大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
当部分

現

行

改 正 後

第２章
第１節
１

１ 市民の意識の高揚
１－１ 自主防災思想の普及、徹底
（略）

第２章
第２節
２

１－２ 防災知識の普及啓発推進
１－２ 防災知識の普及啓発推進
市（総合政策部）及び消防本部は、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、
市（総合政策部）及び消防本部は、市民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、
自らの問題として受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられる
自らの問題として受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられる
よう、
防災知識の普及啓発を推進する。
よう、民間団体とも連携しながら防災知識の普及啓発を推進する。
また、家庭等で普段からできる防災対策について、市民（特に若い世代）へ
また、家庭等で普段からできる防災対策について、市民（特に若い世代）へ
継続的に周知していくとともに、避難勧告等の意味やその発令があった時にと
継続的に周知していくとともに、警戒レベルとそれに応じて市民がとるべき行
るべき避難行動について周知を図る。
動と、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、災害発生情報（以
さらに、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、緊急避難場
下、避難指示等とする）等の市民に行動を促す情報等との意味について周知を
所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所
図る。
への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が
さらに、避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、緊急避難場
判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行う
所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所
べきことについて、市は、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。
への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が
（１）
・（２） （略）
判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行う
べきことについて、市は、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。
（１）
・（２） （略）
２ 個人・企業等における対策
２ 個人・企業等における対策
２－１ 市民個人の対策
２－１ 市民個人の対策
市民は、一人ひとりが自らの身の安全は自ら守る「自助」の精神に基づき、
市民は、一人ひとりが自らの身の安全は自ら守る「自助」の精神に基づき、
自ら各種手段を講じるとともに、自発的な防災活動に参加する等平常時から災
自ら各種手段を講じるとともに、自発的な防災活動に参加する等平常時から災
害に対する備えを進める。
害に対する備えを進める。
市（総合政策部）及び消防本部は、本章第１節第１のとおり、市民に対する
市（総合政策部）及び消防本部は、本章第１節第１のとおり、市民に対する
防災意識の高揚を図る。
防災意識の高揚を図る。
○市民が行う主な災害対策
○市民が行う主な災害対策
（１）防災に関する知識の取得
（１）防災に関する知識の取得
・
（略）
・
（略）
・ハザードマップ等による近隣の
土砂災害警戒区域等の
・ハザードマップ等による近隣の洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の
把握
把握
・災害時にとるべき生命（いのち）
・身体（み）を守るための行動（避難勧告
・災害時にとるべき生命（いのち）
・身体（み）を守るための行動（避難指示
等発表時の行動、避難方法、避難場所での行動等）等
等発令時の行動、避難方法、避難場所での行動等）等
（２）～（７） （略）
（２）～（７） （略）
３ 自主防災組織の整備
３ 自主防災組織の整備
３－１ 自主防災組織の役割
３－１ 自主防災組織の役割
（略）
（略）

第２章
第２節
３

１ 市民の意識の高揚
１－１ 自主防災思想の普及、徹底
（略）

３－２ 自主防災組織の対策

３－２ 自主防災組織の対策
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大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
（１）危険箇所等の把握
（１）危険箇所等の把握
地域内の危険物集積地域、延焼拡大危険地域、
土砂災
地域内の危険物集積地域、延焼拡大危険地域、洪水浸水想定区域、土砂災
害危険箇所、ブロック塀の安全度等の把握と改善に努めるとともに、避難経
害警戒区域等、ブロック塀の安全度等の把握と改善に努めるとともに、避難
路、避難場所、消火栓や貯水槽・防火水槽等の消防水利の所在及び状態を点
経路、避難場所、消火栓や貯水槽・防火水槽等の消防水利の所在及び状態を
検・確認し、危険箇所や避難場所への経路等を記載した防災・避難マップを
点検・確認し、危険箇所や避難場所への経路等を記載した防災・避難マップ
作成するなど、平常時から地域全体で危険箇所等の把握や情報共有に努める。
を作成するなど、平常時から地域全体で危険箇所等の把握や情報共有に努め
る。
（２）～（５） （略）
（２）～（５）（略）

第２章
第２節
４

第２章
第２節
６

第２章
第２節
８

３－３（略）
４ 消防団（水防団）の活性化の推進
消防団（水防団）は、災害時においては水防、救助・救護、避難誘導等を実
施するとともに、平常時においては地域に密着したきめ細かい予防活動、啓発
活動等を実施するなど、地域防災の核として大きな役割を果たしている。
このため、市（総合政策部）は、次の事業を実施し、消防団（水防団）の育
成・強化と装備の充実を図るとともに、団員の加入促進等を行い、地域の防災
力の向上、地域住民の安全確保を図る。
また、消防団は、定例の活動の外、防災訓練や会合等を通して自主防災組織
やボランティア団体等との連携を図る。
・
団活性化総合計画の策定
・
団活動に必要な各種資材の整備・充実
・
団員に対する各種教育訓練の実施
・地域住民に対する
団活動や加入促進の広報 等
６ 災害関係ボランティアの環境整備
市（保健福祉部）及び市社会福祉協議会は、災害時におけるボランティアの
果たす役割の重要性を認識し、災害時に備えたボランティアネットワークの形
成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進する。
６－１ (略)

３－３（略）
４ 消防団
の活性化の推進
消防団
は、災害時においては水防、救助・救護、避難誘導等を実
施するとともに、平常時においては地域に密着したきめ細かい予防活動、啓発
活動等を実施するなど、地域防災の核として大きな役割を果たしている。
このため、市（総合政策部）は、次の事業を実施し、消防団
の育
成・強化と装備の充実を図るとともに、団員の加入促進等を行い、地域の防災
力の向上、地域住民の安全確保を図る。
また、消防団は、定例の活動の外、防災訓練や会合等を通して自主防災組織
やボランティア団体等との連携を図る。
・消防団活性化総合計画の策定
・消防団活動に必要な各種資材の整備・充実
・消防団員に対する各種教育訓練の実施
・地域住民に対する消防団活動や加入促進の広報 等
６ 災害関係ボランティアの環境整備
市（保健福祉部）及び市社会福祉協議会は、災害時におけるボランティアの
果たす役割の重要性を認識し、災害時に備えたボランティアネットワークの形
成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進する。
６－１ (略)

６－２ 行政とボランティア団体 との連携
市（保健福祉部）は、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよ
う、平常時から
市社会福祉協議会、ボランティア団
体、災害時に各種支援活動を行うＮＰＯ法人等民間組織との連携を図り、ボラ
ンティア活動に必要な体制を整備する。
８ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進
市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者が、当該地
区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備
蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等
自発的な防災活動の
推進に努めるため、必要に応じて、当該地区内における自発的な防災活動に関
する計画
を作成し、これを地区防災計画の素案として大田原
市防災会議に提案することができる。
市（総合政策部）は、大田原市防災会議において、

６－２ 行政とボランティア団体等との連携
市（保健福祉部）は、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよ
う、平常時から日本赤十字社栃木県支部、市社会福祉協議会、ボランティア団
体等との連携を図る。
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８ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進
市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地
区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備
蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等地区の特性に応じた自発的な防災活動の
推進に努め
、必要に応じて、当該地区内における自発的な防災活動に関
する計画（地区防災計画）を作成し、これを
大田原
市防災会議に提案することができる。
地区防災計画について、市（総合政策部）
（大田原市防災会議）は、提案され

大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章

第２章
第３節
７
第２章
第４節
１

第２章
第４節
２

提案された計画の趣旨を踏まえた上で、大田原市地域防災計画に当該計画を位
置付けるものとする。
７ 土砂災害・全国防災訓練
市(総合政策部)は、土砂災害警戒情報を活用した避難勧告等による住民及び
要配慮者利用施設の避難訓練を実施し、警戒避難体制の強化と住民の防災意識
の高揚を図る。
１ 地域における安全性の確保
（略）
１－１ （略）
１－２ 避難行動要支援者名簿の整備
（１）
（略）
（２）避難行動要支援者名簿の作成
市（保健福祉部）は、避難行動要支援者の範囲について次の要件を設定し、要件
に該当する者について、氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他
の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実施に必要と認め
る事項を名簿に掲載する。
ア～エ （略）
オ ６５歳以上の高齢者のみの世帯
カ その他市長が認める者
（３）
・（４）
（略）

た計画の趣旨を踏まえ
、大田原市地域防災計画に当該計画を位置付ける
ものとする。
７ 土砂災害・全国防災訓練
市(総合政策部)は、土砂災害警戒情報を活用した避難指示等による市民等及
び要配慮者利用施設の避難訓練を実施し、警戒避難体制の強化と市民等の防災意
識の高揚を図る。
１ 地域における安全性の確保
（略）
１－１ （略）
１－２ 避難行動要支援者名簿の整備
（１）
（略）
（２）避難行動要支援者名簿の作成
市（保健福祉部）は、避難行動要支援者の範囲について次の要件を設定し、要件
に該当する者について、氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他
の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実施に必要と認め
る事項を名簿に掲載する。
ア～エ （略）
オ ７５歳以上の高齢者のみの世帯
カ その他市長が認める者
（３）
・（４）
（略）

１－３ （略）
２ 社会福祉施設等における安全性の確保
２－１・２
（略）

１－３ （略）
２ 社会福祉施設等における安全性の確保
２－１・２
（略）

２－３ 非常災害に関する計画の作成
市（保健福祉部）は、社会福祉施設の管理責任者に対し、非常災害の発生時
における利用者の安全の確保のための対策を具体的に定めた計画（以下「非常
災害対策計画」という。）の作成を指導する
。
社会福祉施設の管理責任者は、非常災害対策計画に基づき、非常災害発生時
における関係機関への通報及び連絡、利用者の円滑な避難の確保等のための体
制を整備し、定期的に、当該計画及び体制を従業者及び利用者に周知するとと
もに、当該計画に基づいて避難訓練を実施するものとする。

２－３ 非常災害に関する計画の作成
市（保健福祉部）は、社会福祉施設の管理責任者に対し、非常災害の発生時
における利用者の安全の確保のための対策を具体的に定めた計画（以下「非常
災害対策計画」という。
）の作成を指導するとともに、施設が避難訓練等を通じ
て実効性のある計画となるよう適宜検証を行っているかを確認する。
社会福祉施設の管理責任者は、非常災害対策計画に基づき、非常災害発生時
における関係機関への通報及び連絡、利用者の円滑な避難の確保等のための体
制を整備し、定期的に、当該計画及び体制を従業者及び利用者に周知するとと
もに、当該計画に基づいて避難訓練を実施するものとする。

２－４～６
（略）

２－４～６
（略）

２－７ 洪水浸水想定区域 や土砂災害危険箇所の情報提供等
市（総合政策部）は、洪水浸水想定区域
土砂災害計画区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その

２－７ 洪水浸水想定区域等や土砂災害警戒区域等の情報提供等
市（総合政策部）は、洪水浸水想定区域、ダム下流河川の浸水想定範囲及び
土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設そ
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大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
他の主として防災上配慮を要する者が利用する施設）であって、その利用者の
洪水時等に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設につい
て、大田原市地域防災計画にその名称及び所在地を定めるものとし、浸水害や
土砂災害に関する情報の伝達方法、避難所等・避難経路等の周知を行い、警戒
避難体制の確立など防災体制の整備に努める。
また、市（保健福祉部・教育委員会教育部）は、当該要配慮者利用施設の所
有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成について支援するものとし、必要
な指示をすることができる。なお、正当な理由がなく、その指示に従わなかっ
たときは、市長はその旨を公表することができる。
<資料編２－３１ 洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域における警戒避難体制
第２章
第４節
４

第２章
第６節
４
第２章
第７節
２

>
４ 在市外国人に対する対策
４－１ 外国人への防災知識の普及
市（総合政策部）は、外国人に対して、自らの広報媒体への多言語による防
災啓発記事の掲載や多言語による防災啓発パンフレットの作成・配布等多言語
による防災知識の普及啓発や避難場所、緊急連絡先等の情報提供を推進する。
また、市（総合政策部）は、外国人に配慮し避難場所標識や避難場所案内板
等の多言語化やマークの共通化（平成２８（2016）年３月２８日付け内閣府政
策統括官（防災担当）付参事官（普及啓発・連携担当）・総務省消防庁国民保
護・防災部防災課長連名による事務連絡「災害種別図記号による避難場所表示
の標準化の取組について」で使用すること等を指示された平成２８（2016）年
３月２２日付で日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）において、制定・改
正され、公示されたピクトグラム）に努める。
<資料編２－６ 避難場所ピクトグラム>
４－２ （略）
４－３ 災害時外国人サポーター
の確保
（略）
４－４ （略）
４ 分散型エネルギーの導入拡大
市（市民生活部）は、豊富に存在する地域資源を活かした再生可能エネルギ
ーの利活用を検討するとともに、現在実施している太陽光発電システム補助金、
蓄電池とエネファームに対する省エネ設備補助金を継続することで、分散型エ
ネルギーの普及を推進し、災害に強い地域づくりを推進する。
２ 土砂災害防止法に基づく被害防止対策
（略）
２－１ 土砂災害警戒区域の指定等
（１） （略）
（２）市（総合政策部・建設水道部）は、警戒区域の指定があった場合、大田原
市地域防災計画において、警戒区域毎に、次に掲げる事項について定める。
ア～カ （略）
<資料編２－３１ 洪水浸水想定区域 ・土砂災害警戒区域 における警戒避難体
制>
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の他の主として防災上配慮を要する者が利用する施設）であって、その利用者
の洪水時等に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設につ
いて、大田原市地域防災計画にその名称及び所在地を定めるものとし、浸水害
や土砂災害に関する情報の伝達方法、避難所等・避難経路等の周知を行い、警
戒避難体制の確立など防災体制の整備に努める。
また、市（保健福祉部・教育委員会教育部）は、当該要配慮者利用施設の所
有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成について支援するものとし、必要
な指示をすることができる。なお、正当な理由がなく、その指示に従わなかっ
たときは、市長はその旨を公表することができる。
<資料編２－３１ 洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域における警戒避難体制
>
４ 在市外国人に対する対策
４－１ 外国人への防災知識の普及
市（総合政策部）は、外国人に対して、自らの広報媒体への多言語による防
災啓発記事の掲載や多言語による防災啓発パンフレットの作成・配布等多言語
による防災知識の普及啓発や避難場所、緊急連絡先等の情報提供を推進する。
また、市（総合政策部）は、外国人に配慮し避難場所標識や避難場所案内板
等の多言語化やマークの共通化（平成２８（2016）年３月２８日付け内閣府政
策統括官（防災担当）付参事官（普及啓発・連携担当）・総務省消防庁国民保
護・防災部防災課長連名による事務連絡「災害種別図記号による避難場所表示
の標準化の取組について」で使用すること等を指示された平成２８（2016）年
３月２２日付で日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）において、制定・改
正され、公示されたピクトグラム）に努める。
<資料編２－６ 避難場所ピクトグラム>
４－２ （略）
４－３ 災害時外国人サポーター及び災害時外国人キーパーソンの確保
（略）
４－４ （略）
４ 分散型エネルギーの導入拡大
市（市民生活部）は、豊富に存在する地域資源を活かした再生可能エネルギ
ーの利活用を検討するとともに、
分散型エ
ネルギーの普及を推進し、災害に強い地域づくりを推進する。
２ 土砂災害防止法に基づく被害防止対策
（略）
２－１ 土砂災害警戒区域の指定等
（１） （略）
（２）市（総合政策部・建設水道部）は、警戒区域の指定があった場合、大田原
市地域防災計画において、警戒区域毎に、次に掲げる事項について定める。
ア～カ （略）
<資料編２－３１ 洪水浸水想定区域等・土砂災害警戒区域等における警戒避難体
制>

大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章

第２章
第７節
５

第２章
第７節
７

<資料編３－１１ 避難勧告等の発令基準>
（３）～（４）（略）

<資料編３－１１ 避難指示等の発令基準>
（３）～（４）（略）

２－２ （略）
５ 地すべり等の対策
５－１ 防止対策等
本市では、主に黒羽地区に地すべり危険箇所等が分布している。この地すべ
り危険箇所の実態調査、防止工事、指定地域の管理については、
「地すべり等
防止法（昭和３３（1958）年法律第３０号）」により県が行う。

２－２ （略）
５ 地すべり等の対策
５－１ 防止対策等
本市では、主に黒羽地区に土砂災害警戒区域（地すべり）等が分布している。
この土砂災害警戒区域（地すべり）の実態調査、防止工事、指定地域の管理に
ついては、
「地すべり等防止法（昭和３３（1958）年法律第３０号）」により県
が行う。

５－２ （略）
<資料編１－３ 地すべり危険箇所一覧表>
７ 急傾斜地崩壊対策
７－１ 危険箇所の実態調査
（略）
<資料編１－５ 急傾斜地崩壊危険箇所一覧表>

５－２ （略）
<資料編１－７ 土砂災害警戒区域（地すべり）一覧表>
７ 急傾斜地崩壊対策
７－１ 危険箇所の実態調査
（略）
<資料編１－６ 土砂災害警戒区域（急傾斜）一覧表>

７－２ 急傾斜地崩壊防止工事
急傾斜地崩壊危険箇所は、急傾斜地の所有者、管理者、占用者、当該急傾斜
地の崩壊により被害を受けるおそれがある者が施工することが、困難又は不適
当と認められるもののうち、緊急度の高い箇所より「急傾斜地の崩壊による災
害の防止に関する法律」に基づいて「急傾斜地崩壊危険区域」に指定して、県
が崩壊防止工事を実施する。
<資料編１－６ 急傾斜地崩壊危険区域指定状況一覧表>

７－２ 急傾斜地崩壊防止工事
土砂災害警戒区域（急傾斜）は、急傾斜地の所有者、管理者、占用者、当該
急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれがある者が施工することが、困難又
は不適当と認められるもののうち、緊急度の高い箇所より「急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に関する法律」に基づいて「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し
て、県が崩壊防止工事を実施する。
<資料編１－６ 急傾斜地崩壊危険区域指定状況一覧表>

７－３ 土地所有者等に対する防災措置
７－３ 土地所有者等に対する指導
（１）土地所有者等に対する指導
市（建設水道部）は、危険箇所調査結果に基づき、危険箇所の土地所有者、
市（建設水道部）は、危険箇所調査結果に基づき、危険箇所の土地所有者、
管理者、占有者に対し、擁壁、排水施設等必要な防災工事を促すとともに、
管理者、占有者に対し、擁壁、排水施設等必要な防災工事を促すとともに、常
常に監視を行い災害時における安全の確保を図るよう指導を行う。
に監視を行い災害時における安全の確保を図るよう指導を行う。
（２）融資制度の周知
（削除）
市（建設水道部）及び県は、急傾斜地崩壊危険区域（災害危険区域）及び土
砂災害特別警戒区域等において、土地所有者、管理者、占有者による家屋の移
転等を行う場合に、公的助成制度が活用できる旨、周知を行う。
・がけ地近接等危険住宅移転事業（所管：国土交通省）

第２章
第７節
８

７－４ （略）
８ 土石流防止対策
８－１ 砂防工事の推進等
本市には、黒羽地区に土石流危険渓流が分布している。これらの土石流の危
険渓流に対する砂防指定地の指定及び砂防工事については、「砂防法（明治３
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７－４ （略）
８ 土石流防止対策
８－１ 砂防工事の推進等
本市には、黒羽地区に土砂災害警戒区域（土石流）が分布している。これら
の土石流の危険渓流に対する砂防指定地の指定及び砂防工事については、
「砂

大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
０年法律第２９号）
」により県が行うこととなっている。
<資料編１－７ 土石流危険渓流一覧表>

第２章
第８節

第２章
第８節
２

第２章
第８節
３

防法（明治３０年法律第２９号）
」により県が行うこととなっている。
<資料編１－５ 土砂災害警戒区域（土石流）一覧表>

８－２（略）

８－２（略）

第８節 水防体制の整備
大雨、洪水等による河川の氾濫や浸水等から被害の軽減を図るため、河
川水位・雨量情報システムや河川防災ステーション等の水防施設を整備すると
ともに、
災害に備えた水防活動体制並びに洪水予報・水防警報等の警戒情
報伝達体制等の整備を推進する。
２ 水防活動体制の整備
２－１ 資機材等の整備
市（水防管理団体）は、河川の状況、堤防護岸の状況、過去の災害の状況等
を勘案して、水防倉庫等を設置し、次の基準により、地域の実情に即応した水
防器具、資材の整備に努める。
○水防管理団体水防倉庫備蓄基準（Ｈ３０・栃木県水防計画より）
図（略）
２－２ 水防施設の整備
市（水防管理団体）は、水防活動 拠点となる河川防災ステーション等の整
備に努める。
３ 洪水予報伝達体制の整備
３－１ 国が指定して洪水予報を実施する河川
（略）
（１）
（略）
（２）洪水予報の種類並びに発表基準
洪水予報は、河川毎に、その地点の水位や流量を示して発表する。その種
類は次のとおりである。

第８節 水防体制の整備
県は大雨、洪水等による河川の氾濫や浸水等から被害の軽減を図るため、河
川水位・雨量情報システムや河川防災ステーション等の水防施設を整備し、市
は災害に備えた水防活動体制並びに洪水予報・水防警報等の警戒情報伝達体制
等の整備を推進する。
２ 水防活動体制の整備
２－１ 資機材等の整備
市（水防管理団体）は、河川の状況、堤防護岸の状況、過去の災害の状況等
を勘案して、水防倉庫等を設置し、次の基準により、地域の実情に即応した水
防器具、資材の整備に努める。
○水防管理団体水防倉庫備蓄基準（令和２年度・栃木県水防計画より）
図（略）
２－２ 水防施設の整備
市（水防管理団体）は、水防活動の拠点となる水防施設等の整備に努める。

洪水予報の標題
〔洪水予報の種類〕
○○川氾濫注意情報
〔洪水注意報〕
○○川氾濫警戒情報
〔洪水警報〕
○○川氾濫危険情報
〔洪水警報〕
○○川氾濫発生情報
〔洪水警報〕

発

表

の

基

準

予報区域のいずれかの基準地点の水位が、氾濫注意
水位（警戒水位）に到達し、さらに水位の上昇が見
込まれる場合に発表する。
予報区域のいずれかの基準地点の水位が、氾濫危険
水位（危険水位）に到達することが見込まれる場合、
あるいは避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇
が見込まれる場合に発表する。
予報区域のいずれかの基準地点の水位が、氾濫危険
水位（危険水位）に到達した場合に、速やかに発表
する。
氾濫が発生した後速やかに発表する。
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３ 洪水予報伝達体制の整備
３－１ 国が指定して洪水予報を実施する河川
（略）
（１）
（略）
（２）洪水予報の種類並びに発表基準
洪水予報は、河川毎に、その地点の水位や流量を示して発表する。その種
類は次のとおりである。
洪水予報の標題
〔洪水予報の種類〕
○○川氾濫注意情報
〔洪水注意報〕
警戒レベル３相当
○○川氾濫警戒情報
〔洪水警報〕
警戒レベル４相当
○○川氾濫危険情報
〔洪水警報〕
警戒レベル４相当
○○川氾濫発生情報
〔洪水警報〕
警戒レベル５相当

発

表

の

基

準

予報区域のいずれかの基準地点の水位が、氾濫注意
水位（警戒水位）に到達し、さらに水位の上昇が見
込まれる場合に発表する。
予報区域のいずれかの基準地点の水位が、氾濫危険
水位（危険水位）に到達することが見込まれる場合、
あるいは避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇
が見込まれる場合に発表する。
予報区域のいずれかの基準地点の水位が、氾濫危険
水位（危険水位）に到達した場合に、速やかに発表
する。
氾濫が発生した後速やかに発表する。

大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
第２章
第８節
４
第２章
第８節
６

第２章
第９節
１

第２章
第１０節
１

３－２ （略）
４ 水位情報の通知及び周知を実施する次期
（略）

３－２ （略）
（削除）

６

５ 洪水浸水想定区域等における対策
市（総合政策部）は、洪水浸水想定区域の指定及びダム下流河川の浸水想定
範囲の情報提供があった場合、少なくとも浸水想定区域等毎に、次の事項を市
地域防災計画に定めるとともに、これらの事項を記載した印刷物の配布その他
必要な措置により市民等及び要配慮者利用施設等に周知を図る。

洪水浸水想定区域 における対策
現在市内の河川については、第３により洪水浸水想定区域等に指定されてい
る。市（総合政策部）は、水防法第１５条の規定により浸水想定区域 毎に、
次の事項を市地域防災計画に定めるとともに、住民及び要配慮者利用施設等に
周知を図る。

以下箇条書き部分 （略）
１ 農地・農業用施設及び林業用施設対策
（略）
１－１ （略）

以下箇条書き部分 （略）
１ 農地・農業用施設及び林業用施設対策
（略）
１－１ （略）

１－２ 農業用ため池施設対策
農業用ため池施設の管理者は、平常時から施設の点検を実施し、異常な兆候
の早期発見、危険個所の整備等に努める
。
また、老朽化等により施設の改良が必要なものは、補助事業等を活用し整備、
改良に努める。
１ 気象情報等の収集
１－１ 宇都宮地方気象台から発表される気象注意報、警報の収集
（略）
〇主な防災気象情報
防災気象情報
概
要
発表時刻、利用上の効果
等
（略）
（略）
（略）
警報
（略）
避難準備情報や避難勧
告など市長の防災活動
の判断支援とともに、住
民の自主避難への警戒
を呼びかける。

１－２ 農業用ため池施設対策
農業用ため池施設の管理者は、平常時から施設の点検を実施し、異常な兆候
の早期発見、危険個所の整備等に努めるとともに、農業用ため池として利用さ
れていないものについては、管理移管や統廃合を推進する。
また、老朽化等により施設の改良が必要なものは、補助事業等を活用し整備、
改良に努める。
１ 気象情報等の収集
１－１ 宇都宮地方気象台から発表される気象注意報、警報の収集
（略）
〇主な防災気象情報
防災気象情報
概
要
発表時刻、利用上の効果
等
（略）
（略）
（略）
警報
（略）
避難準備・高齢者等避難
開始や避難勧告など市
長の防災活動の判断支
援とともに、住民の自主
避難への警戒を呼びか
ける。
特別警報
（略）
住民の生命、身体、財産
に重大な影響を及ぼす
危険性が著しく高まっ
ているため、市長はただ
ちに避難勧告や避難指

特別警報

（略）

住民の生命、身体、財産
に重大な影響を及ぼす
危険性が著しく高まっ
ているため、市長はただ
ちに避難勧告や避難指
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風水害編 第２章
示
を行う。
大雨警報(土砂災害)が
避難勧告等災害応急対
発表されている状況で、 応を適時適切に行える
土砂災害発生の危険度
よう、また、住民の自主
がさらに高まったとき
的避難の判断等にも利
に、市町村長の避難勧告 用出来るよう、土砂災害
等の判断を支援するよ
に対する一層の警戒を
う、また、住民の自主避 呼びかける。
難の参考となるよう、対
象となる市町を特定し
て警戒を呼びかける情
報で栃木県と宇都宮地
方気象台が共同で発表。
（略）
（略）
（略）
〇宇都宮地方気象台が発表する水害・台風、竜巻等風害・雪害に係る注意報・警
報の種類及び発表地域区分
気象注意報・警報の種類及び発表基準（次の基準を上回ると予想される場合に
発表）
土砂災害警戒情報

大田原市

（略）

（略）

示（緊急）を行う。
大雨警報(土砂災害)が
避難指示等災害応急対
発表されている状況で、 応を適時適切に行える
土砂災害発生の危険度
よう、また、住民の自主
がさらに高まったとき
的避難の判断等にも利
に、市町 長の避難指示 用出来るよう、土砂災害
等の判断を支援するよ
に対する一層の警戒を
う、また、住民の自主避 呼びかける。
難の参考となるよう、対
象となる市町を特定し
て警戒を呼びかける情
報で栃木県と宇都宮地
方気象台が共同で発表。
（略）
（略）
（略）
〇宇都宮地方気象台が発表する水害・台風、竜巻等風害・雪害に係る注意報・警
報の種類及び発表地域区分
気象注意報・警報の種類及び発表基準（次の基準を上回ると予想される場合に
発表）
土砂災害警戒情報

大田原市

（略）

台風や集中豪雨により数十年に一度となる大雨が予想され、
特別警報

大

雨

台風や集中豪雨により数十年に一度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

特別警報

により大雨になると予想される場合
（略）
大

雨

（略）

大

雨
る場合

（略）

表面雨量指数基準

１７

土壌雨量指数基準

１４１

（略）

大

雨

（略）
表面雨量指数基準

１７

土壌雨量指数基準

１２１

熊川流域＝１４．２、押川流域＝６
流域雨量指数基準

熊川流域＝１７．２、押川流域＝６．２

松葉川流域＝１１．８、湯坂川流域＝１０．５

流域雨量指数基準

巻川流域＝３．５、相の川流域＝３．２
警

報

那珂川流域＝（１３、４７．１）
洪

水

複合基準

巻川流域＝４．３、相の川流域＝３．５
警

熊川流域＝（１５，１２．７）

報

那珂川流域＝（１３、４５．７）
洪

水

複合基準

松葉川流域＝（９，１０．６）
指定河川洪水予報
による基準
（略）
注 意 報

大

雨

指定河川洪水予報

箒川[佐久山]、蛇尾川[蛇尾橋]

による基準

余笹川[中余笹橋]
（略）

表面雨量指数基準

１２

土壌雨量指数

８４

熊川流域＝（１３，１５．４）
松葉川流域＝（９，１０．６）

那珂川[小口]、那珂川上流部[晩翠橋・黒羽]

（略）

松葉川流域＝１１．８、湯坂川流域＝１２．９

（略）
注 意 報
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大

雨

那珂川[小口]、那珂川上流部[晩翠橋・黒羽]
箒川[佐久山]、蛇尾川[蛇尾橋]
余笹川[中余笹橋]

（略）

（略）

表面雨量指数基準

１２

土壌雨量指数

７３

大田原市地域防災計画新旧対照表
令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
熊川流域＝１１．３、押川流域＝４．８
流域雨量指数基準

熊川流域＝１３．７、押川流域＝４．９

松葉川流域＝９．４、湯坂川流域＝７．３

流域雨量指数基準

松葉川流域＝９．４、湯坂川流域＝８．１

巻川流域＝２．８、相の川流域＝２．６

巻川流域＝３．４、相の川流域＝２．８

那珂川流域＝（１０、３３．８）

那珂川流域＝（１０、３２．９）
箒川流域＝（８、３５．２）

洪水

複合基準

指定河川洪水予報
による基準
（略）
記録的短時間大雨情報

第２章
第１１節
１

熊川流域＝（１０，１１．３）

洪水

複合基準

熊川流域＝（８，１３．７）
押川流域＝（１０，４．９）

松葉川流域＝（９，７．５）

松葉川流域＝（９，７．５）

湯坂川流域＝（６、７．３）

湯坂川流域＝（６、８．１）

那珂川[小口]、那珂川上流部[晩翠橋・黒羽]

指定河川洪水予報

箒川[佐久山]、蛇尾川[蛇尾橋]

による基準

余笹川[中余笹橋]

（略）

（略）

１時間雨量

１１０㎜

（略）
記録的短時間大雨情報

１

那珂川[小口]、那珂川上流部[晩翠橋・黒羽]
箒川[佐久山]、蛇尾川[蛇尾橋]
余笹川[中余笹橋]

（略）

（略）

１時間雨量

１１０㎜

通信体制の整備
（略）
１－１ 市防災行政無線
現在市内には、黒羽地区に同報系の防災行政無線が整備されている。防災行
政無線は、避難勧告等の重要な情報を速やかに多くの地域に伝達するには有効
であるため、平常時より定期保守点検を行い、常に各機器を最良の状態に保持
するよう努める。
<資料編２－１４ 市防災行政無線屋外拡声器設置箇所（黒羽地区）>

１ 通信体制の整備
（略）
１－１ 市防災行政無線
現在市内には、黒羽地区に同報系の防災行政無線が整備されている。防災行
政無線は、避難指示等の重要な情報を速やかに多くの地域に伝達するには有効
であるため、平常時より定期保守点検を行い、常に各機器を最良の状態に保持
するよう努める。
<資料編２－１４ 市防災行政無線屋外拡声器設置箇所（黒羽地区）>

１－２・３

１－２・３

（略）

（略）

１－４ 市広報車・消防団自動車
市（総合政策部）及び消防団は、防災行政無線（同報系）の聞こえにくい場
所や未整備地区についての、避難勧告、指示等の伝達に活用するため広報車・
消防自動車の一層の配備を図る。

１－４ 市広報車・消防団自動車
市（総合政策部）及び消防団は、防災行政無線（同報系）の聞こえにくい場
所や未整備地区についての、避難
指示等の伝達に活用するため広報車・
消防自動車の一層の配備を図る。

１－５・６

１－５・６ （略）

（略）
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令和３年２月大田原市防災会議
風水害編 第２章
第２章
第１２節
冒頭

第１２節 避難体制の整備

第１２節 避難体制の整備

災害発生時に危険区域にいる住民、駅等に溢れる帰宅困難者、デパート、宿
泊施設等不特定多数の人が集まる施設の利用者を混乱少なく避難させるため、
あらかじめ避難場所等の選定、避難誘導体制、避難場所運営体制の整備を促進
し、避難者の安全確保に努める。
また、避難に関する知識を市民 に対し周知徹底する

災害発生時に危険区域にいる市民、駅等に溢れる帰宅困難者、デパート、宿
泊施設等不特定多数の人が集まる施設の利用者を混乱少なく避難させるため、
あらかじめ避難場所等の選定、避難誘導体制、避難場所運営体制の整備を促進
し、避難者の安全確保に努める。
また、避難に関する知識を市民等に対し周知
するとともに、
「自らの命
は自らが守る」という意識を持ち自らの判断で避難行動をとること及び早期避
難の重要性を市民等に周知する。

。
第２章
第１２節
１

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
１－１・２
（略）

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定
１－１・２
（略）

１－３ 福祉避難所の指定
（１）市（保健福祉部）は、一般の避難所
では生活するこ
とが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるな
ど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制を整備した福祉避難
所を必要数確保し、指定する。
（２）
・（３）略

１－３ 福祉避難所の指定
（１）市（保健福祉部）は、
避難所内の一般避難スペースでは生活するこ
とが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるな
ど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制を整備した福祉避難
所を必要数確保し、指定する。
（２）
・（３）略

第２章
第１２節
２

２

避難に関する知識の周知徹底
市（総合政策部）は、避難の万全を図るため、各種手段や広報を活用して、
緊急避難場所の位置、避難経路、避難にあたっての注意事項、緊急避難場所へ
の持出品、避難勧告・避難指示（緊急）の意味やその発令があった時にとるべ
き避難行動等避難に必要な知識等について幅広い年代の住民への周知徹底に努
め、企業、事業所等はこれに協力する。
さらに、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、緊急避難場
所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所
への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が
判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行う
べきことについて、市は、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。・
災害時にとるべき生命（いのち）
・身体（み）を守るための行動（避難勧告等発
表時の行動、避難方法、避難場所での行動等）等
２－１・２ （略）

２ 避難に関する知識の周知徹底
市（総合政策部）は、避難の万全を図るため、各種手段や広報を活用して、
緊急避難場所の位置、避難経路、避難にあたっての注意事項、緊急避難場所へ
の持出品、警戒レベルとそれに応じて市民等がとるべき行動、避難指示等の市
民等に行動を促す情報等の意味
等避難に必
要な知識等について幅広い年代の市民等への周知徹底に努め、企業、事業所等
はこれに協力する。
さらに、避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、緊急避難場
所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所
への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと市民等自身が
判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行う
べきことについて、市は、日頃から市民等への周知徹底に努めるものとする。・
災害時にとるべき生命（いのち）
・身体（み）を守るための行動（避難勧告等発
表時の行動、避難方法、避難場所での行動等）等
２－１・２ （略）

第２章
第１２節

３ 避難実施・誘導体制の整備
３－１ 避難基準の設定

３ 避難実施・誘導体制の整備
３－１ 避難基準の設定
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３

第２章
第１６節
１

市（総合政策部）は、土砂災害警戒区域や、指定河川（洪水予報河川及び水
位周知河川）、さらには、指定河川以外の河川（市が、氾濫により居住者や地下
空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断した中小河川）について、浸
水が予想される地域の住民に対する避難勧告等を行う場合の基準を設定するも
のとする。
その際、降雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報、洪水予報に加え、国の避
難勧告等に関するガイドラインに示されているとおり、流域雨量指数の予測値
（洪水警報の危険度分布）、土砂災害警戒判定メッシュ情報等により検討、設定
する。
また、対象区域をあらかじめ設定して、当該区域内の世帯数・居住者数と避
難行動要支援者の状況、要配慮者利用施設の所在状況など避難勧告等の実施に
あたって必要となる情報を事前に把握・整理しておき、必要に応じ見直すよう
努めるものとする。

市（総合政策部）は、土砂災害警戒区域や、指定河川（洪水予報河川及び水
位周知河川）、さらには、指定河川以外の河川（市が、氾濫により居住者や地下
空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断した中小河川）について、浸
水が予想される地域の住民に対する避難指示等を行う場合の基準を設定するも
のとする。
その際、降雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報、洪水予報に加え、国の避
難指示等に関するガイドラインに示されているとおり、流域雨量指数の予測値
（洪水警報の危険度分布）、土砂災害警戒判定メッシュ情報等により検討、設定
する。
また、対象区域をあらかじめ設定して、当該区域内の世帯数・居住者数と避
難行動要支援者の状況、要配慮者利用施設の所在状況など避難指示等の実施に
あたって必要となる情報を事前に把握・整理しておき、必要に応じ見直すよう
努めるものとする。

３－２ 避難勧告等の伝達手段の整備
市（総合政策部）は、土砂災害警戒区域や、浸水が予想される地域の住民に
避難勧告等の重要な情報を確実に知らせるため、本章第１１節のとおり、通信
施設の整備を推進するとともに、職員による広報車等での伝達や、消防団、自
主防災組織等を活用した戸別伝達、緊急速報メール等多様な伝達手段の整備に
努める。特に、避難行動要支援者に対しては、障害の状況に応じて、文字放送
や読み上げ機能のある電子メール等の活用を図るなど、十分に配慮する。

３－２ 避難指示等の伝達手段の整備
市（総合政策部）は、土砂災害警戒区域や、浸水が予想される地域の住民に
避難指示等の重要な情報を確実に知らせるため、本章第１１節のとおり、通信
施設の整備を推進するとともに、職員による広報車等での伝達や、消防団、自
主防災組織等を活用した戸別伝達、緊急速報メール等多様な伝達手段の整備に
努める。特に、避難行動要支援者に対しては、障害の状況に応じて、文字放送
や読み上げ機能のある電子メール等の活用を図るなど、十分に配慮する。

３－３ （略）

３－３ （略）

１ 災害対策活動拠点の種類
１－１・２ （略）
１－３ 地域災害対策活動拠点
県が県立高等学校を中心に、被災地への捜索・救助活動、災害医療に係る現
地活動や必要な情報の提供を行うための中継の役割等を担う拠点として整備す
るものである。
また、道の駅については、避難場所や捜索・救助活動、災害医療に係る現地
活動拠点など地域における防災拠点として位置づけ、県は市（産業振興部）や
関係機関と連携しながら、道の駅の防災機能の充実・強化の取組を促進する。

１ 災害対策活動拠点の種類
１－１・２ （略）
１－３ 地域災害対策活動拠点
県が県立高等学校を中心に、被災地への捜索・救助活動、災害医療に係る現
地活動や必要な情報の提供を行うための中継の役割等を担う拠点として整備す
るものである。
また、道の駅については、避難場所や捜索・救助活動、災害医療に係る現地
活動拠点など地域における防災拠点として位置づけ、県は市（産業振興部）や
関係機関と連携しながら、道の駅の防災機能の充実・強化の取組を促進する。

区
地域災害

分
活動拠点

施 設 名
（略）

住

所
（略）

電話番号
（略）
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区

分

地域災害対策活動拠点

施 設 名
（略）

住

所
（略）

電話番号
（略）
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第２章
第１８節
３

第２章
第２０節
１

第２章
第２０節
４
第２章
第２２節
４

第２章
第２３節
２

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

３

廃棄物処理施設
市（市民生活部）及び事業者は、災害時においても、災害廃棄物及びその他
の通常の廃棄物（以下「災害廃棄物等」という。
）を迅速かつ円滑に処理するこ
とができるよう、次の対策を講じておく。
（１）～（５）(略)
（新設）
１ 公立学校の対策
１－１ 学校安全計画等の作成
（略）
○「学校安全計画」作成上の留意点
年間を見通した総合的な基本計画として、次のような事項を盛り込み立案
する。
① 防災教育に関する事項
・学年別、月別の関連教科、道徳及び、総合的な学習の時間
における指導事項
・特別活動、部活動等における指導事項
②・③ （略）
<資料編２－２５ 学校安全計画の概要>
（略）
４ 文化財災害予防対策
火災
対策編第２章第２節５の５－３に準じ、水害・台風、竜巻等風害・
雪害に備えた対策を行う。
４ 発生時に備えた取り組みの実施
１－１・２ （略）

３ 廃棄物処理施設
施設管理者は、災害時においても、災害廃棄物及びその他の通常の廃棄物（以
下「災害廃棄物等」という。）を迅速かつ円滑に処理することができるよう、次
の対策を講じておく。
（１）～（５）(略)
（６）市（市民生活部）は、対策を講じるために必要な助言・指導を行う。
１ 公立学校の対策
１－１ 学校安全計画等の作成
（略）
○「学校安全計画」作成上の留意点
年間を見通した総合的な基本計画として、次のような事項を盛り込み立案
する。
① 防災教育に関する事項
・学年別、月別の関連教科、道徳
、総合的な学習の時間及び総合的
な探究の時間における指導事項
・特別活動、部活動等における指導事項
②・③ （略）
<資料編２－２５ 学校安全計画の概要>
（略）
４ 文化財災害予防対策
火災災害対策編第２章第２節５の５－４に準じ、水害・台風、竜巻等風害・
雪害に備えた対策を行う。
４ 発生時に備えた取り組みの実施
１－１・２ （略）

１－３ 離着陸場用地の確保
市（総合政策部）は、道路交通が応急復旧するまでの間、救助活動や物資輸
送をヘリコプターによる空輸により実施することになるため、ヘリコプターの
離着陸に適した土地の確保に努める。

１－３ 離着陸場用地の確保
市（総合政策部）は、道路交通が応急復旧するまでの間、救助活動や物資輸
送をヘリコプターに
より実施することになるため、ヘリコプターの
緊急離着陸場に適した土地の確保に努める。

１－４～６ （略）
２ 災害廃棄物等の処理体制の整備
２－１ 市の対策
市（市民生活部）は災害時における災害廃棄物等の処理体制の整備、処理施
設における災害対策の強化等を図る。

１－４～６ （略）
２ 災害廃棄物等の処理体制の整備
２－１ 市の対策
市（市民生活部）は災害時における災害廃棄物等の処理体制の整備、処理施
設における災害対策の強化等を図る。
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また、市（市民生活部）はあらかじめ仮置場の設置・運用等を示した「災害
廃棄物処理計画」の策定をするなど平時の備えについて努める。
２－２ （略）
２－２ （略）
２－３ 県（環境森林部）の対策
２－３ 県（環境森林部）の対策
県（環境森林部）は、市町等や処理業者における災害廃棄物等の処理体制の
県（環境森林部）は、市町等や処理業者における災害廃棄物等の処理体制の
整備について、
「災害時の廃棄物処理対応マニュアル」
（平成 29 年３月 栃木県）
整備について、「栃木県災害廃棄物処理計画」
（平成 31（2019）年３月栃木県）
に基づき訓練等を行うなど必要な支援を行う。
に基づき
必要な支援を行う。
（新設）
（１）市町等及び関係団体との間で締結した「栃木県災害廃棄物等の処理におけ
る市町村等相互応援に関する協定書」及び「栃木県災害廃棄物等の処理応援
に関する協定書」（以下「相互応援協定等」という。）が災害時に実効的に
機能するよう、協定内容の確認や見直しなど、協力体制を構築し、連携強化
を図る。
（１）市町等において、災害廃棄物等の発生見込み量を把握し、その処理体制を （２）市町等の災害廃棄物処理計画の策定を支援する。
整備することができるよう支援する。
（新設）
（３）管内の災害廃棄物対策の進捗状況に応じた人材育成を進めるため、定期的
かつ計画的な研修・訓練を継続して行う。（１）・
（２） （略）
（２）平時から市町等、処理業者と連携し、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理 （４）平時から市町等、処理業者と連携し、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理
することができるよう共通認識を図るとともに、事業継続計画の策定につい
することができるよう共通認識を図るとともに、事業継続計画の策定につい
て働きかけを行う。
て働きかけを行う。
（３）市町等及び関係団体との間で締結した「栃木県災害廃棄物等の処理におけ
（削除）
る市町村等相互応援に関する協定書」及び「栃木県災害廃棄物等の処理応援
に関する協定書」（以下「相互応援協定等」という。）が災害時に実効的に
機能するよう、定期的に訓練、当該協定の内容の確認等を行うとともに、連
絡体制を整備する。
（４）
（５）災害廃棄物の適正かつ迅速な処理について、市民等の理解を促進するため、
県のホームページ等において、災害廃棄物の分別の重要性や仮置場の必要性
について周知を図る。
災害の発生等に伴い、石綿を含む建設系廃棄物等が大量に発生することが
なお、石綿を含む建設系廃棄物等が大量に発生することが想定されること
想定されることから、市町等、処理業者、解体業者等に対し
、
「石綿含有
から、市町等、処理業者、解体業者等に対しては、
「石綿含有廃棄物等処理マ
廃棄物等処理マニュアル
」
（平成２３（2011）年３月環境省大臣官
ニュアル（改訂版）」（平成２３（2011）年３月環境省大臣官房廃棄物・リサ
房廃棄物・リサイクル対策部）、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱い
イクル対策部）、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改
マニュアル（改訂版）」（平成２９（2017）年８月環境省 水・大気環境局大
訂版）」（平成２９（2017）年９月環境省 水・大気環境局大気環境課）等の
気環境課）等の周知を図る。
周知を行い、その取扱いについて理解を促進する。
（５）災害時の廃棄物対策に関し、県域を越えた相互応援体制の構築に向け、関 （６）大規模災害に備え、県域を越えた広域の連携、体制の整備に向け、関係都
係都県、国等と共に検討を行う。
県、国等と共に検討を行う。
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