応急対策の遂行あるいは航路障害のため船舶交通を規制
する必要があるときは、交通の制限又は禁止、危険区域の周知及び港内岸壁
付近の交通整理等を行う。

（４）警察機関との相互連絡
交通規制の実施にあたっては、警察署と密接な連絡をとり、西宮市で指定されている緊急交通路
その他の区間、期間及び理由を相互に連絡する。ただし、緊急を要する場合であらかじめ通知する
いとまがないときは、事後において通知する。
資料８-22

「緊急交通路」参照

（５）う回路等の設定
緊急交通路及びう回路の指定にあたっては、緊急輸送ルート、道路障害物除去活動等との調整を
図るため、警察署及び関係機関との緊密な連携をとった上で実施する。

（６）交通規制情報の提供
交通規制の実施にあたっては、国、県及び警察機関等に通知するとともに、次のとおり市民、道
路利用者及び報道機関等に対し情報提供を行う。

①

市民・道路利用者への周知

市民及び道路利用者に対し、ホームページ、にしのみや防災ネット、市防災行政無線、ラジオ等
を通じて、交通規制情報の周知徹底を図る。

②

報道機関への伝達

交通規制による全面通行止めを実施する場合は、報道機関に対し緊急道路情報の提供を行う。な
お、報道機関への情報提供は、全面通行止めを行う道路の管理者が行うことを原則とする。
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（７）路上放置車両等に対する措置
路上放置車両等の効率的な排除のため、警察機関等との連携を密にする。

（８）規制の標識等
交通規制を行う場合は、法令の定めるところにより規制の標識を設置する。ただし、緊急な場合
又は標識を設置することが困難又は不可能なとき等は、適宜の方法により、とりあえず交通規制を
したことを明示し、必要に応じ警察官等が現地において指導にあたるものとする。

（９）規制の解除
交通規制の解除は、実施者が規制解除の判断をし、通行の安全を確保した後、速やかに行い、当
該規制区間を管轄する警察署長に通知する。

（10）災害発生時において運転者に求める行動
①

地震災害や大規模事故等が発生したとき

・できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停車させる。
・停車後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応
じて行動する。
・車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させる。やむを得ず道路上に置いて避難
するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジンキーはつけたままとし、
窓を閉め、ドアはロックしない。

②

道路の通行禁止等が行われたとき

・区域又は道路の区間に係る通行禁止等が行われた場合は、当該車両を速やかに当該道路の区間
以外又は道路外の場所へ移動すること。
・当該道路の区間以外又は道路外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両を道路の左側
端に沿って駐車する等緊急車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。
・警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動し、又は駐車すること。
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18 章 災害警備の実施
第1

災害応急対策の目的と構成

●災害発生時においては、一時的に社会生活が麻痺状態となり、混乱に乗じた各種犯罪の発生も予想さ
れることから、こうした事態に対処するため、警察及び関係機関と連携して災害警備活動を実施する
方法について定めるものである。
節
１節

災害警備を実施する

項
１．災害警備活動を実施する

２．海上保安庁による海上警備活動
を実施する

第２

担当局、関係機関
災対統制局
災対総務局
運輸機関
警察署
海上保安庁
等関係機関

災害応急対策の流れ

災害発生

西宮警察署
甲子園警察署

災害警備活動の実施

連携

協力

連携
災害対策本部

海上保安庁

災害応急活動

海上警備活動の実施
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第３

災害応急対策の内容

１．災害警備活動を実施する
（１）警察による警備活動
県警察災害警備計画に基づき西宮警察署及び甲子園警察署が実施する以下の警備活動が、円滑か
つ効果的に実施できるよう、緊密な連携のもと、必要な対策を講ずる。

【警察による警備活動】
ア．被害実態の把握
イ．被災者の救出救助
ウ．危険箇所の実態把握及び警戒
エ．気象情報等の収集及び伝達
オ．危険地区居住者に対する避難の指示、警告及び誘導
カ．行方不明者の捜索及び死体の見分
キ．被災地等における交通の安全と円滑の確保
ク．被災地等における犯罪の予防検挙
ケ．地域安全情報、災害関連情報等の広報活動
コ．関連機関の行う災害復旧活動に対する援助活動

（２）警備活動における関係機関との連携
災害に対処するため市及び関係機関と連携を密にし、それぞれの活動状況を互いに把握するとと
もに、相互に協力し救助活動、災害応急活動等を効果的に行う。

【市・関係機関の活動内容】
市
災対消防公安局
自衛隊

・被災状況、避難者動向等の緊密な情報交換
・一般治安対策、地域安全活動等の実施協力
・消火、救急活動のため消防車両の通行及び警戒線の設定等における連携
・被災者の捜索、救助活動に関する情報交換及び連携
・災害情報の提供、災害活動の支援

２．海上保安庁による海上警備活動を実施する
海上保安庁が実施する以下の警備活動が、円滑かつ効果的に実施できるよう、緊密な連携のもと、
必要な対策を講ずる。

【海上保安庁による海上警備活動】
ア．在港船舶への警戒活動
イ．海上における犯罪の未然防止および検挙
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19 章 公共施設の応急対策の実施
第１

災害応急対策の目的と構成

●各種応急対策活動を円滑に実施し、都市機能の早期回復を図るためには、公共施設及びライフライン
施設の早期復旧が必要であることから、これら施設の管理者と協力して応急復旧措置を行うために
必要な事項について定めるものである。
節
１節

２節

第２

項

担当局、関係機関
１．道路及び橋梁の応急復旧を行う
２．河川・水路の応急復旧を行う
３．防潮堤・護岸・砂防及び治山施
設の応急復旧を行う
４．公園緑地等の応急復旧を行う
１．上水道の応急復旧を行う
２．下水道の応急復旧を行う
３．電力施設の応急復旧を行う
４．都市ガス施設の応急復旧を行う
５．電気通信施設の応急復旧を行う

公共施設の応急復旧を行う

ライフラインの応急復旧を行う

国土交通省
兵庫県
災対第一技術局
災対第二技術局
災対衛生局
災対給水技術局
ライフライン機関

災害応急対策の流れ
災害発生
公共施設の点検、パトロールの実施
道路・橋梁
に被害発生

河川、防波堤、砂防施
設
等に被害発生

公園緑地
に被害発生

河川管理者
又は関係機関

県・市
（公園管理

応急措置の実施
活動体制
の確立

国・県・市
（道路管理

応急復旧活動の実施

応急復旧活動の実施

応急復旧活動の実施

ライフライン施設の点検、パトロールの実施

上水道
に被害発生

下水道
に被害発生
被害状況の把握

電力・ガス・電気通信施
設
に被害発生
被災判定

被害状況の把握

活動体制の確立

活動体制の確立

活動体制の確立

応急復旧作業の実施

応急復旧作業の実施

危険防止・混乱
防止対策の実施

広報

広報

応急復旧作業の実施
広報

市民
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災害応急対策の内容

公共施設の応急復旧を行う

１．道路及び橋梁の応急復旧を行う
（１）活動体制の確立
災害発生時、国（兵庫国道事務所）
、県（西宮土木事務所、尼崎港管理事務所）及び市（災対第二
技術局）等道路管理者は、所轄の道路・橋梁の被害状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図る
ため活動体制を確立し、安全対策及び応急並びに復旧措置を講じる。

（２）災害時の応急措置
県（西宮土木事務所、尼崎港管理事務所）は、市の応急対策を援助し、県災害対策本部の活動体
制に従い応急措置を行う。市からの道路・橋梁被害報告をまとめ、総合対策の検討及び調整を行う。
市及び関係機関は、調査等により道路の亀裂・陥没・損壊及び倒壊物又は落橋等による通行不能
箇所を把握し、直ちに通行禁止または制限等を実施するとともに速やかに二次災害を防止するため
の応急措置を行う。

（３）応急復旧作業の実施
国と県は、被害を受けた国・県道を速やかに応急復旧し、交通の確保に努める。特に緊急輸送道
路を最優先に復旧作業を行う。
市及び関係機関は、被害を受けた市道を速やかに応急復旧し、道路機能をできるだけ早期に回復、
救助活動、物資輸送等のための交通路の確保に努める。
緊急輸送道路は最優先に障害物を除去し、その後逐次一般市道の復旧作業を実施する。
落下又は危険と認められた橋梁は、直ちに通行止め等の措置を行い、迂回路の案内に努める。
また、上下水道、電気、電話等道路占用施設に被害があり、その施設により道路の損傷、交通の
遮断をきたす場合、当該施設の管理者に通報するとともに必要な応急措置を講ずる。

【道路管理者一覧表】
施

設

名

国道２号
国道 43 号・171 号・176 号
県道
臨港道路
市道

管

理

者

国土交通省兵庫国道事務所 神戸維持出張所
国土交通省兵庫国道事務所 西宮維持出張所
（国道 176 号の指定区間外は西宮土木事務所）
兵庫県阪神南県民センター 西宮土木事務所
兵庫県阪神南県民センター 尼崎港管理事務所
市道路補修課
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応急措置フロー
市民
通報
報告
災害対策本部

災対第二技術局

応援要請

指示

国・県・他市町
建設協会・業者

調査・点検

市内被害取りまとめ

応急処置

一時的交通確保

応急処置取りまとめ

復旧対策確立

道路･橋梁復旧工事

道路交通の確保

２．河川・水路の応急復旧を行う
県及び市は、災害時に管内河川、公共溝渠（排水路）
、湾岸等を巡視し、橋脚、暗渠流入口及び工
事箇所の仮設物等に掛る浮遊物や流下浮遊物その他の障害物を発見したときは、各管理者に通報す
るとともに、協力して除去作業を実施する。
また、地震等によって河川や内排水路の護岸施設が破損したときは、応急復旧に努める。

【河川管理者一覧表】
施 設 名
二級河川

管

(武庫川観音谷川の合流点 阪神北県民局宝塚土木事務所
より北)

理

者

管理第２課

二級河川
（国道 43 号より北、ただし
武庫川は阪神本線より北）

阪神南県民センター西宮土木事務所 管理第２課・河川砂防課

二級河川
（国道 43 号より南、ただし
武庫川は阪神本線より南）

その他の河川・水路

阪神南県民センター尼崎港管理事務所 業務管理課・河川整備課
西宮市土木局道路部
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３．防潮堤・護岸・砂防及び治山施設の応急復旧を行う
国と県、市は、地震・津波により、堤防が決壊するおそれのあるもの、堤防の前面の砂浜が土砂
流出し根固めをする必要があるもの、あるいは護岸・水門が全壊又は決壊して放置すると著しい被
害を生じるおそれがあるものについては、関係機関と協力し、仮締切、決壊防止工事等を実施する。
また、砂防施設（地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設を含む）及び治山施設の被害状況を
速やかに把握し、施設の安全確保に努める。
なお、砂防・治山施設のうち、地震・浸水等により砂防・治山ダムや流路工等が決壊し、これを
放置すると著しい被害を生じるおそれがあるもの、あるいは下流へ影響するおそれが大きいものに
ついては、関係機関と協力して崩壊防止工事等を実施する。

【防潮堤・護岸・砂防及び治山施設管理者一覧表】
施

設

名

管

防潮堤・護岸

理

者

阪神南県民センター 尼崎港管理事務所 業務管理課・港湾整備課
国土交通省六甲砂防事務所

砂防・治山関係

農林水産省 林野庁 兵庫森林管理署 神戸治山事務所
阪神南県民センター 西宮土木事務所 管理第２課・河川砂防課
神戸県民センター

六甲治山事務所

４．公園緑地等の応急復旧を行う
市及び県は、地震が発生した場合に、公園緑地のパトロールを実施し、樹木や遊具等の調査点検
を行うとともに、市民からの通報も含め、公園緑地の被害状況を把握する。
また、公園緑地の樹木等が、隣接する住宅等に支障をきたしているものについては、至急、撤去
するなどの措置を講じるとともに、公園内の被災状況に応じて危険箇所は防護柵などで囲うなど二
次災害の防止に努める。

【公園管理者一覧表】
施

設

名

管

理

者

県管理

公園緑地

阪神南県民センター 西宮土木事務所 管理第１課

市管理

公園緑地

西宮市土木局公園緑化部
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２節

ライフラインの応急復旧を行う

１．上水道の応急復旧を行う
（１）災害時の活動体制
災対給水技術局は、飲料水の確保・応急復旧及び情報連絡に必要な人員並びに資機材等を確保す
る。
また、水道施設の被害状況と関連する他のライフライン施設の被害を速やかに把握し、水道シス
テム全体としての機能低下の程度、機能回復までの期間を検討し、必要に応じ他の自治体、他の公
共機関及び水道関係業者等に応援を要請する。

（２）応急復旧対策
水道施設の応急復旧は、応急復旧要員の確保及び資機材を調達して、復旧作業を進める。特に避
難所等や病院への給水を優先し、断水区域を最小限にするよう配水調整を実施しながら復旧を進め、
順次断水区域の解消に努める。
応急復旧に必要な資機材は、業者及びメーカーから調達する。
また、応急復旧に必要な工器具は、常に点検、整備し万全を期すとともに、協力要請している関
係業者の協力によって対応する。
浄水場、配水池付近の斜面崩壊、基幹施設が埋設されている道路の崩壊及び陥没等の被災状況を
把握し、二次災害の防止措置を講じる。

（３）災害時の広報
関係機関と連絡を密にして、上水道施設の被害状況、復旧の状況等を住民に広報する。
また、被災により断・減水が発生した場合、水質悪化が予想されるため、住民に対する飲料水の
衛生指導についても周知する。

２．下水道の応急復旧を行う
（１）活動体制
災対給水技術局において、応急復旧を実施するが、必要に応じ他の自治体等の応援を要請する。

（２）応急復旧対策
下水道施設の被害状況を迅速に調査し、下水処理施設等の応急復旧を実施するとともに、汚水、
雨水の疎通及び道路交通に支障がないようマンホール等の応急措置を講じる。
また、停電のためポンプ場及び処理場が停止した場合、自家発電装置により排水機能を維持し、
雨水渠については、樋門が機能停止することがないよう措置を講じる。
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【応急対策のフロー】
地震発生

緊急

緊急対応段階

(緊急性の高い管渠・処理場・ポンプ場)
緊 急 点 検
緊急調査

<
>
緊急措置が不要

被災判定

先遣調査
※緊急調査の情報が不足
している場合等

緊急措置が必要
支援組織による
調査体制・後方支援
体制等の設置

緊急措置

応急

<

暫定機能
確保段階

一次調査
応急復旧及び
本復旧が不要

被災判定

本復旧が必要

>

緊急措置が必要
応急復旧

本復旧

<

本復旧が不要

被災判定
本復旧が必要

>

機能確保段階

二次調査

本復旧

終了

（３）災害時の広報
関係機関と連絡を密にして、下水道施設の被害状況、復旧の状況等を住民に広報する。
災害時における下水道機能の確保及び被害施設の早期復旧に対処するため、これに必要な人員、
車両及び資機材の確保、情報連絡体制等を確立する。被災時は災害の状況に応じ、二次災害の防止
に努めるとともに、施設の被害状況を迅速かつ正確に把握し、早期復旧に向けての基礎づくりを行
う。

３．電力施設の応急復旧を行う
（１）災害応急対策に関する事項
①

災害時における情報の収集・報告
地域の対策組織の長は、次に掲げる各号の情報を迅速かつ的確に把握し、速やかに本店の対策組

織の長に報告する。
ア．一般情報
ａ．気象、地象情報
ｂ．一般被害情報（一般公衆の家屋被害情報および人身災害発生情報ならびに電力施設等を除く
水道、ガス、交通、通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設を始めとする当該管内全般の
被害情報）
ｃ．社外対応状況（地方公共団体の災害対策本部、官公署、報道機関、お客さま等への対応状況）
ｄ．その他災害に関する情報（交通状況等）
イ．当社被害情報
ａ．電力施設等の被害状況および復旧状況
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ｂ．停電による主な影響状況
ｃ．復旧用資機材、復旧要員、食糧等に関する事項
ｄ．従業員等の被災状況
ｅ．その他災害に関する情報

②

災害時における広報
対策組織の長は、災害時における広報を、次のとおり実施する。

ア．広報活動
災害が発生した場合または発生することが予想される場合において、停電による社会不安の
除去のため、電力施設被害状況および復旧状況についての広報を行う。また、公衆感電事故や
電気火災を防止するため、第２編２章に定める広報活動を行う。
イ．広報の方法
広報については、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関およびイン
ターネット等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等により直接当該地域へ周知する。

③

対策組織の設置

ア．地域における防災体制
関西電力の各支社が所管する地域（以下、「地域」という。）は、当該地域における非常事
態に対処するため、支社長を本部長とする非常災害対策総本部を設置する等、本店に準じた対
策組織を設置する。
神戸地域内で、非常災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、非常災害に係る
予防または復旧対策活動を統括するため、次のとおり対策組織を設置する
ａ．神戸地域非常災害対策総本部
ｂ．神戸地域発販部門等非常災害対策本部
ｃ．送配電カンパニー神戸電力本部非常災害対策本部
ｄ．神戸地域発販部門等警戒本部
ｅ．送配電カンパニー神戸電力本部警戒本部
※発販部門等とは関西電力から送配電カンパニーを除いた組織をいう。

④

総本部の設置基準
総本部の設置基準は、次のとおりとする。
ア．次に掲げる場合においては、直ちに総本部を設置する。
ａ．神戸地域内で震度６弱以上の地震が発生した場合
ｂ．神戸地域内に大津波警報が発令された場合
ｃ．南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発令された場合
ｄ．南海トラフ域を震源とするＭ7.9 以上の海溝型地震が発生した場合
イ．総本部の設置については、発販本部の長と送配電本部の長が協議し、決定する。
ａ．非常災害が発生した場合または発生することが予想される場合にあって、発販部門等および
電力本部が連携して、対応していくことが必要と認められる場合
ｂ．その他必要な場合
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組織図】

発販本部

共通班

総本部長
（発販部門等本部長）

お客さま対応班

送配電本部

共通班

流通チーム長

設備班

お客さま対応班

⑤

体制の確立
関西電力は、非常事態に対処するための必要な要員を速やかに確保し、初動体制を確立する。ま

た、平時より次の体制を整備する。
ア．休日・夜間における突発的な非常事態に備えて、対策組織を指揮する者を直ちに確保できる
体制を整備する。
イ．対策組織要員等の動員に関する計画をあらかじめ策定する。特に、休日・夜間における突発
的な非常事態に備えて、必要な要員を確保できる体制を整備する。

⑥

対策組織要員の確保

ア．夜間、休日に災害が発生するおそれがある場合には、あらかじめ定められた対策組織要員は、
気象、地震情報その他の情報に留意し、対策組織の設置に備える。
イ．対策組織要員は、所属する対策組織が設置された場合、速やかに出社する。
なお、供給区域内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、関係所属の社員は、あら
かじめ定められた基準に基づき、所属する事業所へ出勤する。ただし、津波により避難が必要
となる地域の事業所については、津波の恐れがなくなった後に出社するものとする。
ウ．復旧要員の広域運営
関西電力は、他電力会社、電源開発株式会社および広域機関等と復旧要員の相互応援体制を
整えておく。

⑦

災害時における復旧用資機材の確保
対策組織の長は、災害時における復旧用資機材の確保を、次のとおり実施する。

ア．調達
予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資機材は、次のいずれかの方
法により、可及的速やかに確保する。
ａ．現地調達
ｂ．対策組織相互の流用
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ｃ．他電力会社等からの融通
イ．輸送
復旧用資機材の輸送は、原則として、あらかじめ調達契約をしている請負会社の車両、舟艇、
ヘリコプター等により行う。
ウ．復旧用資機材置場等の確保
災害時において、復旧用資機材置場および仮設用地が緊急に必要となり、この確保が困難と
思われる場合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼するなど、迅速な確保に努める。

⑧

災害時における電力の融通

災害の発生により、電力需給に著しい不均衡が生じ、需給状況を速やかに改善する必要がある場
合には、本店非常災害対策総本部の流通チーム長は、広域機関の指示等に基づく電力の緊急融通に
より需給状況の改善を図る。

⑨

災害時における危険予防措置

電力需要の実態に鑑み、災害時においても、原則として、供給を継続するが、警察、消防機関等
から要請があった場合等には、対策組織の長は、送電停止等の適切な危険予防措置を講ずる。

⑩

災害時における応急工事

対策組織の長は、災害時における応急工事を次のとおり実施する。
ア．応急工事の基本指針
災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連および情勢の緊急度を勘案して、
二次災害の防止に配慮しつつ、迅速かつ適切に実施する。
イ．応急工事基準
災害時における具体的な応急工事については、次の基準により実施する。
ａ．送電設備
ヘリコプター、車両等の機動力および貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。
ｂ．変電設備
機器損壊事故に対し、系統の一部変更または移動用変圧器等の活用による応急措置で対処す
る。
ｃ．配電設備
非常災害仮復旧標準工法による迅速確実な復旧を行う。
ｄ．通信設備
共通機器、貯蔵品を活用した通信回線の応急復旧措置および可搬型電源、衛星通信設備、移
動無線機等の活用により通信手段を確保する。
ウ．災害時における安全衛生
応急工事の作業に当たっては、通常作業に比べ、悪条件のもとで行われるので、安全衛生に
ついては、十分配慮して実施する。

3-204

19 章

３編 災害応急対策計画
公共施設の応急対策の実施

（２）災害復旧に関する事項
①

復旧計画
地域の対象組織の長は、設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした復

旧計画を策定するとともに、本店の対策組織の長に速やかに報告する。
ア．復旧応援要員の必要の有無
イ．復旧要員の配置状況
ウ．復旧用資機材の調達
エ．復旧作業の日程
オ．仮復旧の完了見込
カ．宿泊施設、食糧等の手配
キ．その他必要な対策
本店の対策組織の長は、前項の報告に基づき、地域の対策組織の長に対し復旧対策について必要
な指示を行う。

②

復旧順位

対策組織の長は、復旧計画の策定および実施に当たり、災害状況、各設備の被害状況、各設備の
被害復旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。
なお、送電設備、変電設備および配電設備の復旧に際し、病院、交通、通信、報道機関、水
道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設を原則として優先的に供給する。

４．都市ガス施設の応急復旧を行う
（１）災害時の活動体制
市内で震度４以上の地震が発生した場合は、大阪ガス㈱社内に災害対策本部を設置して災害応急
対策を実施する。

【都市ガス担当部署】
大阪ガス(株) 兵庫導管部

（２）応急復旧計画
①

応急復旧措置

災害の発生に伴う初動措置の後、速やかに下記の応急復旧措置を実施する。

【都市ガスの応急復旧措置】
ア．大阪ガス災害対策本部指令に基づきバルブ操作又は遠隔操作を行い、供給可能な範囲の
供給系統を変更し、ガス遮断区域を最小限にくい止める。
イ．ガス導管の折損又は漏えい箇所の応急修理を実施する。
ウ．ガス導管の破損箇所から導管内に流入した水や土砂などの排水作業を早期に実施する。
エ．その他現場の状況により適切な処置を実施する。
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②

復旧順位

災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、原則として、人命にかかわる拠点及び救急的活動の
拠点となる場所を優先するが、災害状況、各設備の被害状況、各施設の被害復旧の難易等を勘案し
て、供給上復旧効果の最も大きいものから順次実施する。

（３）危険防止対策
都市ガスの漏洩等による二次災害のおそれがあると判断される場合には、大阪ガス災害対策本部
の指令に基づいて、スーパーブロック、ミドルブロック単位でガス供給を停止する等の危険防止措
置を講じる。

（４）災害時の広報
災害時には、住民の不安除去、二次災害防止を図るため、サービス巡回車による巡回広報のほか、
市、警察署、消防署等の防災関係機関、報道機関と協力してガス設備の被害状況、復旧の現状、見
通し等について広報活動に努める。

５．電気通信施設の応急復旧を行う
（１）災害時の活動体制
災害発生により電気通信施設が被災した場合、又は被災する恐れがある場合、西日本電信電話（株）
は災害対策本部を設置し、次の応急対策及び復旧活動を実施する。

【ＮＴＴ西日本兵庫支店災害対策本部】
ＮＴＴ西日本兵庫支店

ＮＴＴ西日本兵庫支店災害対策本部の組織及び所掌事項
設備サービス班

本部長

副本部長

情報統括班

災害対策本部の各班を
掌握し、災害対策業務全
般の運営を行う。また、
情報連絡室及び災害対
策室の設置、運営及び調
整。

ビジネスユーザ対応班
マスユーザ対応班
広報班
総務労務班

被災状況調査、サービス復旧方法の検討
及び復旧等の実施
法人ユーザへの AM 対応
マスユーザ対応・被災地域での広報活
動・特設公衆電話の設置場所の検討
報道対応

社員の確保、福利厚生及び健康管理、
労務対応後方支援

（２）応急復旧対策
①

復旧計画

営業所は、被害状況を把握し、下記事項について復旧計画を立てる。
ア．復旧応援隊の必要の有無とその配置状況
イ．復旧資材の調達及び復旧作業日程
ウ．仮復旧の完了見込
エ．作業隊員の宿舎、衛生、食糧等の手配、その他
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復旧順位

災害により電気通信施設に被害が発生し、回線に故障が生じた場合は、通信途絶の解消及び重要
通信の確保に努めるとともに、被害状況に応じた処理により回線の復旧を図る。

（３）応急対策
①

通信の途絶の解消と通信の確保

・自家発電装置、移動電源車等による通信用電源の確保
・衛星通信・各種無線機による伝送路及び回線の作成
・電話回線網に対する交換措置、伝送路切替措置等の実施
・応急ケーブル等による臨時伝送路、臨時回線の作成
・非常用可搬形デジタル交換装置の運用
・臨時・特設公衆電話の設置
・停電時における公衆電話の無料化

②

通信の混乱防止

災害の発生に伴い、重要通信の疎通ができなくなるのを防止するため、一般からの通信を規制し、
110 番、119 番、災害救助活動に関係する国又は地方公共団体等の重要通信及び街頭公衆電話の疎
通を確保する。

③

「災害用伝言ダイヤル（171）」及び｢災害用伝言板(web171)｣の開設

○提供開始
災害時において被災地への電話が輻輳し、通じ難くなった場合、被災地内への電話による安
否確認を確保するため提供を開始し、マスコミ等で広報する。
○利用方法
被災者は、家族の安否確認等を「災害用伝言ダイヤル（171）」
・
「災害用伝言板（web171）」へ
登録する。
操作方法は、マスコミ、パンフレット等で案内する。
○利用条件等
a｢災害用伝言ダイヤル(171)｣
*登録できる電話番号（被災地電話番号）---------- 加入電話・ISDN・ひかり電話番号
および携帯電話等の電話番号
＊伝言録音時間 ---------- 1 伝言あたり 30 秒間録音
＊伝言保存期間 ---------- 提供終了まで
＊伝言蓄積数 ------------ 1 電話番号あたり 1～20 伝言で、提供時に知らせる。
b｢災害用伝言板(web171)｣
＊接続条件
-------- インターネット接続ができるパソコン、携帯電話、
スマートフォンからの登録が可能
＊アクセス URL
＊伝言登録数

----------- https://www.web171.jp
----------- 伝言板
（伝言メッセージボックス）あたり 20 件まで
(20
件を超える場合は、古い伝言から削除され、新しい伝言が保
存される)
＊伝言板（伝言メッセージボックス）数 ---------・利用者情報なしの場合：1 件
・利用者情報ありの場合：最大 20 件 ※利用者情報は事前に登録が必要
＊伝言保存期間 ----------- 提供終了まで（ただし最大で 6 ケ月）
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＊登録可能な伝言 --------- 定型文およびテキスト情報（伝言 1 件あたり 100 文字）
＊伝言のセキュリティ ----- 伝言板への登録・閲覧ができる対象者を限定する場合、利用
者情報の事前登録により、設定が可能
＊伝言通知機能 ----------- 利用者情報を登録することにより、通知を希望した場合、利
用者が指定したメールアドレス、電話番号宛に伝言メッセー
ジの通知を行うことができる。

（４）復旧の広報
市と協力し、広報車、あるいはテレビ・ラジオ、新聞等の報道機関を通じて、通信網の復旧状況、
復旧見込みを周知する。
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20 章 捜索活動・遺体収容の実施
第１

災害応急対策の目的と構成

●大規模な災害が発生した場合、多数の行方不明者、死亡者が発生する可能性があることから、行方不
明者の捜索、遺体の安置、処置等一連の業務を遅滞なく実施できるよう、必要な事項について定める
ものである。
節
１節

２節

第２

項

行方不明者を捜索する

担当局、関係機関
１．行方不明者の存否を確認する
２．行方不明者を捜索する
３．安否情報の提供
１．遺体安置所を開設する
２．遺体を安置する
３．遺体を搬送する
４．遺体を処置する
５．遺体を火・埋葬する

遺体を収容・処置する

警察署
自衛隊
西宮海上保安署
等関係機関
災対衛生局

災害応急対策の流れ

災害発生

災害相談窓口
の開設

捜索願い・行方不明者
の情報

行方不明者リスト作成

警察・自衛隊
地域住民等

捜索
応援

連携
行方不明者の捜索

県
近隣市

遺体の発見

生存者の救護・搬送

身元確認
（警察官）

遺体安置所の開設

遺体安置・処置

遺体引き渡し

遺体の火・埋葬
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第３

１節

災害応急対策の内容

行方不明者を捜索する

１．行方不明者の存否を確認する
災害相談窓口で受け付けた捜索願い及び行方不明者の情報は、住民基本台帳等と照合・整理した
うえ行方不明者のリストを作成し、警察署に提出する。
そして、管轄の警察署及び地域住民等の協力を得て、行方不明者の存否を確認する。

２．行方不明者を捜索する
（１）捜索活動体制
行方不明者の捜索については、災対統制局及び災対消防公安局は、災害の規模等の状況を勘案し
て、管轄の警察署、自衛隊、西宮海上保安署等関係機関や地域住民の協力を得て実施する。

（２）捜索応援の要請
市による死体の捜索ができないとき、又は流失等により遺体が近隣市にあると認められるとき等
は、県に対し捜索の応援を要請する。ただし、緊急を要する場合は、近隣市に直接要請する。

（３）捜索活動期間
行方不明者の捜索期間は、災害発生の日から 10 日以内とする。ただし、10 日間を経過してもな
お捜索を要する場合には、災害対策本部長の指示によって継続して実施する。

（４）遺体の引き渡し
災害業務関係者が救出作業、又は行方不明者捜索中に遺体を発見したときは、速やかに警察官の
検視及び医師の検案（原則として鑑察医又は県派遣の救護班によって実施する。）をうけ、身元が
判明した後、遺族等に引き渡す。
市は、管轄の警察署の要請に応じて、身元確認作業の場のあっせん、提供等に協力する。

３．安否情報の提供
（１）安否情報の照会・回答
市長は被災者の安否に関する情報について照会があったときは、安否情報を回答することができ
る。
また、安否情報の回答又はその準備に必要な限度で、被災者に関する情報を市内部で目的外利用
し、又は他の地方公共団体の長その他の関係者に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

（２）安否情報の照会手続き
①照会は、市長に対し、照会者や照会に係る被災者の氏名、住所、生年月日及び性別、照会理由
等を明らかにして行うものとする。
②市長は、照会者に対し運転免許証等の本人確認ができるものの提示を求め、当該照会者本人で
あることを確認する。
③市長は、当該照会が不当な目的によるものと認められる時等の一定の場合を除き、照会者と照
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会に係る者との間柄に応じて、適当と認められる範囲の安否情報を提供することができる。
④市長は、照会に係る被災者の同意がある時等の一定の場合には、照会に係る被災者の居所、死
亡・負傷等の状況の安否の確認に必要と認められる情報を提供することができる。
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２節

遺体を収容・処置する

１．遺体安置所を開設する
遺体の安置所は、西宮市立斎場及び体育館等公共建築物を中心に選定する。
また、災害の状況に応じて、安置所が不足する場合、あるいは被害の状況等により設置が困難な
場合には、被災現場付近の適当な場所（寺院、公共建築物、公園等）に安置所を開設し、遺体の収
容を行う。
資料８-19

「遺体安置所予定施設」参照

２．遺体を安置する
警察官の検視及び医師の検案を終えた遺体は、速やかに安置所に搬送し収容する。
不足する棺箱、骨つぼ及びドライアイスの調達は、都市整備公社斎園事業部及び葬儀業者等に協
力を要請して確保する。また、身元が判明した遺体は、遺族に引き渡す。

３．遺体を搬送する
遺体の搬送は、都市整備公社斎園事業部が保有する葬具運搬車、バス型霊柩車を使用するが、必
要に応じ、災対衛生局内及び他の市町や関連機関への応援を要請、あるいは民間業者からの借り上
げにより実施する。

４．遺体を処置する
市は、災害による社会混乱のため、遺族等が遺体識別等のための処置を行うことができないとき、
遺族に代わり遺体の処置を行う。また、災害救助法が適用された場合は、遺体の処置のうち、洗浄
等の処置及び検案については、知事の委託を受けた日本赤十字社兵庫県支部が行う。

【遺体の処置】
・遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理
・遺体の一時保存
・検案（遺体の死因その他の医学的検査をすること）

５．遺体を火・埋葬する
（１）埋火葬許可証の発行
市民第１課は、速やかに埋火葬許可証を発行する。
なお、縁故者の判明しない者については、災害対策本部が死亡届を提出し、埋火葬許可証の交付
を受ける。また、身元が判明しない者については、一定期間経過後に行旅死亡人として取扱うこと
とし、災害対策本部の判断に基づき、埋火葬許可証の交付を受ける。

（２）火葬の実施
死亡者の火葬は、満池谷火葬場で行う。ただし、遺体が多数のため、当該火葬場で処理できない
ときは、近隣市町に依頼する。また、必要がある場合は、市長の認可を得て応急仮設火葬場を設置
する。
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（３）遺骨の保管
遺骨は、遺留品とともに満池谷納骨堂に一時保管し、身元が判明次第、縁故者に引き渡しを行う。
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21 章 廃棄物対策・保健衛生対策の実施
第1

災害応急対策の目的と構成

●災害時には、通常をはるかに上回るごみやガレキ等を処理する必要が生じることから、障害物除却や
廃棄物処理を円滑に行うための体制及び処理方法等について定めるものである。また、災害時におい
ては、生活環境の悪化等により、感染症が発生しやすくなることから、被災者の健康維持に必要な防
疫・保健衛生対策について定めるものである。
節

項

１節

障害物を除去する

１．障害物処理方法を検討する
２．住宅・建築物関係の障害物を除
去する
３．道路障害物を除去する
４．河川・港湾関係の障害物を除去
する

２節

廃棄物を処理する

１．ごみ収集・処理体制を確保する
２．ガレキ等を処理する
３．一般廃棄物を処理する
４．し尿を処理する

３節
４節

環境対策を実施する
防疫・保健衛生対策を実施する

第２

１．防疫活動を実施する
２．保健衛生活動を実施する
３．食品衛生対策を実施する
４．ペットの保護を実施する
５．入浴施設を確保する

担当局、関係機関
災対統制局
災対第一技術局
災対第二技術局
災対給水技術局
西宮建設協会
等関係機関

災対衛生局
災対保健医療局

災害応急対策の流れ
災害発生

災害情報・被害情報の整理

障害物の情報収集・整理

公共施設管理者

障害物処理計画の策定

住宅・建築物関係
の障害物除去
道路、河川・港湾の
障害物除去

ごみ収集・処理体制の確保

応援

県・市町
自衛隊

施設管理者

ガレキ等の処理
一般廃棄物の処理
し尿の処理

防疫活動・保健衛生活動・
食品衛生対策の実施

仮設トイレの設置

薬剤の配布、衛生指導、入浴施設確保
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災害応急対策の内容

障害物を除去する

１．障害物処理方法を検討する
（１）障害物の情報収集・整理
市は、障害物に関して、被災地域全体の状況把握のほか、道路・河川・港湾等の公共施設管理者
との連携を図りながら、速やかに障害物除去を実施するため、必要な情報を収集・整理する。

（２）障害物処理計画の策定
被害状況の情報収集の結果、その被災程度が著しく甚大であり、障害物除去が広範囲かつ大規模
であると判断された場合、市は、県及び関係機関と協議し、障害物処理計画を策定し、効率的に処
理を実施する。

２．住宅・建築物関係の障害物を除去する
（１）土石・木竹等の除去
①

除去対象者

災害により、住宅やその周辺等にて日常生活に著しい障害を及ぼしている土石、木竹等の障害物
を除去する。また、災害救助法の適用時には、同法に則って実施する。
住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。

【除去対象者】
ア．障害物のため、当面の日常生活が営み得ない状態にあるもの
イ．障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれたもの
ウ．自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの
エ．原則として、当該災害により直接被害を受けたもの

②

除去方法

市は、自らの組織、労力、機械器具等を用い、又は災害時応援協定に基づいて西宮建設協会等の
市内建設業者に要請し、速やかに除去を実施する。そして、除去作業は、緊急な応急措置の実施上
やむを得ない場合のほか、周囲の状況を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。特に、
他の所有者の敷地内で作業を行う必要があるときは、可能な限り所有者の同意を得る。（災害対策
基本法第 64 条）

【要請に当たり示すべき事項】
ア．除去を必要とする住家戸数
イ．除去に必要な人員
ウ．除去に必要な期間
エ．除去に必要な機械器具の品目別数量
オ．除去した障害物の集積場所の有無
カ．その他参考となる事項
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④

除去した障害物の集積・保管

除去した障害物については、被害状況に応じて各地域のそれぞれ確保できる集積場所へ運搬する
ものとする。なお、保管が必要な障害物については、それぞれ適当な場所に保管する。

（２）倒壊建物等の除去・処理
震災時の倒壊建物の撤去・処理は、原則自己負担であるが、国庫補助を受けて市の事業として解
体撤去を行う場合には、国の動向を踏まえ、県と国庫補助申請に係る連絡調整を図る。
また、除去に際しては、災害の規模、状況などを勘案し、必要な対策(アスベスト等有害物の飛散
防止等)を検討した上、計画的に実施する。

【参考例】阪神・淡路大震災時
市

民

特別措置(公費負担)の場合

市（倒

壊

家

屋

対

策

部）

倒壊建物の処理の流れ
施

工

業

者

被 災 情 報 デ ー タ ベ ー ス

解体除去等申込み

*1

受付審査

受理
三者契約の場合
契

約

契

市発注の場合
約

*2

発

ガレキ搬入券発行

施

工

日

調

注

契

約

ガレキ搬入券申請

整

施

工

完

了

確

認

完

了

報

告

費

用

支

払

費

用

受

領

*1.受付審査は被災情報データベースの全半壊家屋データに基づく。
*2.契約・発注は市の直接発注による場合と三者契約による場合がある。

３．道路障害物を除去する
（１）被災状況の把握と優先順位の決定
緊急輸送道路ネットワークに定める路線を最優先に考え、障害物除去に関する情報収集・提供を
行う。また、多くの路線で被害が発生した場合は、重要度を考慮し優先順位を決めて実施する。

（２）障害物の除去と集積
道路上のガレキ等障害物の除去、及び道路面に生じた亀裂、陥没等の応急復旧について、道路管
理者と連絡調整のうえ、災害時応援協定に基づいて西宮建設協会等の市内建設業者に要請する。
また、除去により発生する瓦礫の仮置場等について、道路管理者を含めた関係機関との調整を行
う。
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（３）施設管理者への連絡及び警察署との調整
除去作業に当たっては、可能な限り障害物の管理者、若しくは所有者の同意を得るものとする。
なお、緊急を要するため、各道路管理者等に通報するいとまがないときは、当該障害物を知った機
関が、ただちに応急の措置をとったうえ、各道路管理者等に連絡する。
また、警察署長の行う交通規制との調整も図る。

（４）車両等の移動
通行禁止区域等において、通行を確保するために支障となる車両、その他の物件は、警察官に所
有者等に対する移動等措置命令を要請する。所有者不在等により当該措置が取れない場合には、警
察官に自ら当該措置を取るよう要請する。
なお、警察官がその場にいない場合に限り、自衛官及び消防吏員が同措置を代行することができ
る。
（災害対策基本法第 76 条の３第４項）

（５）道路占有施設の応急措置
上水道、電話、電気・ガス等の道路占用施設に障害や危険箇所が発見されたときは、ただちにバ
リケード等による応急措置を講じ、所管の占用者に連絡する。

４．河川・港湾関係の障害物を除去する
河川管理者は河川の流水が阻害されるおそれのある障害物を除去し、その機能を確保する。また、
港湾管理者についても、輸送拠点としての機能を確保するため、優先順位を決めて港湾及び臨港道
路の障害物除去作業を実施する。
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２節

廃棄物を処理する

１．ごみ収集・処理体制を確保する
（１）処理施設等の点検
災害発生後、処理施設の点検を行い、損壊や支障がある場合は、その状況を速やかに災害対策本
部もしくは災対統制局に報告する。
粗大ごみは災害発生後に一時的に、平常時の４倍程度（阪神・淡路大震災時）まで増加すると予
想され、収集車両の大幅な確保が必要となる。このため、通常時の収集車両に加え、許可業者・他
市応援車両等から調達して対応する。

【ごみ処理施設の概要】
施設名
所在地

西部総合処理センター

東部総合処理センター

西宮市西宮浜３丁目８番

西宮市鳴尾浜 2 丁目 1 番 4

敷地面積

40,998.77 ㎡

37,726.78 ㎡

竣工年月

平成９年８月

平成２４年１２月

施設区分

焼却施設

破砕選別施設

525ｔ／24ｈ
処理能力

焼却施設
280ｔ／24ｈ

(175ｔ/24ｈ×3 炉）

(140ｔ/24ｈ×2 炉)

110ｔ／5ｈ

ただし 1 炉は長期休止
中

【ごみの収集・運搬能力

平成 30 年 4 月現在】

車種

市所有台数

パッカー車

委託業者契約台数
31

84

3

38

ダンプ車

10

14

トラック

2

4

46

140

プレスパッカー車

合計（186 台）

（２）ごみ収集・運搬体制の確保
災害発生時は、避難所が開設され、これら避難所に避難する人の生活から搬出されるごみの収集
が生じる。避難所で排出されるごみの収集は、平常時のごみ処理ルートに避難所を組み込んで行う。
収集ルートは平常時のルートを基本とするが、道路の不通等により平常時より収集効率が低下す
ることが考えられるため、対応策を検討する。

（３）広域応援の要請
市のみでの対応が困難なときは、県と各市町及び一部事務組合が協力して災害廃棄物を円滑に処
理するための「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき、応援を求める。
また、被災状況により必要に応じて、知事に自衛隊の応援を要請する。さらに、環境大臣により
廃棄物処理特例地域と指定された場合で、市による災害廃棄物の処理が困難な場合、市長からの要
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請により環境大臣が産業廃棄物の処理代行を行う。
資料３-７

「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」参照

２．ガレキ等を処理する
震災のような大規模災害時でのガレキ処理は、広域的な連携が必要であり、その処理には長期間
を要すことから、被災状況等の情報を収集しガレキ発生量を予測した上で、次の点に留意し処理・
処分実施計画を検討する。

【ガレキ等の処理・処分において留意すべき事項】
・震災時の倒壊建物の撤去・処理は、原則自己負担となる。
・国庫補助を受けて市の事業として解体撤去を行う場合、国の動向を踏まえ、県と国庫補助
申請に係る連絡調整を図る。
・国庫補助を受けて、市の事業として行う解体撤去は、所有者からの申請に基づき、西宮市
が民間業者にその解体撤去と仮置場への運搬を発注する。
・ガレキ処理の効率化、リサイクルの向上のため、木くず・金属類・コンクリートがら・廃
プラスチック類・畳・ガラス陶磁器くず・その他の分別区分を行う。
・ガレキの再利用・再資源化・中間処理あるいは最終処分するまでに一時的に保管する臨時
集積場を確保し、分別を徹底することで、がれきの再利用・再資源化を可能な限り推進し、
最終処分の削減を図る。
・津波堆積物は性状(土砂、ヘドロ、汚染物など)に応じて適切な処理方法を選択する。
・腐敗性廃棄物は東日本大震災では海洋投入処分が行われたが、排出海域や排出方法につい
ては国の告示を基に行われた。災害時は告示等を基に、適切な処理を行う。
・写真、アルバム等思い出の品については定義、持ち主の確認方法、回収方法、保管方法等
を整理する必要がある。

【ガレキ等の集積場所】
ケース

南海トラフ地震

上町断層帯地震

予定場所

公園を中心とした候補地から、仮置場（住民用・一次・二次）を選定する

最大集積量

総発生量の約 1/2 と考えられるので、 総発生量の約 1/2 と考えられるので
27 万㎥とする

積上げ高さ

86 万㎥とする

災害廃棄物対策指針（環境省）により高さは 5m 迄とする
さらに同指針の火災防止対策により、可燃物はひと山 200 ㎡、山間隔 2m とす
る

必要面積

通路や作業スペースを考慮して

通路や作業スペースを考慮して

約 10 万 5 千㎡（10.5ha）とする

約 51 万 1 千㎡（51.1ha）とする

※災害時には予定場所が別用途で使用される可能性があるため、災害対策本部にて調整が必要と
なる。実際に発生したガレキを基に処理方針を決定する。
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３．一般廃棄物を処理する
一般廃棄物の処理は、平常時の収集・処理を基本として市と委託業者が収集を行い、実施するこ
ととするが、災害発生時（特に水害発生時）は、短期間に多量の廃棄物が発生し、腐敗・悪臭防止・
公衆衛生の確保の観点から、迅速な処理が要求されることから、被害状況に応じた処理実施計画の
検討を行うこととする。
一般ごみ及び粗大ごみの収集・処理は、それぞれ次の方法で行う。

【一般ごみの収集・処理方法】
・西部総合処理センター及び東部総合処理センターでの処理を基本とする。
・施設が稼動不能の場合には、その復旧見通しを考慮して、一時保管（施設復旧後に処理）
あるいは、他の市町に処理の応援を要請する。
・災害発生後直後には、一時的にごみの排出量が増大すると予想されるため、仮置場の決定
を行い、搬送先を指示する。
・ごみの分別区分は平常時と同様とする。ただし、資源ごみの回収は、その重要度を考慮し
て、一時的な休止や区分の変更も検討する。道路の不通や渋滞等により、収集効率が低下
する場合は、可燃ごみを優先し、資源ごみは各家庭で一時的に保管し、市の処理方針に応
じて排出するよう、市民に協力を呼びかける。
・事業系のごみは、平常時と同様に許可業者による収集を基本とするが、ごみ量が施設の処
理能力を超える場合、排出の自粛を要請する。
・委託事業者との災害における協定を締結し、予め災害時における収集体制の確保に努める。

【粗大ごみの収集・処理方法】
・西部総合処理センター破砕選別施設での処理を基本とする。
・施設が稼動不能の場合には、その見通しを考慮して、一時保管（施設復旧後に処理）ある
いは、他の市町に処理の応援を要請する。また、粗大ごみの発生量、処理期間などから施
設の処理能力の増強が必要な場合は、臨時の破砕機の導入を検討する。
・災害発生後直後には、一時的にごみの排出量が増大すると予想されるため、仮置場の決定
を行い、搬送先を指示する。
・水害時には、空き地等、臨時ステーションでの集積を基本として、市が収集を行う。
・水害時の畳・布団・敷物などの腐敗臭が発生するものを、優先的に処理する。事業系のご
みで、優先順位の低いものは搬入の制限を要請する。
・家電４品目及びパソコンはリサイクル券の添付が必要であるが、災害補助対象事業の有無
に関連する為、確認後収集体制をとる。
・災害時の粗大ごみの処理費用は、市長裁量による。

４．し尿を処理する
（１）し尿収集・処理体制の確保
西宮市では、下水道普及率が 99％になっており、ライフラインが被災した場合には、し尿を収集
しなければならない便槽が急激に増加することが予想される。このため、想定される避難人口、及
び現行の処理収集能力をもとに、効率的なし尿の収集・処理を行う。
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【し尿投入施設の処理能力】
「甲子園浜浄化センター」
処理能力

１４６，０００㎥／日

処理方式

標準活性汚泥法

【し尿収集車両稼動可能台数】
市直営
台

平成 30 年 4 月 1 日現在

し尿委託業者(1 社)

浄化槽清掃許可業者(５社)

合 計

数

1台

2台

7台

10 台

積載量

1.8kℓ

6.2kℓ

19.3kℓ

27.3kℓ

（２）仮設トイレの設置
市が備蓄している組立トイレ、又は災害時応援協定を締結している企業が手配する仮設トイレの
配置箇所は、下水道使用不可能地域にある次の施設から優先的に設置する。また、臭気など避難所
や周辺世帯への影響を考慮し、収集車の出入りの通路を確保できる場所を選定する。
また、マンホールトイレが利用できる避難所については、衛生面への配慮からそれを活用する。
資料５-１
資料９-１
資料９-２

【仮設トイレを優先的に設置する場所】
・避難所
・その他被災者を収容する施設
・高層集合団地、住宅密集地
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３節

環境対策を実施する

（１）環境モニタリングの測定
市は、有害物質等の測定体制を強化するとともに、環境省及び近隣自治体と災害時における環境
測定の協力体制を構築する。

（２）被災工場・事業場に対する措置
市は、被災地域の有害物質を使用する工場に対して現地調査を実施し、環境関連施設の被災状況
の調査、有害物質の漏出状況及び環境汚染防止措置の実施状況を把握するとともに、環境汚染によ
る二次災害防止のための指導を行う。

（３）応急措置の実施
市は、アスベスト使用建築物の倒壊が確認できた場合は、建築物の所有者又は管理者に連絡し、
原則として、所有者等が飛散防止のための応急措置を実施する。
所有者が特定できない場合は、市が可能な限り飛散防止のための応急措置を講ずる。
【応急措置（例）
】
種類

概要

養生

ビニルシート等によって飛散防止を図る

散水・薬剤散布

水・薬剤等の散布を行い湿潤化・固形化等の措置を行う

立入り禁止

散水・養生等が行えない場合は、最低限、アスベストへのばく露
を防ぐため、ロープ等によって立入り禁止とする

（４）環境情報の広報
市は、工場からの有害物質の漏出による大気、公共用水域、地下水及び土壌の汚染等により、住
民の生命身体に危険が生じるおそれがある場合は、県と連携して、直ちに関係機関に連絡するとと
もに、報道機関の協力等により広報を行い、一般への周知を図る。

（５）注意喚起及び被害防止のための指導
市は、必要に応じて、アスベスト飛散の危険性について住民やボランティア等に対し注意喚起を
行う。また、損壊した建築物の周囲など粉じんの多い場所において、防じんマスクの着用徹底や正
しい着用方法について指導を行う。

（６）建築物の解体撤去工事等に対する措置
市は、被災により損壊した建築物の解体撤去工事において生じる、粉じんやアスベストの飛散を
防止するため、建築物の損壊状況の実態調査を行うとともに、当該建築物等の所有者及び解体工事
事業者に対し、大気汚染防止法に基づき粉じんやアスベストの飛散防止等環境保全対策を実施する
よう指導・助言を行う。
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防疫・保健衛生対策を実施する

１．防疫活動を実施する
被災地の生活環境悪化による、感染症の発生・流行の未然防止に万全を期するとともに、被災者
の心身の健康の維持を図る。

（１）防疫活動
災対保健医療局及び災対衛生局は、速やかに被災状況に応じた動員及び資材確保に関する計画を
定め、迅速に以下の防疫活動を実施する。また、環境衛生協議会等の地区組織の協力を得て地域に
おける衛生状態の情報の把握に努めるとともに、災害規模により市のみで対応ができない場合は、
県や近隣市町の支援を要請する。

【防疫活動内容と対象とする地域】
■防疫活動

①消毒用薬剤等の配布
②浸水を受けた施設の消毒
②広報紙・ホームページ等による感染症発生予防に関する知識の啓発
③感染症予防のための保健衛生指導
④その他環境衛生上の危害の発生防止についての啓発指導

■防疫対象地域

①浸水区域
②感染症患者が多く発生している地域
③避難所
④その他衛生状態が良好でない地域
資料９-２

「防疫・衛生用資機材（トイレ等）一覧」参照

（２）感染症対策
市は、災害防疫実施要綱（昭和４０年５月１０日衛発第３０２号各都道府県知事・各指定都市市
長あて厚生省公衆衛生局長通知）に基づき、被害地区の家屋周辺において感染症が発生し、又は、
発生するおそれがある時は、災対保健医療局及び災対衛生局が連携して以下の対策を実施する。
①

災対保健医療局は、感染症患者が発生した場合は、まん延防止のための必要な措置を講じ、
被災状況や感染症の発生状況に応じて西宮市医師会等にも支援協力を求める。また、入院が必
要な場合は医療機関への連絡調整を行う。

②

災対保健医療局は、有症者及び濃厚接触者の疫学調査、健康調査、検便等の実施を行う。

③

災対衛生局は、感染症患者が発生した場合は、災対保健医療局からの通報に基づき、地域住
民の協力も得て、患者が接触した場所等を消毒し、また必要に応じてねずみ族・昆虫等の駆除
を実施する。

④

災対衛生局は、衛生状態の悪化や汚染地域の拡大により、感染症対策に必要な人員、薬剤及
び器具機材等が不足する場合は、災対保健医療局と連携して、県及び近隣市町に応援要請を行
う。

⑤

災対保健医療局は、防疫上必要と認めるときは、被災地区住民に対し臨時の予防接種を実施
する。
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２．保健衛生活動を実施する
被災地（特に避難所）においては、生活環境の激変により、被災者が心身の健康に不調をきたす
可能性が高いことから、避難所等の適切な衛生状態の維持に努めるとともに、被災者の健康状態を
把握し、被災者が健康な生活を送れるよう支援する。

（１）巡回健康及び精神保健相談・保健指導の実施
巡回健康及び精神保健相談・保健指導により、衛生管理や危険防止を行い、良好な生活環境を確
保し、生活習慣病の悪化・増加の防止、感染症や食中毒、高齢者の生活不活発病等の予防に努める。
このため、災害の状況に応じて、保健師を中心とする巡回保健チームを編成し、在宅療養者等の
家庭訪問や避難所を巡回し、健康相談や保健指導等を行う。あわせて、
「13 章 ６節 1.避難所外避
難者を把握する」により把握できた車中泊避難者等の避難所外避難者に対しても、健康相談や保健
指導等を行う。その際、水分補給や車外に出て体を動かす等のエコノミークラス症候群に対する予
防についても呼びかける。
また、医療救護、防疫対策、栄養指導、精神救護及び福祉対策関係者等は、相互に連絡調整を図
り、高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児等の要配慮者（災害時要援護者）をはじめ、被災者に対し適
切な処遇を行う。
なお、保健師による健康相談の結果等により、外傷性ストレス反応等が疑われる場合は、精神科
医等によるメンタルヘルスケアチームを派遣し、保健・医療活動を行う。

（２）巡回栄養相談等の実施
災対保健医療局は関係部門と連携し、避難所や仮設住宅等において、食事に特別な配慮が必要な
者をはじめ、被災者の栄養状態を把握し、早期に栄養状態を改善するために管理栄養士等による巡
回栄養相談等を実施する。また、給食施設等への巡回栄養管理指導を実施する。
避難生活が長期化する場合には、被災者の健康に配慮した食料供給のため、炊き出し等担当部門
に対し、食事内容等の助言を行う。
さらに、避難生活解消後も被災者の食の自立が困難である場合には、巡回栄養相談を継続すると
ともに、健康教育等を実施し、栄養状態の改善を支援する。

（３）避難所等の衛生指導
避難所、仮設住宅等において次の状況を把握し、被災者へ指導等を行うとともに、生活環境の維
持に努める。
①

食生活の状況（食中毒の予防等への対応）

②

衣類、寝具の清潔の保持

③

身体の清潔の保持

④

室温、換気等の環境の保持

⑤

睡眠、休養の確保

⑥

居室、便所等の清潔の保持

⑦

プライバシーの保護
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３．食品衛生対策を実施する
災対保健医療局は、被災状況及び必要性に応じて、食品衛生指導を行う。
①

臨時給食施設（避難所及びその炊き出し施設）の把握及び衛生指導

②

緊急食品の配給に対する食品衛生確保

③

炊き出し施設の把握と食品衛生指導

④

被災地域の食品関係営業施設及び学校給食施設の衛生指導

⑤

井戸水等の水質の安全確保と滅菌の指導

⑥

西宮市食品衛生協会各支部との連携

⑦

その他食品に起因する危害発生防止の指導

４．ペットの保護を実施する
（１）兵庫県動物救援本部の立ち上げの要否について兵庫県等との協議
大規模災害発生時には、ペットについての一時保護の要請や所有権放棄・放浪・負傷動物など
の出現が多数予想される。これらの対策について、災害の種類や規模に応じて、兵庫県ほか３市
と日本動物愛護協会他３団体との協定内容に基づき、兵庫県動物救援本部の立ち上げの要否につ
いて、兵庫県ほか関係団体と協議・決定する。

（２）被災動物救護活動の実施に向けた支援・調整
兵庫県動物救援本部の立ち上げ及び災害時の動物救護活動の円滑な実施に対する支援並びに調
整を行う。

（３）動物救護活動等の実施
兵庫県動物救援本部との連絡調整を行い、同本部を中心にした動物の救護活動の支援を実施す
るほか、動物救援について必要な情報提供を災対避難局等へ行う。
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【災害時における動物救護活動のイメージ図】
兵庫県動物救援本部

被災動物救護施設として
兵庫県動物愛護センター等の施設を活用
【構成員】
一般社団法人兵庫県獣医師会
公益社団法人神戸市獣医師会
公益社団法人日本動物福祉協会
公益社団法人日本愛玩動物協会

飼養動物への餌配布、負傷・放浪・飼養困難等の動物の一時保管
新たな飼養者探しのための情報提供、譲渡等の動物相談などの実施

平成 24 年 1 月 17 日付「災害時における動物救護活動に関する協定」

行政

（救援本部の立ち上げ、活動への支援調整、協力要請ほか）
兵庫県・神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市

一般財団法人ペット災害対策推進協会

（初期段階での経費及び物資の提供）

公益財団法人日本動物愛護協会

公益社団法人日本動物福祉協会

公益社団法人日本愛玩動物協会

公益社団法人日本獣医師会

５．入浴施設を確保する
大規模災害時において、自宅の被災又はライフラインの長期停止により、入浴できない被災者に
対し、入浴サービスを提供し、被災者の衛生状態の維持と心身の疲労回復を図る。
そのため、被災を免れた入浴施設関係団体へ施設の提供を要請するとともに、県に対し支援を要
請する。

（１）公衆浴場の再開支援
業務再開可能な公衆浴場等に対し、給水等の支援を行い、入浴環境を確保する。

（２）市内入浴施設及び近隣市入浴施設への協力要請
被災を免れた市内の入浴施設管理者へ施設の提供を要請する。また市内入浴施設では被災者の需
要をまかないきれない場合を考慮し、入浴施設を有する近隣の市へ協力要請をする。

（３）県に対する自衛隊への支援要請
野営用入浴施設を所有する自衛隊に対して協力要請を行うよう県に依頼する。
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（４）旅館組合等への協力要請
入浴施設の提供等の調整について、公衆浴場組合、旅館組合等事業者団体に対して協力を要請す
る。

（５）入浴施設の広報
入浴施設が施設提供の要請に応じた場合には、被災者に対し随時広報媒体を通じ広報する。

（６）要配慮者（災害時要援護者）に対する配慮
要配慮者（災害時要援護者）が入浴機会を得るためには、入浴施設までの移動やその他人的・物
的支援が必要となることから、以下の点に配慮する。
①

入浴施設までの交通手段の確保

②

要介護者等の利用可能な入浴施設や移動入浴車等の確保

③

入浴施設情報の広報
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22 章 文教対策の実施
第１

災害応急対策の目的と構成

●幼児・児童・生徒の安全を確保するため、災害発生時における安全対策や応急対策について定めると
ともに、学校教育の早期再開に向けて必要な事項について定めるものである。また、災害によって市
内の文化財等がその文化的価値を失うことがないよう、所有者及び管理責任者と協力して応急措置
を実施する方法について定めるものである。
節 項
１節 学校教育を早期に再開す １．学校園の安全を確保する
２．応急対策を実施する
る
３．学校施設の復旧を行う
４．応急教育を実施する
５．震災・学校支援チーム(EARTH)に支援
を要請する
６．学校給食を実施する
７．幼児・児童・生徒の健康を保持する
８．学用品を調達、支給する
２節 社会教育関係施設等の応急対策を実施する
３節 文化事業等を早期に再開する
４節 文化財を保護する

第２

担当局、関係機関

災対避難局
教育委員会関係機関

災害応急対策の流れ
災害発生
校長・園長

在園・在校時に
発生した場合

文化財の
報告

幼児・児童・生徒、教職員の安否確
認

被害発生
教育委員会

連絡
連携

所有者・管理

施設の応急対策

保護者
報告

休校日･夜間等に
発生した場合

被害状況の把

校長・園長

調査
施設被災状況の把握
施設の応急対策
校外の幼児・児童・生徒、教職員の安否確認

連携

教育委員会

応急措置の実

人的･物的被害の発生
帰宅経路等
の

校長・園長
調査
被害状況の把握

災対避難
局
教育委員
会
震災・学
校

報告
派遣要請

臨時休校

幼児･児童・生徒
の下校
報告

災対避難局
災対こども支援局

避難所開設・運営への協力
学校としての機能維持への配慮

避難所として
開設する場合
学校施設の応急復旧

支援

災対避難局
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第３

１節

災害応急対策の内容

学校教育を早期に再開する

１．学校園の安全を確保する
（１）幼児・児童・生徒が在園・在校時に災害が発生した場合
校長・園長は、幼児・児童・生徒及び教職員の安全対策（安全な場所への避難誘導、安否確認等）
を迅速かつ的確に行い、幼児・児童・生徒の安否、被災状況（幼児・児童・生徒、教職員、施設・
設備）等を把握し速やかに使用可能な通信手段により教育委員会に報告する。
また、初期対応が終了した後、施設の被害拡大を防止するための応急対策、保護者との連絡、教
育委員会との連携等の対応を行う。

（２）休校日及び夜間等、幼児・児童・生徒の不在時に災害が発生した場合
施設の被害状況の迅速な把握と、被害拡大防止のための応急措置をとり、校外の幼児・児童・生
徒及び教職員の安否確認、教育委員会との連携等の対応を行う。

２．応急対策を実施する
人的、物的な被害が発生した場合においては、被災状況の把握に努めるとともに、関係機関と連
携を図り、以下の応急対策を講ずる。

（１）下校措置
校長・園長は、帰宅経路等の安全確認のうえ、幼児・児童・生徒を速やかに下校させる。幼稚園
児・小学生・中学生・特別支援学校（学級）の児童・生徒については、あらかじめ保護者へ連絡の
うえ、教職員等による引率又は保護者への直接引き渡しにより安全を確保する。ただし、保護者へ
の連絡が出来ない場合、帰宅しても保護者がいない場合又は地域の被災状況、道路の損壊等により
下校させることが著しく危険であると判断した場合には、幼児・児童・生徒を下校させず学校で保
護する。

（２）臨時休校
被災状況に応じ、校長・園長は災対避難局・災対こども支援局へそれぞれ連絡の上、臨時休校等
適切な措置をとる。この場合、口頭、電話その他の確実な方法で保護者及び幼児・児童・生徒に連
絡する。

（３）避難所開設への協力
校長は、避難所の開設・運営に協力する。校舎が避難所として使用されることになったときには、
本来の機能を早期に回復させるため、学校としての機能と避難所としての機能の境界を明確にし、
相互に学業や避難生活を妨げないように配慮する。

（４）二次被害の防止
土砂崩れ等が発生した施設内の箇所については立ち入りを禁止する等の措置をとり、二次災害の
防止に努める。
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３．学校施設の復旧を行う
（１）学校施設の被害状況の把握
校長・園長は、被害を受けたときは施設及び敷地の被害状況を遅滞なく教育委員会に報告する。
また、災対避難局は、被害を受けた学校を速やかに調査し、被害状況の把握に努める。

（２）学校施設の応急復旧
災対避難局は、被害状況を把握した後、建物の安全性について、応急教育の実施が可能か否かの
検討を行う。
そして、災害による被害が軽易な場合、学校施設の復旧はその施設の長に委任する。また、授業
又は施設利用に支障がある場合は、仮間仕切り、仮設便所等を建設する。なお、被害が甚大で応急
修理では使用できないときは、一時的に施設を閉鎖し完全復旧が完了するまで管理監督すると共に、
応急仮設校舎を建設する。
そのほか、できる限り多数の教室を確保するため次の方策をとる。
ア．近隣校等との協議、調整により教室を確保する。
イ．学校施設以外の教育施設及び公共建築物のほか協力の得られる民間施設を教室に利用する。

４．応急教育を実施する
（１）応急教育の実施検討
応急教育の実施に際しては、次の項目について点検し、総合的に判断を行う。

【応急教育の実施にあたり点検する内容】
①

教職員の確保の可否

②

学用品の調達の可否

③

施設等の安全性確保の可否

④

危険建築物や危険区域への立入禁止措置の必要性

⑤

応急復旧方法と復旧に要する期間

⑥

仮設校舎の建設とそれに要する期間

⑦

避難所開設よる教育活動への影響

⑧

衛生管理の可否と児童・生徒の健康教育（特にこころのケア）方法

⑨

給食の可否

⑩

教育可能人数

【応急教育の区分】
ア．臨時休校

イ．短縮授業

ウ．合併授業

オ．分散授業

カ．複式授業

キ．上記の併用授業
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（２）教育実施者の確保
災対避難局は、教員の被災や避難所の運営業務等により通常の授業が実施できない場合、次の方
法により教員の確保のための応急措置を実施する。

【教員確保の方法】
ア．各学校で、教員の出勤状況により一時的な教員組織を編成する。
イ．高等学校、幼稚園については、助教諭、臨時講師を任用する。
ウ．小中学校については、次の措置をとる。
・交通事情等により勤務校に出勤できない教員は、出勤可能な市立学校へ赴き指導する。
・県教育委員会と協議し、助教諭、臨時講師を任用する。
・県教育委員会と協議し、出張指導による補充措置を実施する。

５．震災・学校支援チーム(EARTH)に支援を要請する
県内の教諭、養護教諭、事務職員、栄養職員とカウンセラーで構成され、教育復興を支援する、
防災についての専門的知識と実践的対応能力を備えた「震災・学校支援チーム」の派遣を、県教育
委員会に要請する。

【震災・学校支援チーム(EARTH)

災害時活動内容】

①

学校教育応急対策と教育活動の早期再開

②

児童・生徒のこころのケアについて

③

学校における避難所運営について

※避難所運営班、こころのケア班、学校教育班、学校給食班の４班編成

６．学校給食を実施する
災対避難局は、給食施設・設備、給食関係職員、納入業者等の被害状況を把握し、学校再開にあ
わせて速やかに学校給食が実施できるよう努める。また、完全給食の再開にあたっては、施設・設
備の清掃消毒及び衛生検査並びに給食関係職員の健康診断を実施し、衛生管理について万全を期す
とともに、再開可能校から逐次実施する。ただし、被災状況等により完全給食の実施が困難な場合
は、簡易給食を実施する。
なお、次のような場合、児童・生徒に対する学校給食は一時中止する。

【学校給食を中止するケース】
ア．避難所となった学校において、食糧供給計画上の非常緊急措置として、学校給食施設で
炊き出しを実施する場合。
イ．感染症その他危険の発生が予測される場合。
ウ．災害により給食物資が入手困難な場合。
エ．給食施設が被災し給食の実施が不可能となった場合。
オ．その他給食の実施が適当でないと認められる場合。
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７．幼児・児童・生徒の健康を保持する
校長・園長は、被災した幼児・児童・生徒に対しては、その被災状況に応じて保健指導、カウン
セリング等を実施し、幼児・児童・生徒の健康の保持、こころのケア等に努める。
また、教育委員会は、校長・園長、学校医と連携を密にし、必要に応じ次の事項について、関係
機関の協力を得て、学校の保健、衛生管理に努める。
①

幼児・児童・生徒の健康観察を強化し、健康診断を行う。

②

防疫上必要と思われる場合は、保健所の指導により臨時の予防接種を行う。

③

飲料水の水質検査を実施する。

④

校舎消毒用薬品の確保を図る。

⑤

し尿及び汚物の処理を行う。

８．学用品を調達、支給する
（１）学用品の支給
災害救助法が適用された場合、災害により住家が被害を受け、学用品を喪失又は損傷し、就学上
支障のある児童・生徒に対して、災害救助法施行細則に定めるところにより、教育委員会が学校を
通じて学用品を支給する。

【支給手続き】
項目
支給対象者
対象者の把握

内容
災害により住家が全壊、全焼、半壊、半焼、流失及び床上浸水等の
被害を受け、就学に支障を生じている小学校児童及び中学校生徒
（特別支援学校の小学部児童及び中学部生徒を含む。
）とする。
教育委員会は、校長の協力を得て、救助対象者の確実な学年別人員
数等必要な事項を把握する。

学用品の調達

教育委員会は、校長の報告に基づき、必要な学用品を調達する。

学用品の支給

学用品は、学校を通じて支給対象者に支給する。

学用品の範囲

学用品の範囲は、教科書、教材、文房具及び通学用品とする。

費用の限度
支給期間

教科書及び教材は実費とし、文房具及び通学用品は県の定める額
を限度とする。
教科書及び教材は災害発生の日から１カ月以内に、文房具及び通
学用品は災害発生の日から 15 日以内に支給を完了する。

（２）授業料の免除等
被災状況に応じ、関係規定に基づき市立幼稚園の保育料等を減免する。
被災により修学困難になった場合、関係規定に基づき奨学金を給付又は貸し付ける。
被災により所得が一定額以下になった場合、義務教育諸学校の児童・生徒に就学奨励金を支給す
る。
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２節

社会教育関係施設等の応急対策を実施する

（１）利用者の安全確保
施設管理者等は、災害によって被害のおそれのあるときは、避難誘導措置をとり、利用者の安全
の確保に努める。

（２）避難誘導
施設利用者については不特定多数である場合が多く、混乱が予想されるため、施設の管理者は速
やかに適切な指示と避難誘導を行う。

（３）被害状況等の情報収集・伝達
施設の管理者は、速やかに被害状況等を把握し、災対避難局に報告する。

（４）避難所等への利用
施設が避難所や食糧等の集積場所となった場合は、施設の管理者は災害対策本部及びその他関係
機関と緊密に連絡調整を図り、施設使用について適切な対応措置をとる。

３節

文化事業等を早期に再開する
被災者に対しては、物質的な支援だけでなく、精神的な支援を実施するため、芸術・文化事業を

はじめスポーツ事業についても可能な限り早期再開に努める。

４節

文化財を保護する

（１）被害の把握
文化財の所有者及び管理責任者は、被災後速やかに巡回を行って被害状況を把握し、その内容を
災対避難局に連絡するとともに、自らが必要な応急措置を講じる。
また、文化財が被害を受けたときは、災対避難局は被害調査を実施し、文化庁及び県教育委員会
の指導のもとに所有者と応急措置等について協議を行う。

（２）被害の拡大防止
二次的な被害の拡大防止のため、概ね次の対策を講ずる。

火災予防

倒壊防止
盗難対策
風雨対策

発災後早急に文化財の巡回を行い、初期消火活動、迅速な通報、必要な搬
出、出火危険・延焼危険箇所の発見、飛び火の監視、防災設備の損壊状況
の調査等を実施するため、必要な自衛消防体制を構築するよう指導する。
半壊状態で倒壊の危険がある文化財について、建造物は支柱設置等の応
急補強対策を講じ、美術工芸品等搬出可能なものは安全な場所に収納す
るよう指導する。
監視体制の強化、保管場所の施錠、防犯装置の設置等の措置を講じる。
ビニールシート等による応急対策を講じる必要があり、ビニールシート、
ロープ、ガムテープ等の保管及び調達に留意する。
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（３）関係機関への情報連絡
県及び市の文化財保護に携わる部署及び関連団体との情報連絡を密にして、応急対策が有効かつ
適切に行われるよう留意する。
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23 章 被災建築物及び宅地の危険度判定
第1

災害応急対策の目的と構成

●大規模な地震により被災した建築物・宅地の連続地震や余震等における二次災害を防止し、住民の安
全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定及び被災宅地の危険度判定を迅速に実施するため
の体制及び実施方法等について定めるものである。
節 項
第１節 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
を実施する
本部を設置する
２．被災建築物応急危険度判定を実
施する
３．兵庫県被災建築物応急危険度判
定協議会と連携を図る
第２節 被災宅地の危険度判定を実施 １．危険度判定実施本部を設置する
する
２．被災宅地危険度判定を実施する
３．兵庫県宅地防災推進協議会と連
携を図る

第２

担当局、関係機関

兵庫県
災対第一技術局

災害応急対策の流れ

災害発生

多くの建築物が
被災した場合

被災建築物応急危険度判定
実施本部の設置

災害対策本部
連携

多くの宅地が大規模かつ
広範囲に被災した場合

被災建築物応急危険度判定
の実施

兵庫県被災建築物応急
危険度判定協議会

危険度判定
実施本部の設置

災害対策本部
連携

被災宅地危険度判定
の実施
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第３

１節

災害応急対策の内容

被災建築物の応急危険度判定を実施する

１．被災建築物応急危険度判定実施本部を設置する
市は、地震等により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等か
ら生ずる二次災害を防止し住民の安全確保を図るため、「兵庫県被災建築物応急危険度判定要綱」
に定めるところにより、市災害対策本部の下に「被災建築物応急危険度判定実施本部」を設置し、
県災害対策本部に設置される「被災建築物応急危険度判定支援本部」の支援を受け、判定業務を実
施する。
応急危険度判定支援要請時の市、県、国等の関係は概ね下図のようになる。
支援

国、都道府県
支援要請（被災が大規模な場合）
支援

近畿 2 府 7 県
支援要請（被災が大規模な場合）

支援要請

兵庫県
参集連絡

支援本部
（建築指導課）
支援要請

被災地以外の

判定士

支援

県内市町

(資機材提供、職員応援)

西宮市
実施本部

支援

（建築指導課）

２．被災建築物応急危険度判定を実施する
（１）被災建築物応急危険度判定実施本部の業務
被災建築物応急危険度判定実施本部は、
「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」に基づき、
次の業務に当たる。

【被災建築物応急危険度判定実施本部の業務】
・地震発生時の情報収集
・判定実施要否の決定
・実施本部、判定拠点の設置
・県への支援要請
・判定士の受入れ
・判定の実施
・判定結果の集計、報告
・実施本部、判定拠点の解散等
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（２）応急危険度判定士の業務
応急危険度判定士は、「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」に基づき、主として目視等
によって建築物及び建築物の部分等の沈下、傾斜、破壊等を調査する。
建築物の被害程度に応じて、
「危険」、
「要注意」
、
「調査済」の３区分に判定し、判定結果は、建築
物の所有者の注意を喚起できる場所に表示する。被災者へ周知を行う際は、この危険度判定は人命
の安全を確保するため緊急に危険度を判定する作業であり、り災証明のためのものではないことを
正確に伝える必要がある。
また、判定実施期間は原則として災害発生後、１０日間以内とする。

【被災建築物判定結果の表示方法】
区
危

分

表示方法

険

赤紙を貼る

要注意

黄紙を貼る

調査済

緑紙を貼る

３．兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会と連携を図る
「兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会」と連携し、地震等による被災建築物の危険度判定の
迅速な実施を推進する。
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２節

被災宅地の危険度判定を実施する

１．危険度判定実施本部を設置する
市は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地による二次災害防止のため危険度判
定業務の実施を決定したときは、「兵庫県被災宅地危険度判定実施要綱」に定めるところにより、
市災害対策本部の下に「危険度判定実施本部」を設置し、県災害対策本部に設置される「危険度判
定支援本部」の支援を受け、判定業務を実施する。
危険度判定支援要請時の市、県、国等の関係は概ね下図のようになる。

全国協議会

国土交通省

調整の要請

危険度判定制度所管課

応諾

調整・要請

調整・要請

都市再生機構

県協議会
西

他の都道府県
災害対策本部

危険度判定制度

危険度判定制度

所管課

所管課

依頼

応諾

宅地判定士

依頼

要 請
支 援

応諾

支援本部
(建築指導

依頼

宮

市

災害対策本部
要請
支援

実施本部
(開発審査課)

応諾

宅地判定士

宅地判定士

２．被災宅地危険度判定を実施する
（１）危険度判定実施本部の業務
危険度判定実施本部は、
「被災宅地危険度判定実施マニュアル」に基づき、次の業務に当たる。

【危険度判定実施本部の業務】
・宅地に係る被害情報の収集
・判定実施計画の作成
・県への被災宅地危険度判定士の派遣要請
・被災宅地危険度判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成
・判定結果の調整及び集計並びに市災害対策本部長への報告
・判定結果に対する住民等からの相談への対応
・その他必要となる業務
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（２）被災宅地危険度判定士の業務
被災宅地危険度判定士は、
「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、調査対象施設で
ある擁壁、宅盤、切土、盛土、のり面及び自然斜面、配水施設、その他において被災宅地ごとに調
査表に記入して危険度判定を行う。宅地の被害程度に応じて、
「危険宅地」、
「要注意宅地」
、
「調査済
宅地」の３区分に判定し、判定結果は、当該宅地の見易い場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカ
ーを表示する。
また、判定実施期間は原則として災害発生後、１０日間以内とする。

【被災宅地判定結果の表示方法】
区

分

表示方法

危険宅地

赤のステッカーを表示する

要注意宅地

黄のステッカーを表示する

調査済宅地

青のステッカーを表示する

３．兵庫県宅地防災推進協議会と連携を図る
「兵庫県宅地防災推進協議会」と連携し、被災後の宅地危険度判定の迅速な実施及び災害予防も
含む総合的な宅地防災対策を推進する。
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【参考：応急危険度判定と住家被害認定の関係】
大地震による住家被害が発生した場合、応急危険度判定（被災建築物・被災宅地）の他に、住家
の被害認定の調査が実施される。
これらの調査は、それぞれ異なる目的を有しているものであり、各々の目的に合わせた調査方法
や実施体制の整備等が図られていることから、各調査の判定結果の取り扱いや、調査の実施時期等
が異なることに留意が必要となる。
また、被災住民や一般行政職員にとっては、これらの調査は、それぞれが他の調査との混同を生
じやすいものであり、調査の時期が重なった場合に混乱が生じることも予想されるため、それぞれ
の調査目的と判定の意味を理解したうえで、十分な周知及び広報を行うことが重要となる。
①

応急危険度判定（被災建築物・被災宅地）
人命に関わる二次災害の防止を目的とした応急危険度判定については、被災後概ね１週間か

ら１０日後までの完了を目途として、被災直後から実施されることとなる。
②

住家の被害認定
り災証明書の発行を目的とした住家の被害認定については、財産的価値の被害を証明するも

ので、被災規模等の把握や、調査体制、り災証明書の発行時期等を踏まえて調査方針を決定し
た後、応急危険度判定の終了時期と前後して調査が実施されていくこととなる。
＜大地震発生後の各種調査の実施の流れ＞
大地震による住家被害の発生
住家の被害認定
（1 次判定・2 次判定）
【市】

被災建築物応急危険度判定

被災宅地応急危険度判定

【市・応急危険度判定協議会】

【市・宅地防災推進協議会】

調査済

要注意

危険

り災証明の発行
【市】

調査済

要注意

危険

宅地

宅地

宅地

各種支援策 適用
【国・県・市】
再調査の申請

住家の被害認定
（3 次判定）
【市】

住家の被害認定
実施目的

住家に係るり災証明書の
発行

実施主体

市

判定調査員
判定内容

り災証明の発行
【市】

判定結果
判定結果の
表示

主に行政職員（り災証明
書発行は行政職員のみ）
住家の損害割合（経済的
被害の割合）の算出
全壊・大規模半壊等
り災証明書に判定結果
を
記載

各種支援策 適用
【国・県・市】
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たステッカーを貼付
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24 章 被災者の生活再建支援
第１

災害応急対策の目的と構成

●災害発生時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的な困難や破綻、肉体的・精神的傷
病等が生じることを踏まえ、被災した人々が、一日でも早く生活を再建し、従前の生活に戻れるよう、
市及び防災関係機関等が実施する支援措置の内容、及び被災者支援システムを活用して支援措置を
実施する際の手続等について定めるものである。

１節

２節
３節

４節

５節

６節

７節
８節

節 項
住家被害認定を実施する
１．被害家屋調査体制を確立する
２．家屋被害認定士の応援を要請する
３．住家被害認定を実施する
４．再調査を実施する
り災に関する証明書を交付 １．り災に関する証明書を交付する
する
２．り災に関する証明書の周知を図る
被災者の住宅を確保する
１．応急仮設住宅を提供する
２．公営住宅等を提供する
３．応急借上げ住宅（みなし仮設住宅）を
提供する
４．被災住宅を応急修理する
５．要配慮者（災害時要援護者）に配慮す
る
６．各制度を広報する
災害救助法を適用する
１．災害救助法を適用する
２．滅失世帯を算定する
３．災害救助法による救助を実施する
各種支援金を給付する
１．義援金を受付け配分する
２．災害弔慰金等を給付する
３．被災者生活再建支援金
４．災害援護金を給付する
貸付・融資その他資金等に １．災害援護資金の貸付を行う
よる支援を行う
２．生活福祉資金の貸付を行う
３．
「フェニックス共済」
（兵庫県住宅再建
共済制度）を活用する
４．住宅金融支援機構資金（災害復興住宅
融資）を活用する
５．中小企業への融資を要請する
租税等の徴収猶予及び減免を行う
職業斡旋等の支援を行う

3-241

担当局、関係機関

災対統制局
災対政策局
災対総務局
災対財務局
災対福祉局
災対こども支援局
災対第一技術局
災対第二技術局
災対会計局
災対物資局
兵庫県
各関係機関

３編 災害応急対策計画
24 章 被災者の生活再建支援

第２

災害応急対策の流れ

災害発生

市職員

被害家屋調査体制の確立

災害対策本部

近隣市町村・民間団体

協力

家屋被害認定士

県

応援
住家被害認定の実施

被災者に不服が
ある場合など

被害認定調査・り災に関する証明・各種支援制度 等
相談窓口・広報誌等による周知・申請受付

再調査の実施

(
県知事

り災台帳の作成

被災者支援システム

応急仮設住宅
の提供

公営住宅の提供

り災に関する証明書の交付

被災住宅
の応急修理

各種支援金の給付

義援金
災害弔慰金
災害見舞金
被災者生活再建支援金
災害援護金・死亡見舞
金

)
貸付・融資その他
資金等による支援

災害援護資金
生活福祉資金
フェニックス共済活用
住宅金融支援機構資金活用
中小企業への融資要請

租税等の
徴収猶予・減免
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災害応急対策の内容

住家被害認定を実施する

１．被害家屋調査体制を確立する
災害に係る住家の被害認定（以下「被害認定」という。
）とは、被災した住家の被害程度（全壊、
大規模半壊、半壊等）を認定することをいい、市が実施する。
なお、市の職員だけでは人的に対応できない場合は、近隣市町村及び民間団体への協力を要請す
る。

２．家屋被害認定士の応援を要請する
市の職員だけでは被害家屋調査を対応しきれない場合、県と連絡調整を行い、「兵庫県家屋被害
認定士制度」に基づく家屋被害認定士（※）等の応援を要請する。

【家屋被害認定士】
「兵庫県家屋被害認定士制度」は、被災市町の災害対応業務の軽減等を図る目的で整備さ
れた制度であり、家屋被害認定士は、この制度に基づき、即戦力として迅速かつ公平・均一
な被害調査を行うことを認証された県市町の職員あるいは建築・不動産関係者である。
家屋被害認定士は、災害時において市町長より調査員として命ぜられる。

３．住家被害認定を実施する
住家被害認定は、
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて実施する。
住家の被害は、
「地震等による被害」、
「浸水による被害」、さらにはこの２つが混合した「混合被
害」の３種類に区分される。
住家の被害区分としては、
「全壊」、
「大規模半壊」
、
「半壊」等の区分があり、
「全壊」、
「半壊」の
基準は、
「災害の被害認定基準について（平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号）
」、また「大規模半
壊」の基準は、
「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について（平成 19 年 12 月 14
日府政防第 880 号）」において定義されている。

【住家の被害認定基準】
全壊
①損壊基準判定
住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の
延べ面積に占める損壊割合
②損害基準判定
住家の主要な構成要素の経済的被害の住家
に占める損害割合

半壊
大規模半壊

その他

70％以上

50％以上
70％未満

20％以上
50％未満

50％以上

40％以上
50％未満

20％以上
40％未満

※被害認定は「災害の被害認定基準」等に基づき、市町村等が実施し、上表の①又は②のいずれかによ
って判定を行う。
※「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」は、②の損害基準判定（経済的被害）で判定する場合の
調査方法を示したものである。
※災害に係る住家の被害認定の関連資料は、下記ホームページに掲載している。
URL http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html
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４．再調査を実施する
被災者は、住家の被害認定結果に不服がある場合、及び物理的に調査ができなかった家屋につい
て、災害発生から一定期間内（災害の規模により設定）であれば、再調査を申し出ることができる。
申出のあった家屋に対しては迅速に再調査を実施し、必要に応じり災証明書の再発行を行う。

※被災者に対するり災証明書は、被害認定に基づき発行される。り災証明書は被災者に対する義援金の支給、
災害救助法による応急修理、被災者生活再建支援法による支援金支給などの各種支援策と密接に関連して
いるため、被災者の関心も必然的に高くなることが想定される。
このため、調査方法や調査時期、証明書の発行方法や発行時期などを早期に市民に周知する必要がある。
周知方法等については、
「第３編 災害応急対策計画

４章 災害情報の広報・公聴

1 節 市民への広報を行

う」による。

住家被害認定の流れ(標準フロー図)
災害に係る住家被害の発生
地震等による被害

第１次判定

浸水による被害

外観目視調査

第１次判定

一見して住家全部が倒壊

外観目視調査
浸水が床上まで達している

調査終了

全壊

再調査の申請
第２次判定

外観目視調査

第２次判定 外観目視調査及び内部立入調査

傾斜と部位の判定により損害割合を算出
50%以上

全壊

40%以上

20%以上

50%未満

50%未満

大規模半壊

傾斜と部位の判定により損害割合を算出
50%以上

半壊

全壊

40%以上

20%以上

50%未満

50%未満

大規模半壊

半壊

再調査の申請
第３次判定 外観目視調査及び内部立入調査

混合被害

傾斜と部位の判定により損害割合を算出
40%以上
20%以上
50%以上
50%未満

全壊

大規模半壊

浸水による被害に加え、水流等により外力
による被害が同時に発生している場合に
は、地震等による被害調査も平行して行
い、当該部位の損害割合をより大きい方と
することができる。

50%未満

半壊
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り災に関する証明書を交付する

１．り災に関する証明書を交付する
り災に関する証明書は、各種の被災者支援制度（災害救助法や被災者生活再建支援法による各種
施策、市税・保険料の減免等）の適用や個人加入の保険金（見舞金）の給付等を受けるに当たって
必要とされる人身、家屋及び財産の被害状況について、市が交付する証明書である。
市長は、申請のあった被災者に対して、り災に関する証明書を交付する。ただし、火災によるり
災証明は、各消防署長が行う。
なお、り災に関する証明書は、次のとおりとする。

【り災に関する証明書】
災害により被災した住家等について、その被害の程度を証明するも
り災証明書

の。災害対策基本法第 90 条の２に基づき交付する。
（ただし、証明は調査職員の現場確認等、確実な証拠によって立証で
きるものに限る。
）
確実な証拠によって立証できない家屋及び家財等の被害状況、ある

り災届出証明書

いは、り災証明に至らない軽微な被害状況について、届出があったこ
とを証明するもの。地方自治法第２条に定める自治事務として交付
する。

（１）り災証明書の交付
り災証明書の交付は次のとおり行う。

①

り災台帳の作成

固定資産課税台帳をもとに、前節に掲げる住家被害認定を実施し、り災証明書の交付に必要な被
害情報を収集し、り災台帳を作成する。

②

り災証明書の交付

り災台帳に基づき、申請のあった被災者に対して、り災証明書を原則として 1 世帯あたり 1 枚
交付する。ただし、複数必要とする場合は、その必要枚数を交付するものとする。
なお、り災証明書における建物の被害状況については、前節に掲げる「住家の被害認定基準」に
該当し、調査職員の現場確認等、確実な証拠によって立証できるものに限って証明する。

③

被災者支援システムの活用

災害の規模等に応じて、西宮市の災害業務支援システムである「被災者支援システム」により被
災者支援情報データベースを構築して証明書を交付する。
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（２）り災届出証明書の交付
り災届出証明書の交付は次のとおり行う。

①

り災届出証明書の交付

申請のあった被災者に対して、り災届出証明書を交付する。
なお、り災届出証明書は、確実な証拠によって立証できない建物及び家財等の被害状況、あるい
は、り災証明に至らない軽微な被害状況について、届出があったことを証明するものであり、り災
を申し出た市民が、個人加入の保険金（見舞金）等の給付を受けることが出来るように配慮し、り
災証明書に代わるものとして交付する。よって、り災届出証明書は、各種の被災者支援制度（災害
救助法や被災者生活再建支援法による各種施策、市税・保険料の減免等）の適用を受ける証明とは
ならない。
資料 14-３
資料 14-４
資料 14-５
資料 14-６

「り災に関する証明書交付申請書」参照
「り災証明書」参照
「り災（住家等）証明書」参照
「り災状況調査票」参照

２．り災に関する証明書の周知を図る
り災に関する証明書の交付手続を円滑に行うため、相談窓口を設置するとともに、広報紙等によ
り周知を図る。
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被害発生からり災に関する証明書交付までの流れ(標準フロー)
災害発
②人的被害

①建物被害

③家財等
の被害

被害情報の把握

調査方針の検討
（調査区域、人員の手配）

住民への広報

市民等

現地調査等
警察

死亡届、

消防局

診断書等

医療機関

広報課等
市民窓口

死亡者、

（市民局）

負傷者の
情報等

住家被害認定調査の実施 税務部

被害情報の集約

総務局危機管理室

被災者支援システムの立ち
建物被害に

上げ

人的被害に

ついては

（住民台帳、固定資産課税台帳）

ついては

情報システム課

被災者支援システムへの情報入力

税務部

被災者支援システムへの情報入力

税務部

総務局危機管理室

※あるいは応援

※あるいは応援

証明書の申請受付・交付

証明書の申請受付・交付

税務部

総務局危機管理室

※あるいは応援
交付

交付

申請
市民等

住家被害認定の
結果に不服のあ
る場合、
再調査の申請
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証明書の種類と交付方法

何を証明するか

人的被害

西宮市在住

現場確認等による

or それ以外

確実な立証

現場確認等による
確実な立証
困難

それ以外

可能

困難

西宮市在住

居住地の 役所へ

西宮市在住

家財等の被害

建物被害

or それ以外
それ以外

住家 or 事業所等
住家

事業所等

り災証明書
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被災者の住宅を確保する

１．応急仮設住宅を提供する
（１）応急仮設住宅の建設
①

設置主体

応急仮設住宅の設置は、災害救助法の適用された場合に、県知事が行い、市長はこれに協力する。

②

設営地の選定

出来るだけ集団的に建築できる公共用地を優先し、応急仮設住宅の需要、ライフライン等の被害、
飲料水の確保、保健衛生、交通の便、教育等を考慮して候補地その他適当な土地より設営地を選定
する。
資料８-21

③

「仮設住宅建設候補地一覧」参照

応急仮設住宅の着工期間

着工期間は、大災害等により迅速な処理が困難である場合を除き、災害発生の日から 20 日以内
とし、必要に応じて建設業組合等に応援を求める等、迅速な措置を図る。

④

応急仮設住宅の規模・形式

一戸あたりの規模は災害救助法の定める基準とし、構造は軽量鉄骨造等の組立住宅を基準とする
が、必要に応じて入居予定者の家族構成、人数を勘案の上応急仮設住宅の規模、構造を定める。

（２）応急仮設住宅への入居対象者
応急仮設住宅への入居者は、住宅が全焼、全壊又は流出し居住する住家がなく、かつ自らの資力
では住宅を得ることができない者で、特に必要があると認められる者を対象とする。

（３）応急仮設住宅の維持管理
市長は、県知事が設置する応急仮設住宅の維持管理に協力する。また、災害救助法適用による応
急仮設住宅の供与できる期間は、完成の日から２ 年以内とする。

（４）住宅の斡旋
応急仮設住宅の管理者は、入居者の実態を把握して一般住宅への転居をすすめるとともに、次の
施策の積極的な活用を図る。
・公営住宅法及び独立行政法人都市再生機構法による住宅の設置又は入居
・各種貸付制度等による住宅資金のあっせん
・社会福祉施設等への入所

（５）仮設住宅入居者のコミュニティ形成及び自立支援
応急仮設住宅の建設戸数が概ね 50 戸以上となる場合には、人とのふれあいによる心身ケアとコ
ミュニティ形成を通じた自立支援の場として、震災時にも設置された「ふれあいセンター」を各建
設地に立ち上げ、西宮市社会福祉協議会、民生委員・児童委員はじめ地域団体、仮設住宅入居者等
により協働して管理運営を行い、仮設住宅入居者の自立支援を促すよう検討実施する。
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２．公営住宅等を提供する
公営住宅･公的住宅等の管理者に対し、被災者用応急住宅としての一時使用を要請し、速やかに
提供可能住宅戸数を把握する。また、市の提供可能住宅戸数だけでは必要戸数に満たない場合には、
県に援助を要請する。この際、住宅の提供が必要な世帯数及びその世帯の世帯主名、家族構成、人
数、男女別、年齢を明示して要請する。

３．応急借上げ住宅（みなし仮設住宅）を提供する
被災者用応急住宅として、公営住宅・公的住宅等が不足する場合には、被災状況や地域の実情等、
必要に応じて、民間賃貸住宅を借上げ提供する。

４．被災住宅を応急修理する
①

応急修理の対象者

次のいずれにも該当する者であること
・住家が半焼又は半壊し、又は半流失しそのままでは当面の日常生活を営むことのできない者
・自らの資力では応急修理ができない者

②

修理方法

県のあっせんする建設業者により、県知事が行い、市長はこれに協力する。

③

修理の範囲

居室、炊事場、便所等生活上欠くことのできない部分のみを対象とし、基準修理額の範囲内で実
施する。

④

修理の期間

災害救助法適用による応急修理は、原則として発災の日から 1 か月以内に完了しなければならな
い。

５．要配慮者（災害時要援護者）に配慮する
高齢者・障害者向け応急仮設住宅の設置に努め、仮設住宅への収容や公営住宅の入居に際しては
要配慮者（災害時要援護者）世帯を優先して入居させる。

６．各制度を広報する
臨時市政ニュース、広報紙、西宮市ホームページ等を通じ、わかりやすい広報を行う。
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災害救助法を適用する

１．災害救助法を適用する
（１）災害救助法の適用基準
災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項第１号～第４号の規定による。西宮市
における具体的適用は次のいずれか１つに該当する場合である。

【災害救助法の適用基準】
指標となる被害項目

滅失世帯数

該当条項

(1)市内の住家が滅失した世帯の数

市 150 世帯以上

第１項第１号

(2)県内の住家が滅失した世帯の数、かつ

県 2,500 世帯以上かつ市 75 世帯

第１項第２号

市内の住家が滅失した世帯の数
(3)県内の住家が滅失した世帯の数、かつ
市内の住家が滅失した世帯の数

以上
県 12,000 世帯以上かつ市 75 世

第１項第３号前段

帯に達しないが、市の被害状況が
特に救助を必要とする状態にあ
ると認められたとき

(4)災害が隔絶した地域で発生したもの

市の被害状況が特に救助を必要

※２

である等被災者の救護が著しく困難で

とする状態にあると認められた

第１項第３号後段

ある場合

とき

(5)多数の者が生命又は、身体に危害を受

※１

け、又は受けるおそれが生じた場合

※３
第１項第４号

※１ 県知事が厚生労働大臣と事前協議を行う必要がある。
※２ 上記(4) に係る事例
・ 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのため特殊の技術
を必要とするものであること
・ 被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立等のため生活必需品等の補給が極めて困難な場
合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とするものであること。
※３ 上記(5) に係る事例
住家被害の程度に係わらず、多数の者の生命、身体に被害を及ぼす災害が社会的混乱をもたらし、その結
果、人心の安定及び社会秩序維持のために迅速な救助を必要とする場合に相当する。
・ 交通事故あるいは船舶の沈没により多数の者が死傷した場合
・ 火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合
・ 群集の雑踏により多数の者が死傷した場合
・ 山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ多数の者が死傷した場合
・ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合

（２）被害状況の判断基準
西宮市における被害程度の判断は、別に示す被害状況判定基準によって行うものとする。

（３）被害報告及び適用要請
市長は、災害が前記に示した災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みが
あるときは、直ちにその旨を県に報告するとともに、被災者が現に救助を必要とする状態にある場
合は、併せて法の適用を申請する。
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【県知事への主な報告事項】
・
・
・
・
・

災害発生の日時及び場所
災害の原因及び被害の概況
被害状況調べ
既にとった救助措置及びとろうとする措置
その他必要事項

（４）災害救助法が適用されない場合の措置
市長は、災害救助法が適用されない災害に際して、住家が全半壊、全半焼、流出又は床上浸水の
被害を受けた者へ、西宮市災害見舞金等支給条例に基づき、必要な救助を行う。

２．滅失世帯を算定する
（１）滅失世帯の算定基準
住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）
」した世帯を基準とする。半壊等
については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により次のとおり、みなし換算を行う。なお、
床下浸水及び一部破損は、換算しない。

【滅失世帯の算定方法】
滅失世帯数＝（全壊・全焼・流出）＋（半壊・半焼×1/2）＋（床上浸水等×1/3）
住家被害状況
滅失住家

１世帯

算定根拠

全壊（全焼・流失）

１世帯

半壊（半焼）

２世帯

床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能の状態

３世帯

（２）住家被害程度の認定基準
住家の被害程度の認定を行ううえで、おおよその基準は次のとおりとする。（内閣府政策統括官
通知「災害の被害認定基準」による）
資料２-９
資料２-10
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【被害の認定基準】
被害の区分

認定の基準
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、
流出、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使

住家全壊
（全焼・全流出）

用することが困難なもので、具体的には次のいずれかのもの。
1

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の
70％以上に達した程度のもの

2

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ
の住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの

住家がその居住のための基本機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損失が甚
だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には次のいずれか

住家半壊
（半焼）

のもの。
1
2

損壊部分がその住家の床面積の 20％以上 70％未満のもの
住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ
の住家の損害割合が 20％以上 50％未満のもの

床上浸水

住家の床より上に浸水したもの及び全壊･半壊には該当しないが、土砂・竹木等の堆

積により一時的に居住することができない状態となったもの。
※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし耐火構造のアパート等で居住の用に供
している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等は、それぞれ「１住家」
として取扱う。
※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。

（３）住家及び世帯の単位
①

世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。
学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊する者で、共同生活を営
んでいる者については、原則としてその寄宿舎全体を１世帯とする。

②

住家

現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。
炊事場、便所、離れ座敷等生活に必要な建物が分離している場合は合わせて１住家とする。
アパート、マンション等居住の用に供している部分が独立している場合は、それぞれをもって１
住家とする。
学校、病院等の施設の一部に住み込みで居住している者がある場合は、住家とする。
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３．災害救助法による救助を実施する
（１）救助の実施者
災害救助法による救助は県知事が行い、市長はこれを補助する。
ただし、災害救助法第 13 条第 1 項の規定により、必要により通知される救助については、市長
がこれを行う。

【救助の種類】
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

避難所の供与
応急仮設住宅の供与
炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
医療及び助産
災害にかかった者の救出
住宅の応急修理
生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
学用品の給与
埋葬
死体の捜索及び処理
災害によって住居又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（障害物の除去）

（２）災害救助の実施方法等
救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準等の救助の内容や実施方法は、災害救助法施行
令に基づく内閣府告示（第 228 号）及び災害救助に関する手続きを定める規則(昭和 38 年兵庫県規
則第 58 号)による。
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各種支援金を給付する

１．義援金を受付け配分する
義援金の受付に当たっては、市のほか日本赤十字社、共同募金会及び県等が主な窓口となる。配
分に当たっては、義援金配分委員会を設置し、支給対象者の範囲や配分金額等を決定する。

（１）義援金の受付
災害対策本部は、被害の程度に配慮し、積極的な義援金の受付を行うか否かを判断する。
義援金の受付は、金融機関に預金口座を開設して行うこととし、受付先の口座番号等を県に報告
するとともに、報道機関等を通じて広報する。

（２）義援金配分委員会の設置と交付内容等の検討
義援金を募集、配分するための義援金配分委員会を設置する。
義援金配分委員会では、被害程度や受付額を考慮し、支給対象者の範囲、配分額を設定する。
避難所や被災地に居住する市民に対し、義援金の配分項目、配分要領等について広報する。

（３）義援金申請書類の受付・交付
本庁に窓口を設置し、被災者の提出する申請書類について、義援金配分委員会の定めた交付対象
基準に適合していることを確認し、義援金を交付する。なお、必要に応じて、各支所及び避難所へ
の窓口設置を検討する。
受付・交付に当たっては身分証明書の提示を原則とする。
配分者の情報をデータベース化し、支給者を正確に記録することにより重複支給を避ける。

２．災害弔慰金等を給付する
市は、「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害によって死亡した者の遺
族に対して災害弔慰金を支給する。
また、市は、市内で発生した災害による被害を受けた者又はその遺族に対し、上記条例による支
給を受けられない場合は、
「西宮市災害見舞金等支給条例」に基づき、見舞金等を支給する。
資料１-３
資料１-４

「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例」参照
「西宮市災害見舞金等支給条例」参照

３．被災者生活再建支援金
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で、経済的理由等によって生活を再建する
ことが困難な者に対し、被災者生活再建支援法（平成 10 年 5 月 22 日法律第 66 号）に基づく生活
再建支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援する。

４．災害援護金を給付する
県の「災害援護金等の支給に関する規則」に基づき支給される災害援護金について、被災住民に
対し広報する。
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６節

貸付・融資その他資金等による支援を行う

１．災害援護資金の貸付を行う
市は、災害救助法の適用があった場合において、災害により家財等に被害を受けた世帯に対する
生活再建資金として、「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、災害援護資金の貸付
を行う。
資料１-３

「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例」参照

２．生活福祉資金の貸付を行う
生活福祉更生資金貸付制度要綱に基づき兵庫県社会福祉協議会が貸付を行う。
ただし、災害援護資金と住宅資金を合わせて貸付けする場合は、最高限度額の制限等がある。

３．「フェニックス共済」（兵庫県住宅再建共済制度）を活用する
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、兵庫県が兵庫県住宅再建共済制度条例（平成 17 年兵庫県
条例第 41 号）に基づき創設された本共済を積極的に活用し、住宅再建支援のための給付を行う。
その特長として、以下のとおり。
・住宅の規模・構造や老朽度に関係なく、定額の負担で定額の給付。
・異常な自然現象により生じる、あらゆる自然災害を対象。
（例）暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、
地震、津波、噴火 等
・財産の損失補てんの考え方にもとづく損害保険制度（地震保険など）と異なり、被災後の住宅
の再建を支援する仕組み。
（地震保険等との併用可。ただし、本共済は地震保険料控除の対象に
はならない。）

４．住宅金融支援機構資金（災害復興住宅融資）を活用する
住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の対象となる災害の場合、県と協力の上借入手続の指導、
融資希望者の家屋の被害状況調査及び被害率の認定を早期に実施するとともに、当該融資が円滑に
実施される、制度の内容について周知を図る。

５．中小企業への融資を要請する
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の災害復旧貸付等の適用について、関係機関に要請する。
金融機関及び信用保証協会に対し、貸付手続の迅速化、条件の緩和等への配慮を要請する。
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租税等の徴収猶予及び減免を行う
被災した納税義務者又は特別徴収義務者（以下「納税義務者等」という）若しくは被保険者等に

対し、地方税法又は市条例によって、期限の延長、徴収猶予及び減免等の緩和措置を、それぞれの
実態に応じ適時適切に講ずる。

１．租税の減免等の種類
種

類

内

容

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出
①納税期限の延長

又は市税を納付もしくは納入することができないと認めると
きは、当該期限の延長を行う。
災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に
納付し、又は納入することができないと認められるときは、そ

②徴収猶予

の者の申請に基づき、１年以内において徴収を猶予する。なお、
やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内
の延長を行う。
（地方税法第 15 条）

③滞納処分の執行の停止等

災害によって滞納者が無財産となる等の被害を受けた場合は、
滞納処分の執行の停止、換価の猶予等適切な措置を講じる。
被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等につい

④減免

て減免を行う。

２．税等の徴収猶予の内容
税

目

徴収猶予の内容
災害によって財産に損害を受けた納付義務者が保険料を一時

①国民健康保険料

に納付することができないと認められるときは、その者の申請
に基づき、その納付することができないと認められる金額を限
度として、6 ケ月以内において徴収を猶予する。
被災した被保険者が、保険料を一時に納付することができない

②介護保険料

と認められる場合は、その者の申請により、その納付すること
ができないと認められる金額を限度として６か月以内の期間
を限って徴収を猶予する。
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３．税等の減免の内容
税

目

①個人市民税

②固定資産税・都市計画税

③国民健康保険料

④介護保険料

減免の内容
被災した納税義務者本人又は住宅、家財の被災の程度に応じて
納期未到来分にかかる税額につき減免を行う。
被災した固定資産（土地、家屋、償却資産）の被災の程度に応
じて納期未到来分にかかる税額につき減免を行う。
災害によって資産の 3 割以上の損失を受けた世帯について、事
由が生じた日の属する年度の保険料の減免を行う。
被災した被保険者に対し、住宅等の被災の程度に応じて、事由
が生じた日の属する月分以降６か月分の保険料を減免する。
被災した要介護被保険者等に対し、住宅等の被災の程度に応じ

⑤介護利用料

て、減免申請のあった日の属する月分以降６か月分の利用料を
減免する。

⑥保育・幼稚園保育料・
市立高等学校授業料

災害によって損失を受けた場合は、その損失の程度に応じて減
免する。
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職業斡旋等の支援を行う
災害により離職を余儀なくされた者の再就職促進、雇用保険の失業給付に関する特例措置及び被

災事業主に対する特別措置等の実施について、必要に応じて県及び兵庫労働局に対し要請を行う。
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