名 張 市 地 域 防 災 計 画
目
第１章

総

次

則 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 1

第１節 計画の方針（共通）･･･････････････････････････････････････････････････････ 1
（危機管理室）
第２節 防災関係機関の責務と業務の大綱（共通）･･･････････････････････････････････ 3
（関係各部・関係各機関）
第３節 市民の責務と事業所の役割（共通）････････････････････････････････････････ 11
（関係各部・関係各機関）
第４節 名張市の特質（共通）････････････････････････････････････････････････････ 13
（危機管理室）
第５節 過去の災害（共通）･･････････････････････････････････････････････････････ 15
（危機管理室）
第６節 地震の被害想定（震災）･･････････････････････････････････････････････････ 17
（危機管理室）
第７節 震災に関する調査研究の推進（震災）･･････････････････････････････････････ 29
（危機管理室）

第２章

災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 30

第１節 防災思想・防災知識の普及計画（共通）････････････････････････････････････ 30
（危機管理室・消防本部・教育委員会）
第２節 防災訓練実施計画（共通）････････････････････････････････････････････････ 34
（関係各部・関係各機関）
第３節 自主防災組織・消防団の育成・強化計画（共通）････････････････････････････ 36
（危機管理室・消防本部）
第４節 ボランティア活動支援計画（共通）････････････････････････････････････････ 39
（福祉子ども部）
第５節 事業所の防災活動の促進計画（共通）･･････････････････････････････････････ 40
（危機管理室）
第６節 備蓄資材・機材等の点検整備計画（共通）･･････････････････････････････････ 42
（危機管理室・地域環境部・産業部・都市整備部・上下水道部・消防本部）
第７節 市災害対策本部整備計画（共通）･･････････････････････････････････････････ 44
（危機管理室・出納室・産業部・都市整備部・上下水道部・消防本部）
第８節 受援体制整備計画（共通）････････････････････････････････････････････････ 45
（危機管理室・消防本部）
第９節 情報収集・連絡計画（共通）･･････････････････････････････････････････････ 46
目次-1

（危機管理室・関係各部）
第10節 気象業務整備計画（風水害等）････････････････････････････････････････････ 48
（危機管理室・産業部・都市整備部・消防本部）
第11節 通信及び放送施設災害予防計画（共通）････････････････････････････････････ 49
（危機管理室・総務部・消防本部）
第12節 避難対策計画（共通）････････････････････････････････････････････････････ 51
（危機管理室・地域環境部・福祉子ども部・教育委員会・都市整備部・消防本部）
第13節 医療・救護計画（共通）･･････････････････････････････････････････････････ 55
（福祉子ども部・消防本部・市立病院）
第14節 緊急輸送計画（共通）････････････････････････････････････････････････････ 57
（危機管理室・産業部・都市整備部）
第15節 公共施設・ライフライン施設災害予防計画（共通）･･････････････････････････ 58
（地域環境部・産業部・都市整備部・上下水道部）
第16節 防災営農計画（風水害等）････････････････････････････････････････････････ 60
（産業部）
第17節 地盤災害防止計画（共通）････････････････････････････････････････････････ 61
（産業部・都市整備部・危機管理室）
第18節 森林保全計画（風水害等）････････････････････････････････････････････････ 64
（産業部）
第19節 治水計画（風水害等）････････････････････････････････････････････････････ 65
（都市整備部・危機管理室）
第20節 文教対策計画（幼稚園児を含む）（共通）･･････････････････････････････････ 67
（福祉子ども部・教育委員会）
第21節 火災予防計画（共通）････････････････････････････････････････････････････ 69
（消防本部・関係各部）
第22節 林野火災予防計画（共通）････････････････････････････････････････････････ 71
（産業部・消防本部）
第23節 危険物施設等災害予防計画（共通）････････････････････････････････････････ 72
（消防本部）
第24節 公害対策計画（共通）････････････････････････････････････････････････････ 75
（地域環境部）
第25節 低湿地対策計画（風水害等）･･････････････････････････････････････････････ 76
（都市整備部・産業部）
第26節 都市型水害予防計画（風水害等）･･････････････････････････････････････････ 77
（地域環境部・福祉子ども部・都市整備部・上下水道部・消防本部）
第27節 建築物等災害予防計画（震災）････････････････････････････････････････････ 79
（都市整備部・関係各部）

第３章

災害応急対策計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 81
目次-2

第１節 活動体制（共通）････････････････････････････････････････････････････････ 81
（危機管理室・関係各部）
第２節 災害対策要員の確保（共通）･･････････････････････････････････････････････ 91
（危機管理室・総務部）
第３節 災害派遣要請（共通）････････････････････････････････････････････････････ 95
（危機管理室）
第４節 ボランティアの受入体制（共通）･･････････････････････････････････････････101
（福祉子ども部）
第５節 気象予報、警報等及び地震情報等の伝達活動（共通）････････････････････････104
（危機管理室・産業部・都市整備部・消防本部）
第６節 被害情報収集・連絡活動（共通）･･････････････････････････････････････････110
（危機管理室・関係各部）
第７節 通信運用計画（共通）･･･････････････････････････････････････････････････ 121
（危機管理室・総務部・消防本部）
第８節 避難対策活動（共通）･･･････････････････････････････････････････････････ 124
（危機管理室・地域環境部・福祉子ども部・都市整備部・教育委員会・消防本部
・上下水道部）
第９節 消防救急活動（共通）･･･････････････････････････････････････････････････ 134
（危機管理室・福祉子ども部・市立病院・消防本部）
第 10 節 救助活動（共通）･･････････････････････････････････････････････････････ 137
（危機管理室・福祉子ども部・消防本部）
第 11 節 医療・救護活動（共通）････････････････････････････････････････････････ 140
（危機管理室・福祉子ども部・消防本部・市立病院）
第 12 節 局地的災害応急対策（風水害等）････････････････････････････････････････ 146
（地域環境部・上下水道部・消防本部）
第 13 節 災害警備活動（共通）･･････････････････････････････････････････････････ 149
（危機管理室・秘書広報室・総合企画政策室・地域活力創生室）
第 14 節 交通応急対策（共通）･･････････････････････････････････････････････････ 150
（危機管理室・総務部・都市整備部・消防本部）
第 15 節 障害物除去活動（共通）････････････････････････････････････････････････ 157
（地域環境部・産業部・都市整備部）
第 16 節 流木の防止（風水害等）････････････････････････････････････････････････ 159
（産業部・都市整備部）
第 17 節 緊急輸送活動（共通）･･････････････････････････････････････････････････ 160
（危機管理室・総務部・都市整備部・消防本部）
第 18 節 県防災ヘリコプター活用計画（共通）････････････････････････････････････ 164
（危機管理室・消防本部）
第 19 節 危険物施設等応急対策（共通）･･････････････････････････････････････････ 167
目次-3

（危機管理室・地域環境部・消防本部・上下水道部）
第 20 節 公共施設・ライフライン施設等応急対策（共通）･･････････････････････････ 170
（都市整備部・上下水道部・関係各部）
第 21 節 航空機事故、列車事故等、突発的災害に係る応急対策（共通）･･････････････ 171
（関係各部）
第 22 節 農林施設等災害応急対策（共通）････････････････････････････････････････ 172
（産業部）
第 23 節 市民への広報活動（共通）･･････････････････････････････････････････････ 174
（危機管理室・秘書広報室・総合企画政策室・地域活力創生室・市民部
・福祉子ども部・消防本部）
第 24 節 給水活動（共通）･･････････････････････････････････････････････････････ 177
（危機管理室・総務部・地域環境部・上下水道部）
第 25 節 食料供給活動（共通）･･････････････････････････････････････････････････ 180
（危機管理室・産業部・教育委員会）
第 26 節 生活必需品等供給活動（共通）･･････････････････････････････････････････ 182
（総務部・福祉子ども部・産業部）
第 27 節 防疫・保健衛生活動（共通）････････････････････････････････････････････ 184
（地域環境部・福祉子ども部）
第 28 節 清掃活動（共通）･･････････････････････････････････････････････････････ 188
（危機管理室・地域環境部・産業部・上下水道部）
第 29 節 遺体の捜索・処理・埋火葬（共通）･･････････････････････････････････････ 190
（地域環境部・福祉子ども部・消防本部）
第 30 節 文教対策（幼保園児を含む）
（共通）･････････････････････････････････････ 193
（福祉子ども部・教育委員会）
第 31 節 住宅応急対策（共通）･･････････････････････････････････････････････････ 197
（福祉子ども部・都市整備部）
第 32 節 災害救助法の適用（共通）･･････････････････････････････････････････････ 201
（福祉子ども部）
第 33 節 災害義援金・義援物資の受入（共通）････････････････････････････････････ 206
（福祉子ども部）
第 34 節 県内市町等応援・受援体制の整備（共通）････････････････････････････････ 208
（危機管理室・総務部）
第 35 節 避難時における避難行動要支援者対策（共通）････････････････････････････ 210
（危機管理室・福祉子ども部・地域環境部）
第 36 節 局地的大雨・竜巻・雪害の対策（風水害）････････････････････････････････ 214
（危機管理室・産業部・都市整備部）

第４章

災害復旧計画 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 216
目次-4

第１節 公共施設災害復旧事業計画（共通）･･･････････････････････････････････････ 216
（福祉子ども部・産業部・都市整備部・上下水道部・教育委員会・市立病院）
第２節 財政金融計画（共通）･･･････････････････････････････････････････････････ 219
（総務部）
第３節 中小企業振興対策（共通）･･･････････････････････････････････････････････ 222
（産業部）
第４節 農林業経営の安定策（共通）･････････････････････････････････････････････ 223
（産業部）
第５節 被災者の生活確保（共通）･･･････････････････････････････････････････････ 224
（市民部・福祉子ども部・産業部・都市整備部）
第６節 激甚災害の指定（共通）･････････････････････････････････････････････････ 229
（危機管理室・関係各部）
第７節 被災者生活再建支援制度（共通）･････････････････････････････････････････ 233
（総務部・福祉子ども部・都市整備部）

第５章

東海地震防災応急対策 （南海トラフ地震に関連する情報（臨時））･･････････ 235
第１節 南海トラフ地震に関連する情報（臨時）に伴う当面の対応（震災）･････････････ 235
（危機管理室）
第２節 東海地震に関する防災応急対策（震災）･･･････････････････････････････････ 239
（危機管理室・関係各部）
第３節 配備体制計画（震災）･･･････････････････････････････････････････････････ 244
（危機管理室・関係各部）
第４節 情報伝達計画（震災）･･･････････････････････････････････････････････････ 246
（危機管理室・関係各部）
第５節 避難対策計画（震災）･･･････････････････････････････････････････････････ 249
（危機管理室・総務部・地域環境部・福祉子ども部・教育委員会・消防本部）
第６節 緊急輸送計画（震災）･･･････････････････････････････････････････････････ 252
（危機管理室・総務部・都市整備部・消防本部）
第７節 自衛隊との連携計画（震災）･････････････････････････････････････････････ 254
（危機管理室）
第８節 消防活動に関する計画（震災）･･･････････････････････････････････････････ 255
（消防本部）
第９節 社会秩序維持計画（震災）･･･････････････････････････････････････････････ 256
（危機管理室・産業部）
第10節 ライフライン施設応急対策計画（震災）･･･････････････････････････････････ 258
（地域環境部・産業部・都市整備部・上下水道部）
第11節 交通対策計画（震災）･･･････････････････････････････････････････････････ 259
（危機管理室・総務部・産業部・都市整備部・消防本部）
目次-5

第12節 食料、生活必需品確保計画（震災）･･･････････････････････････････････････ 262
（危機管理室・産業部・上下水道部）
第13節 医療・救護計画（震災）･････････････････････････････････････････････････ 263
（地域環境部・福祉子ども部・消防本部・市立病院）
第14節 公共施設等対策計画（震災）･････････････････････････････････････････････ 264
（関係各部）
第15節 市民のとるべき措置（震災）･････････････････････････････････････････････ 266
（関係各部）
【凡例】
目次及び各節の見出しの後のカッコ（ ）内の記載は、下記を意味するものとする。
「共通」･･･････風水害等の災害及び地震災害に関する節
「風水害等」･･･風水害等に関する節
「震災」･･･････地震災害に関する節

目次-6

