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第１章 計画の目的及び構成 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42条の規定に基づき、大多喜町

防災会議が作成する計画である。 

平成 23年 3月 11 日に発生した東日本大震災は、マグニチュード 9.0 という過去最大規模の

地震であり、未曾有の災害をもたらした。国は、この大震災により得られた教訓を踏まえて平

成 23年 12 月に防災基本計画を修正し、千葉県においても平成 24年 8月に地域防災計画の修正

を行ったところである。 

今回の本町地域防災計画の修正は、この大震災の教訓を礎とするとともに、近年の防災をめ

ぐる社会構造の変化等を踏まえ、本町に係る災害対策を実施する際に処理すべき事務又は業務

の大綱を定めるものである。 

さらに、住民や事業所等の役割を明らかにし、地震災害、風水害、放射性物質事故や大規模

火災、航空機・鉄道などの公共交通等の事故災害などの各種大規模事故災害の各段階に応じた

災害予防、災害応急対策及び災害復旧について必要な対策の基本についても定めるとともに、

これらの対策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、それぞれの主体が連携し、全機能

を発揮して住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。 
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第２節 計画の構成 

本計画は､現実の災害への対応に即したものとなるよう、災害の種類ごとに計画を作成してお

り､ 

第１編 総則 

第２編 震災編 

（震災編附編 東海地震に係る周辺地域としての対応計画） 

第３編 風水害等編 

第４編 放射性物質事故編 

第５編 大規模火災等編 

第６編 公共交通等事故編 

の６編をもって構成している。 

 

第１編総則は、計画全般にわたる理念・基本方針を示すとともに、災害種別ごとの総則で示

されていた事項を共通事項として整理するため、平成 26年修正において新設したものである。 

第２編震災編は、地震による被害を軽減し、住民の生命、身体及び財産を守ることを目的と

し、平時からの災害予防対策、発災時における災害応急対策及びその後の復旧対策の基本につ

いてまとめたものである。 

第２編震災編の附編として定めている東海地震に係る周辺地域としての対応計画は、大規模

地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）に基づいて指定された地震防災対策強化地域の

周辺地域に位置する本町として、東海地震に係る警戒宣言が発令された場合における社会的混

乱の発生の防止等を目的としてまとめたものである。 

第３編風水害等編は、集中豪雨や台風、竜巻などに起因する風水害等による被害を軽減し、

住民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時からの災害予防対策、発災時における

災害応急対策及びその後の復旧対策の基本についてまとめたものである。 

第４編から第６編までの各編については、放射性物質事故対策計画の見直しに併せ、従来の

大規模事故編に規定していた各種大規模事故災害への対策を種別ごとに３編に分類し、放射性

物質事故、大規模火災等（大規模火災、林野火災、危険物等災害）、公共交通等事故（航空機事

故、鉄道事故、道路事故）など大規模な事故災害に特有な予防対策や応急対策について定めた

ものである。この計画に定めのないものについては、第３編風水害等編の規定に準ずるものと

する。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

第１節 減災を重視した防災対策の方向性 

我が国では阪神･淡路大震災以降、幾度かの大規模災害を経験する中で、これまでの「防災（被

害を出さない）」に対する取り組みから「減災（被害を減少させる）」に関する取り組みに重点

が置かれるようになっている。 

本町においても、国や県による防災に関する各種ガイドラインや防災関連事業の策定に応じ、

これまでに地震、水害被害を想定した防災マップの作成、災害時において共助の柱となる自主

防災組織の育成支援や、避難行動要支援者名簿の作成等を進めているところである。 

災害に対しては、どのような対策をとっていてもその発生を完全に防ぐことは不可能である

ことを認識することが重要である。起こりうる災害に対し、あらかじめその被害程度を想定し

た対策を検討することで被害を最小化する「減災」の考え方を防災対策の基本とする。そして、

たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少な

くなるよう、様々な対策を組み合わせて災害に備えていくものとする。 

第２節 地域防災力の向上 

大規模な災害においては、発災直後の住民一人ひとりの自覚や行動が生死を分ける結果にな

り得る。平時から正しい知識を持ち、自らが考え、行動することの重要性を再認識し、「自らの

命は自ら守る」とする自助の取組みの強化を図る。そのため、町は家庭や地域等と連携し、幼

少期からの防災教育の充実に努め、住民は災害教訓を伝承することにより防災意識の向上に努

める。 

また、過去の大規模災害から、災害発生時においては地域のつながりが重要であることが明

らかとなっている。阪神・淡路大震災では、建物の倒壊などにより生き埋めになった被災者を

地域の人達が救助するなど、救命に大きな成果をあげているほか、東日本大震災でも、避難生

活に地域のつながり、力が大きく貢献しているところである。都市化や核家族化の進展などの

社会構造の変化により、地域コミュニティの弱体化が叫ばれ始めているが、「自分たちの地域は

地域のみんなで守る」といった共助の考え方の重要性を再認識し、自主防災組織の機能強化や、

地域において共助の中核となる人材を育成するなどの取組みの強化に努める。 

さらに、行政（町・県）と民間団体等との連携の取組みも重要となっている。阪神・淡路大

震災以降、行政機関と民間団体・企業との協定締結による連携強化が進んできており、災害時

における民間団体等の柔軟かつ迅速な対応は、応急対策の一助となっている。こうした社会の

一員でもある民間団体等の力を最大限発揮するための取組みを今後も進めていく。 

このような取組みの強化と併せ、本町をはじめとする防災関係機関においても、住民の安全・

安心を守るためにとり得る手段を尽くし、地震や風水害などの様々な災害において、また、予

防、応急対策、復旧のそれぞれの段階において、自助・共助・公助が一体となって、町全体と

しての防災力の向上を図っていく。 
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第３節 要配慮者及び男女共同参画の視点 

ひとり暮らしの高齢者をはじめ、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などの要配慮者は、それ

ぞれの特性により、情報伝達における支障、危険回避行動における支障、移動行動における支

障、生活及び生活の変化への適応における支障など、避難行動や避難生活に関して様々な支障

をかかえており、災害発生時には健常者よりも被害を多く受ける傾向にあることが知られてい

る。平成 23年版防災白書によると、東日本大震災では、津波による被害が特に大きかったこと

から、東北３県の死亡者のうち、９割以上が溺死とされているが、その年齢構成をみると、60

歳以上が約 65％を占めており、地域の年齢別人口構成比を大きく上回り、高齢者が犠牲となる

割合が高かったことが明らかになっている。 

本町においても高齢化の進展等に伴い、今後さらなる対策の充実が求められているところで

あり、地域と一体となった対策の強化に努めるとともに、大規模災害に際しての予防、応急対

策、復旧のそれぞれの段階において、要配慮者の視点に立った対策を講ずるものとする。 

また、東日本大震災では、避難所生活における更衣室の設置や女性に必要な物資の配布をは

じめとし、様々な場面における女性への配慮の必要性が改めて認識されたところである。被災

時における男女のニーズの違い等、男女双方の視点に配慮した災害対策を進めるため、防災に

関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点

を取り入れた防災体制の確立を図るものとする。 

第４節 計画に基づく施策の推進及び見直し 

本計画は、町域における防災対策の総合的運営を図るための基本計画であり、本計画に基づ

く施策の効果的推進に努めるとともに、千葉県地域防災計画の見直しの都度、また、同見直し

にとどまらず、定期的に点検・検証を行い、実効性のある計画とするための所要の見直しを随

時行っていくこととする。 
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第３章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 
 

 本町の地域に係る災害対策を実施するにあたり、町、県のほか防災関係機関及び防災上重要

な施設の管理者、住民、事業者等の主な事務、業務を次のとおり明記し、災害を防止するとと

もに被害の軽減を図る。 

 

１ 大多喜町 

ア 大多喜町防災会議及び大多喜町災害対策本部に関すること。 

イ 防災に関する施設及び組織の整備並びに訓練に関すること。 

ウ 災害に関する情報の収集及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること。 

エ 災害時における災害に関する被害の調査報告、情報の収集及び広報に関すること。 

オ 災害の防除と拡大の防止に関すること。 

カ 救助、防疫等り災者の保護及び保健衛生に関すること。 

キ 災害応急対策用資材及び災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること。 

ク 被災産業に対する融資等の対策に関すること。 

ケ 被災町営施設の応急対策に関すること。 

コ 災害時における文教対策に関すること。 

サ 災害対策要員の動員、雇上げに関すること。 

シ 災害時における交通、輸送の確保に関すること。 

ス 被災施設の復旧に関すること。 

セ 管内の関係団体が実施する災害応急対策の調整に関すること。 

ソ 被災者の生活再建支援に関すること。 

タ 災害対策に関する隣接市町間の相互応援協力に関すること。 

 

２ 消防機関 

(１) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

ア 火災その他の災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。 

イ 救助及び救急に関すること。 

ウ 危険物等の措置に関すること。 

エ 災害等の情報収集に関すること。 

オ その他消防に関すること。 

(２) 大多喜町消防団 

ア 被害情報の収集、提供に関すること。 

イ 災害時の消防活動、水防活動、被災者の救助、及び避難誘導等に関すること。 

ウ 応急復旧作業に関すること。 
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３ 千葉県 

(１) 夷隅地域振興事務所 

ア 大多喜町が処理する事務、事業の指導、指示、あっせん等に関すること。 

イ 災害に関する情報の収集、伝達及び指示に関すること。 

ウ 災害救助に係る連絡及び調整に関すること。 

エ その他災害の防除と拡大の防止に関すること。 

(２) 夷隅土木事務所   

ア 県の所管に係る河川、道路及び橋りょうの保全と復旧に関すること。 

イ 県の所管に係る河川、道路等における障害物の除去に関すること。 

ウ 急傾斜地崩壊危険区域内における崩壊防止施設（県施工施設）の保全と復旧に関するこ

と。 

エ 水防活動の全般に関すること。 

オ 交通不能箇所の調査及びその対策に関すること。 

(３) 夷隅農業事務所 

ア 農林関係の災害対策に関すること。 

イ 農地及び農業用施設の被害調査及び災害復旧に関すること。 

ウ 農作物被害に係る応急対策に関すること。 

(４) 夷隅健康福祉センター 

ア 医療助産に関すること。 

イ 食品衛生、生活衛生（動物を含む）及び飲料水に関すること。 

ウ 防疫に関すること。 

エ 保健活動（栄養指導及び精神福祉活動を含む）。 

(５) 勝浦警察署 

ア 警備活動に関すること。 

イ 県警、他警察及び防災関係機関との連携に関すること。 

ウ 被災者の救出及び避難に関すること。 

エ 行方不明者の捜索に関すること。 

オ 遺体の検視に関すること。 

カ 交通規制に関すること。 

キ 交通信号施設等の保全に関すること。 

ク 警察通信の確保に関すること。 

ケ 犯罪の予防及び社会秩序の維持に関すること。 

(６) 南部林業事務所 

ア 林地及び治山施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

イ 林道、県有保安林及び県有林の災害対策及び被害調査に関すること。 
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４ 指定地方行政機関 

(１) 農林水産省関東農政局 

ア 災害予防対策 

ダム・ため池、頭首工、地すべり防止施設等の点検・整備事業に関すること。 

イ 応急対策 

① 管内の農業、農地･農業用施設の被害状況の情報収集及び報告連絡に関すること。 

② 飲食料品、油脂、農畜産物、飼料及び種子等の安定供給に関すること。 

③ 農作物・蚕・家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること。 

④ 営農技術指導、家畜の移動に関すること。 

⑤ 災害応急用ポンプ等の貸出しに関すること。 

⑥ 応急用食料・物資の支援に関すること。 

⑦ 農業水利施設等の被災に起因する二次災害防止対策に関すること。  

⑧ 食品の需給・価格動向や表示等に関すること。 

⑨ 関係職員の派遣に関すること。 

ウ 復旧対策 

① 農地・農業用施設等の復旧事業に係る災害査定と査定前工事の承認に関すること。 

② 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。 

エ その他 

災害時の政府所有米穀の供給に関すること。（農林水産省生産局） 

(２) 関東森林管理局千葉森林管理事務所上野森林事務所 

ア 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に関すること。 

イ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること。 

(３) 銚子地方気象台 

ア 災害対策としての気象資料の提供に関すること。 

イ 災害発生時における気象観測資料の提供に関すること。 

ウ 異常気象時における気象予報及び警報等の発表及び通報に関すること。 

(４) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物の保安の確保に関すること。 

イ 鉱山に関する災害の防止及び災害時の応急対策に関すること。 

(５) 千葉労働局 

ア 工場及び事業所における労働災害の防止に関すること。 

イ 労働力の確保及び被災者の生活確保に関すること。 

 

５ 自衛隊  

(１) 災害派遣の準備 

ア 防災関係資料の基礎調査に関すること。 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成に関すること。 
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ウ 防災資材の整備及び点検に関すること。 

エ 地域防災計画及び自衛隊災害派遣計画に合致した各種防災訓練の実施に関すること。 

(２) 災害派遣の実施 

ア 人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある即時応急救援活動、民生支援及び復旧

支援に関すること。 

イ 災害派遣時の救援活動における防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関

すること。 

 

６ 指定公共機関 

(１) 日本郵便株式会社 

ア 災害時における郵便事業運営の確保 

イ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

① 被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること。 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること。 

③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること。 

④ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金の配分に関すること。 

ウ 災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること。 

エ 災害時における大多喜郵便局、大多喜町役場間の協力に関する覚書に関すること。 

(２) 東日本電信電話株式会社・株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店・ＫＤＤＩ株式会社 

ア 電気通信施設の整備に関すること。 

イ 災害時における緊急通話の取扱いに関すること。 

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

(３) 日本赤十字社千葉県支部大多喜町分区・大多喜町赤十字奉仕団 

ア 震災時における救護班の編成並びに医療及び助産等の救護の実施に関すること。 

イ 災害救助の協力奉仕団の連絡調整に関すること。 

ウ 義援金品の募集及び配分に関すること。 

(４) 日本放送協会千葉放送局 

ア 住民に対する防災知識の普及と警報の周知徹底に関すること。 

イ 住民に対する災害応急対策等の周知徹底に関すること。 

ウ 社会事業団体等による義援金品の募集及び配分に関すること。 

エ 被災者の受信対策に関すること。 

(５) 東京電力株式会社木更津支社 

ア 災害時における電力供給に関すること。 

イ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

(６) 日本通運株式会社千葉支店 

災害時における貨物自動車（トラック）による救助物資及び避難者の輸送の協力に関す

ること。 
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７ 指定地方公共機関 

(１) 大多喜ガス株式会社 

ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること。 

(２) 一般社団法人千葉県ＬＰガス協会 

ガス施設の防災対策及び災害時における供給対策に関すること。 

(３) 小湊鉄道株式会社 

ア 鉄道施設等の工事計画及びこれらの施設等の保全に関すること。 

イ 震災時における鉄道車両等による救助物資及び避難者輸送の協力に関すること。 

(４) いすみ鉄道株式会社 

ア 鉄道施設等の工事計画及びこれらの施設等の保全に関すること。 

イ 震災時における鉄道車両等による救助物資及び避難者輪送の協力に関すること。 

(５) 一般社団法人夷隅医師会 

ア 医療及び助産活動に関すること。 

イ 医師会と医療機関との連絡調整に関すること。 

(６) 一般社団法人夷隅郡市歯科医師会 

ア 歯科医療活動に関すること。 

イ 歯科医師会と医療機関との連絡調整に関すること。 

(７) 一般社団法人外房薬剤師会 

ア 医薬品の調達、供給及び管理に関すること。 

イ 薬剤師との連絡調整に関すること。 

(８) 独立行政法人国立病院機構 

ア 国立病院の避難設備の整備及び防災訓練等の指導に関すること。 

イ 災害時における国立病院収容患者の医療等の指示調達に関すること。 

ウ 災害による負傷者の国立病院における医療助産救助の指示調達に関すること。 

(９) 一般社団法人千葉県トラック協会・一般社団法人千葉県バス協会 

災害時における貨物自動車（トラック）及び旅客自動車（バス）による救助物資及び避

難者の輸送の協力に関すること。 

 

８ その他防災関係協力団体 

(１) 大多喜町社会福祉協議会 

ア 災害時におけるボランティアの受入れに関すること。 

イ 生活福祉資金の貸与に関すること。 

ウ 災害時における日本赤十字社千葉県支部及び大多喜町赤十字奉仕団との連絡、調整等に

関すること。 

(２) いすみ農業協同組合・自主防災組織・その他類似団体 

ア 避難誘導及び避難所内被災者の救助業務に協力すること。 

イ 被災者に対する炊出し、救助物資の配分等に関すること。 
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ウ その他災害対策業務に協力すること。 

(３) 大多喜町商工会 

ア 関連企業等の被害調査等の協力に関すること。 

イ 商工業者の災害対策等に関すること。 

(４) 千葉土建一般労働組合いすみ支部 

災害応急対策の支援に関すること。 

 

９ 住民及び事業所等 

(１) 住民 

ア 自らの生命・身体財産の被害を最小限に食い止めるため住宅の耐震診断・改修等震災の

予防を図る。また、食糧・飲料水等の備蓄、非常持出品の準備、家具・大型家電の転倒

防止、ガス機器等の適切な取扱い等の出火防止対策など、各家庭での身近な災害発生時

の備えを講ずるとともに住民自らが隣近所、地域で協力し合い行動できるよう、地域コ

ミュニティの形成に努めること。 

イ 町及び県等が実施する防災対策に協力するとともに、自発的な防災活動に積極的に参加

し、過去の災害から得られた教訓の伝承や、災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害

の復旧等に寄与すること。 

(２) 事業所 

ア 事業所における防災対策の充実と従業員の安全の確保に努めるとともに、地域の防災活

動に積極的に参加し、自主防災組織との連携を図るなど、地域における防災力の向上に

寄与すること。 

イ 集客施設を保有する事業場にあっては、来客者の安全確保に努めること。 

ウ 事業所等は災害時に重要施業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努め

ること。 

(３) ボランティア団体 

普段から構成員間の連携を密にして活動体制の整備を図るとともに、災害時には行政機

関と協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与すること。 
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第４章 地勢概要等 

１. 自然環境 

(１) 位置 

本町は房総半島のほぼ中央部に位置し、東はいすみ市、勝浦市、南は鴨川市、西は君津市、

市原市、北は長南町、睦沢町と隣接する内陸の町である。東西方向の長さは約 12km、南北

方向の長さは約 19km、面積は約 129.87km2で、県内の町村では最も広い面積を有している。 

 

位置 

東端 

西端 

北端 

南端 

140°17′10″E 

140° 8′22″E 

140°14′46″E 

140°10′26″E 

35°15′20″N 

35°13′40″N 

35°19′38″N 

35° 9′56″N 

標高 
26.4ｍ（町役場） 

347.6ｍ（最高点：石尊山) 

面積 129.87km2 

 

 

(２) 地形 

本町の地形は、安房と上総の境をなす、鋸山から清澄山を結ぶ分水嶺の北部に形成された

上総丘陵と、この丘陵地を流下する夷隅川と養老川によって特徴付けられる。夷隅川は勝浦

市上植野に源を発し、町域の東側を大きく蛇行しながら北向きに流れ、中流域となる大多喜

付近で流路を東方向へ変え、いすみ市を貫流して太平洋へ注いでいる。町域の主な平坦地は、

大多喜の旧城下町である町役場などを中心とした夷隅川沿いの標高 20～30m の氾濫原と、こ

の氾濫原よりも 10ｍほど地盤の高い、夷隅川上流域に形成された河岸段丘の段丘面である。

養老川は、本町の清澄山山系に源を発し、蛇行しながら本町を北上し、市原市を貫流して東

京湾に注いでいる。 

 

(３) 地質 

下表に示す本町の地質層序のうち、未固結層は沖積層と関東ローム層のみで、上総層群以

下は半固結岩である。未固結層は下大多喜地区と夷隅川に沿って分布しているが、比較的軟

弱な地層であるため、地震動が増幅されることに留意する必要がある。上総層群以下の半固

結岩は、町域の大半を占め、北東から東方向の走行と北西から北方向の傾斜を持つ地層を形

成している。半固結岩の地盤は地震に対しては安定しているが、凝灰岩質の部分や互層を成

す地層の傾斜が、地形の傾斜に対して同一方向になっている斜面では、土砂災害に対する注

意が必要である。 
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表 本町の地質層序 

時 代 層 群 地 層 

第
四
紀 

沖積世 
 

沖積層 

洪積世 
関東ローム層 

上総層群 

国本層 

新
第
三
紀 

鮮新世 

梅ヶ瀬層 

大田代層 

黄和田層 

黒滝層 

中新世 

豊岡層群 安野層 

清澄層 

天津層 
安房層群 

 

(４) 気象 

千葉県は太平洋型気候区に属し、年間を通じて比較的温暖な気候であるが、房総半島中央

部に位置する本町では、海岸からの距離や地形の違いにより微気候的に変化に富んだ特徴を

呈する。一般には、夷隅川流域よりも養老川流域で気温の年較差が大きく、夷隅川流域では

海洋性気候と内陸性気候の中間型気候、養老川流域で内陸性気候となることが知られている。 

町内の大多喜観測所(降水量)と、町外で最寄りの坂畑観測所(降水量、気温、風速)の平年

値を下表に示す。本町の年間降水量は約 2,200mm で、月別の降水量は台風期の 10 月が約

290mm で最も多く、12月が約 90mm で最も少ない。本町付近の年間の平均気温は 13.8℃であ

るが、1、2月には日平均気温が氷点下となることがある。年間の平均風速は 0.9m/s と小さ

く、月別にみても約 1m/s 程度で比較的穏やかである。 

 

表 降水量・気温・風速の平年値（統計期間：1981～2010 年） 

大多喜観測所：大多喜町松尾 

坂畑観測所：君津市坂畑  

 項目 

 

月 

大多喜 坂畑 

降水量 

(mm) 

降水量 

(mm) 

平均気温(℃) 平均風速 

(m/s) 平均 日最高 日最低 

1月 105.7  95.2  3.4  9.4 -1.9 0.8 

2 月 115.0 100.0  4.0  9.8 -1.4 0.9 

3 月 225.2 190.4  7.2 12.7  1.7 1.1 

4 月 197.7 178.5 12.3 17.8  6.7 1.2 

5 月 192.8 173.5 16.5 21.6 11.7 1.1 

6 月 238.9 201.3 19.8 24.2 16.0 0.9 

7 月 181.7 171.4 23.7 28.0 20.2 1.0 

8 月 159.7 163.3 25.0 29.7 21.4 1.0 

9 月 279.5 252.8 21.6 26.0 18.0 0.8 

10 月 294.3 257.3 15.9 20.9 11.6 0.7 

11 月 157.3 144.9 10.7 16.4  5.7 0.7 

12 月  89.3  83.5  5.8 12.0  0.4 0.7 

年間 2236.9  2050.0 13.8 19.0  9.2 0.9 

出典：気象庁ホームページ 
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２. 社会環境 

(１) 人口 

平成 22年 10 月時点の本町の人口は 10,671 人で、世帯数は 3,584 世帯となっている。昭

和 60 年以降、人口は減少傾向にあり、昭和 60 年から平成 22 年までの 25 年間で約 2,700

人減少している。一方、世帯数は平成 2 年以降の 20 年間ほぼ横ばいであり、3,600 世帯前

後で推移している。本県の湾岸部の開発状況と比較して、内陸部は開発が遅れていることも

あり、また、交通体系的にも利便性に乏しいことから、本町の人口はゆるやかな減少傾向を

示している。 

 

表 人口・世帯数の推移 

  
世帯数 

 （世帯） 

人口（人） 

男 女 計 

昭和 60年 3,446 6,531 6,860 13,391 

平成２年 3,623 6,431 6,787 13,218 

平成７年 3,580 6,041 6,637 12,678 

平成 12年 3,607 5,793 6,328 12,121 

平成 17年 3,634 5,544 5,970 11,514 

平成 22年 3,584 5,148 5,523 10,671 

資料：国勢調査 

 

資料：国勢調査 

図 人口・世帯数の推移 



大多喜町地域防災計画 第１編 総則 
第４章 地勢概要等                                                  

 

総 - 14 

(２) 土地利用 

本町は、北部の小丘陵地と南西部の標高 250m～340m の山地が主体となって形成されてお

り、このほぼ中央部を夷隅川が流れている。こうした地形が土地利用にも反映し、総土地面

積 12,984ha のうち山林・原野が 5,919ha と町総面積の 45.6％を占めており、山林の占める

割合が非常に高くなっている。このほか、宅地・雑種地が 947ha（7.3％）、農用地が 1,640ha

（12.6％）、その他が 4,478ha（34.5％）となっている。 

 

表 土地利用面積 

 
総面積 

宅 地 

雑種地 
農用地 

山 林 

原 野 
その他 

面 積 (ha) 12,984 947 1,640 5,919 4,478

割 合 ( % ) 100 7.3 12.6 45.6 34.5

資料：平成 23年千葉県統計年鑑 

 

３. 過去の災害 

本町の位置する房総丘陵地帯は、年間降水量が 2,000mm を超え県内でも多雨地帯に属し、

これまでに台風や集中豪雨によって災害が多く発生している。過去の災害記録としては、昭

和 45年 7月１日の集中豪雨（総雨量 343mm）、平成 8年 9月の台風 17号(総雨量 364mm)、平

成 16年 10 月の台風 22号(総雨量 323mm）等があり、いずれも浸水被害が発生している。 

なお、東日本大震災(平成 23年 3月 11 日)発生時に本町では震度 4を観測したが、町域に

おいて揺れによる被害は発生していない。 

表 大多喜町が影響を受けた主な災害 

年月日 種別 規模 被害状況 

1880.10.1 

(明治 13年) 
風水害   

家屋全壊 4棟、破損 11棟、稲二分作、粟三分作、

そば四分作 

1881.11.6 

(明治 14年) 
風水害 

夷隅川 6.6m 増水、 

県道 2m冠水 
大多喜の旧城下町 48戸浸水、1戸流出 

1886.1.5 

(明治 19年) 
火災 小田代 神社、民家 15戸 30 棟全焼 

1891.12.5 

(明治 24年) 
火災 西部田 住宅 6戸全焼、付属建物 10数棟全焼 

1902.9.21 

(明治 35年) 
暴風雨   

大多喜町内家屋全壊 115 戸、半壊 40戸、死者 1

人、負傷者 1人 

1912.6.17 

(明治 45年) 
暴風雨 

夷隅川 8m増水、 

雨量 100mm 
久保浸水 20戸、深瀬橋流出 

1915.1.13 

(大正 4年) 
火災 桜台 焼失 59戸、半焼 2戸、114 棟 

1916.7.29 

(大正 5年) 
台風 30 日まで雨量 548mm 

全壊 179 戸、半壊 10戸、流出 1戸、浸水 225 戸、

死者 5人、負傷者 1人 

1916.12.27 

(大正 5年) 
火災 久保 8戸 14 棟焼失 
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表 大多喜町が影響を受けた主な災害 

年月日 種別 規模 被害状況 

1917.10.1 

(大正 6年) 
暴風雨   全壊 116 戸、半壊 73戸、負傷者 2人 

1921.10.10 

(大正 10年) 
豪雨 豪雨 339mm 山崩 2カ所、外廻増田橋浮動、浸水 184 戸 

1923.9.1 

(大正 12年) 
震災 M7.9 

家屋全壊 4戸、半壊 40戸、大多喜城への避難者

1130 人、大多喜町域より 9団体 105 人救援に出動

1924.7～8.3 

(大正 13年) 
旱害   植付不能 

1932.2.2～14 

(昭和 7年) 
暴風雨   浸水 12戸、全壊 4戸 

1935.5.22 

(昭和 10年) 
雹害 鶏卵大 学校、工場ガラス 6100 枚、苗代 25.6ha、麦、桑

1938.10.20 

(昭和 13年) 
水害   床上浸水 77戸、床下 15戸、深瀬橋、松尾橋流出

1948.9.15 

(昭和 23年) 
風水害 

アイオン台風 

風速 48m、雨量84.5mm
小学校校舎半壊 

1950.6.9 

(昭和 25年) 
水害 

不連続線停滞、 

雨量 267mm 
久保川氾濫、県道冠水 

1958.6.27 

(昭和 33年) 
水害 

台風 25号 

老川雨量 320mm 
百鉾橋流失、湯倉橋橋脚流失 

1960.8.20 

(昭和 35年) 
水害 

台風 14号 3日間雨量

305mm、水位 12.5m 

塩淵橋・蟹取橋流失、久保堤防溢水、流失家屋 2

戸、床上浸水 48戸 

1968.2.16 

(昭和 43年) 
雪害 参考：清澄の積雪 67cm 有線断線 130 回線、植林被害 5000 万円 

1970.7.1 

(昭和 45年) 

集中豪

雨 

総雨量 343mm、1時間最

大雨量 116mm、久保川

水門付近水位 12.55m 

死者 2人、重軽傷 9人、全壊 36棟、半壊 17棟、

床上浸水 276 戸、床下 335 戸、橋りょう流失15

橋、鉄道不通 24カ所、崖崩 2,390 カ所 

1971.9.7 

(昭和 46年) 
水害 

台風 25号、1時間最大

雨量 122mm 
床上浸水 46戸、床下 99戸、被害総額4.9 億万円

1972.12.24 

(昭和 47年) 
水害 総雨量 197mm 被害総額 1.7 億円 

1976.6 

(昭和 51年) 
低温 6月～7月 17度以下 水稲早稲種被害 1億円 

1987.12.17 

(昭和 62年) 
地震 

震源房総半島東方沖、

M6.7 
屋根瓦被害 545 棟、水道 306 カ所 

1989.8.1 

(平成元年) 

集中豪

雨 
総雨量 244mm 

住宅 1戸破損、床下浸水 4戸、農地冠水 10ha、被

害総額 5.3 億円 

1990.9.30 

(平成 2年) 
風水害 

台風 20号、 

総雨量 202mm 

住宅 1戸破損、住家浸水 15戸、農地冠水 10ha、

被害総額 5.4 億円 

1996.9.21～22 

(平成 8年) 
風水害 

台風 17号、 

総雨量 364mm 

床上浸水 41戸、床下浸水32戸、農地損壊 2.71ha

道路河川損壊 139 カ所 

2004.10.8～9 

(平成 16年) 
風水害 

台風 22号、 

総雨量 323mm 

河川溢水 2カ所（夷隅川、久保川)、住家一部損壊

5棟(倒木による)、床上浸水11戸、床下浸水 26

戸、崖崩れ 18カ所 

資料：「大多喜町史」(平成 3年、大多喜町) 

「行政のあゆみ」(大多喜町) 

「平成 16年千葉県水害報告書」(平成 17年 3月、千葉県) 

「大多喜ダム検証報告書」(平成 23年 3月、千葉県) 
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第１章 総則 

本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、地震による被害を軽減し、

住民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時からの災害予防対策、発災時における

災害応急対策及びその後の復旧・復興対策の基本について定め、防災対策に万全を期するもの

とする。 

第１節 地震対策の基本的視点 

平成 26年度に修正を行った本計画は、東日本大震災を踏まえて抜本的な見直しを図ったもの

であるが、見直しに当たっての基本的な視点は次のとおりである。 

１. 減災や多重防御の視点に重点を置き、ハード対策とソフト対策を組み合わせた総合

的な防災対策を推進すること 

東日本大震災により、ハード整備に依存した防災対策には限界があることを経験した今日に

あっては、今後想定すべき巨大災害に対しては減災の視点に重点を置き、住民の避難行動を軸

とした、人命の安全を守る対策を 優先に実施していかなくてはならない。 

そのためには、住民の「自助」、住民組織等の「共助」、行政による「公助」の各主体におけ

るソフト対策を講ずることが不可欠である。 

その上で、 大クラスの地震に対しても、多重防御の視点から、ハード対策・ソフト対策を

織り交ぜた、総合的な防災対策を推進することが重要である。 

２. 東日本大震災をはじめとする過去の重大な災害の被害・対応・教訓等を踏まえた実

効性の高い計画であること 

東日本大震災では、東北地方に甚大な被害をもたらしたが、千葉県においても津波により 14

名の死者、2 名の行方不明者が出たほか、住家、漁港、保安林、海岸保全施設、河川施設、港

湾施設、農地や農業用施設などにも大きな被害があった。また、東京湾岸の埋立地や利根川沿

いの低地において広範囲に液状化が発生し、住宅、橋りょう・道路、河川施設、海岸保全施設、

上下水道などのライフライン、学校、農業用施設などに被害があった。 

これらの被害を受け、県では、市町村、ライフライン事業者の震災の対応状況や、被災者の

避難・避難所生活の状況等の検証を行った結果、様々な課題が浮かび上がったところであり、

これらの被害や検証結果を踏まえた実効性の高い計画とすることが重要である。 

３. あらゆる可能性を配慮した最大クラスの地震・津波を前提とした計画であること 

中央防災会議は、東日本大震災を我が国の過去数百年の資料では確認できなかった大規模地

震であり、過去の地震・津波を前提とした、従前の想定手法の限界を意味するものであったと

報告している。これらの結果を踏まえ、今後の地震対策は、過去に発生した地震・津波像の全

容が必ずしも十分に解明されていない場合であっても、オーバーデザインとなることをおそれ

ずに、あらゆる可能性を考慮して、 大クラスのものを想定することとする。 

また、現在国において検討されている南海トラフの巨大地震や、これに伴う長周期地震動の
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影響等についても、十分考慮する必要がある。 

なお、大規模な地震では、他の災害が併発することにより、被害が拡大するおそれがあるこ

とを踏まえ、これらを可能な限り事前に想定して、予防・応急対策を行うことも重要である。 
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第２節 想定地震と地震被害 

千葉県では過去に、大正関東地震（1923 年関東大震災）や元禄地震（1703 年）の相模トラフ

沿いの大規模地震により大きな被害を受けている。また、 近では千葉県東方沖地震（1987 年）

や東北地方太平洋沖地震（2011 年）でも広域に被害が発生している。 

国の公表によると、南関東地域で今後 30年以内にマグニチュード７程度の地震が発生する確

率は 70％程度とされており、地震発生の蓋然性が高い状況にあると考えられている。 

１. 地震被害の想定 

千葉県では、近い将来(今後約 100 年程度)に千葉県に影響を与える可能性のある地震として、

①東京湾北部地震 ②千葉県東方沖地震 ③三浦半島断層群による地震を想定し、「平成 19

年度千葉県地震被害想定調査」を実施した。 

そのうち、本町に も影響を与える東京湾北部地震を本計画の前提条件として、その結果を

とりまとめる。 

(１) 地震の想定 

地震等の想定条件は、次のとおりである。 

震源域の位置    東京湾北部 

震源域の深さ    17km～33km 

マグニチュード   7.3  

発生季節等     冬季 18時、風速９m/s 

 

(２) 震度・液状化予測 

本町の震度は、震度５強～６弱、液状化危険度は、全域で「液状化対象外」と予測された。 

 

液状化可能性

高い

低い
極めて低い

やや高い

液状化対象外

■震度分布 ■液状化危険度分布 
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(３) 被害の概要 

想定地震による被害想定結果は、次のとおりである。 

■被害想定一覧 

項目 想定被害数 

原因別 

建物全壊 

棟数 

揺れ 400 棟 

液状化 0棟 

急傾斜地崩壊 20 棟 

合計 420 棟 

火災 炎上出火 3件 

焼失棟数 
77 棟（全壊を含む） 

71 棟（全壊を含まない） 

人的被害 死者 建物被害 4人 

火災 0人 

急傾斜地崩壊 1人 

ブロック塀等の転倒 0人 

屋外落下物 0人 

合計 6人 

負傷者 

(うち 

重傷者) 

 

建物被害 141(4)人 

火災 4(1)人 

急傾斜地崩壊 17(9)人 

屋内収容物の移転・

転倒等 
2(1)人 

ブロック塀等の転倒 4(2)人 

屋外落下物 0(0)人 

合計 168(16)人 

避難者（１日後） 2,480 人 

帰宅困難者（12時） 1,625 人 

エレベーター閉じ込め台数 10 台 

災害時要援護者死者 2人 

自力脱出困難者 57 人 

震災廃棄物 3万ｔ 

※合計は小数点以下の四捨五入の関係であわない場合がある。 
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第３節 減災目標 

１. 経緯 

地震防災対策特別措置法において、想定される地震被害を明らかにして、当該地震災害の軽

減を図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるとされた。 

本町では、千葉県地震防災戦略（平成 21 年９月）を参考に、本計画で定める防災・減災施

策によって体系的・計画的に地震防災対策の推進を図り、地震災害による死者数を０人にする

ことを目標とする｡ 

２. 防災・減災のための施策 

防災・減災のための施策として、以下の項目について計画的な推進を図る｡ 

(１) 防災まちづくりの推進 

・総合的な町内道路網の整備 

・国・県道の整備促進 

・老朽化の著しい橋りょうの予防的修繕と計画的な耐震化及び架換の推進 

(２) 防災体制の整備 

・防災行政無線の整備及び維持管理 

・広域的連携の強化による常備消防・救急体制の充実 

・ドクターヘリポートの確保による救急体制の充実 

・組織の再編成や団員の確保対策の強化等による消防団の活性化 

・消防資機材の整備・改善 

・防火水槽の増設や消火栓の適正配置等消防水利の整備 

・避難場所の周知徹底、防災備蓄資機材の充実、土砂災害ハザードマップの作成 

・各種危険箇所の点検・調査 

・急傾斜地の崩壊防止 

・河川の改修 

・治山・治水対策の推進 

(３) 防災意識の高揚 

・啓発活動の充実及び防火・防災訓練の実施 

・自主防災組織の組織化推進及び活動支援 
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第２章 災害予防計画 

第１節 防災意識の向上 

地震による被害を 小限にとどめ、被害の拡大を防止し、住民の生命、身体、財産を守るた

めには、防災関係機関の防災対策の推進にあわせて、住民一人ひとりが「自らの身の安全は、

自らが守る（自助）」ことを基本認識としながら地震についての正しい認識をもち、日頃から災

害時に冷静に行動できる力を身につけることが も重要なことである。 

このため、町、県、防災関係機関は、防災教育の推進に努めるとともに、被害想定等の実施

を推進し、また、災害危険箇所の把握に努め、これらの調査結果等をもとに、可能な限り多様

な媒体を用いて防災及び減災思想の普及、啓発活動を行い、住民の防災及び減災意識の向上を

図るとともに、各地域の自主防災組織、各事業所の防災体制の充実を図る。 

さらに、これら組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよう、実践的な防災訓練を積極的

に実施する。 

なお、震災知識の普及に当たっては、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者への広報にも十

分配慮するとともに、男女双方の視点を盛り込んだ分かりやすい広報資料の作成に努める。 

また、本町に被害をもたらす大規模地震に関する必要な資料を定常的に収集するとともに、

継続的に調査研究を進める。 

１. 防災教育 【総務課、教育課、生涯学習課】 

町は、児童生徒、各種社会教育団体や事業所の防災担当者、施設の防災要員等を対象に、学

校教育の場や講演会等により防災教育を推進し、防災知識の普及啓発を図るとともに、実践的

な防災行動力の向上に努める。 

(１) 学校における防災教育の実施 

防災教育は幼少期からの実施が有効であることから、安全教育の一環としてホームルーム

や学校行事を中心に、教育活動の全体を通じて行う。特に、発災時の危険、避難及び安全な

行動の仕方についての指導を行う。 

ア 学校行事としての防災教育 

防災意識の向上を図るため、防災に関する専門家や災害体験者の講演、起震車等による地

震模擬体験を実施する。 

イ 教科等による防災教育 

社会科教育や理科教育の一環として、自然災害の発生の仕組み、現在の防災対策、災害時

の正しい行動及び災害時の危険について教育を行う。また、自らの家庭、学校及び地域に関

する防災マップの作成等のテーマを通じて、身の回りの環境を災害の観点から見直すことに

より、防災を身近な問題として認識させる。 

ウ 教職員に対する防災研修 

災害時の教職員のとるべき行動とその意識、児童生徒に対する指導要領、負傷者の応急手

当の要領、火災発生時の初期消火要領、被災した児童の心のケア及び災害時に特に留意する
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事項について研修を行い、その内容の周知徹底を図る。 

(２) 社会教育における防災教育の実施 

公民館等の社会教育施設において、防災教室などの防災学習の機会を設ける。また、ＰＴ

Ａ等の各種社会教育団体の研修等において、防災に関する意識の啓発を図るように努める。 

(３) 事業所等の防災教育の実施 

事業所の防災担当者は、企業の社会的な位置づけを認識し、従業員等に対する防災研修や

防災教育を積極的に実施していく。 

(４) 防災上重要な施設における防災教育の実施 

ア 病院及び福祉施設における防災教育 

病院及び社会福祉施設の施設管理者は、要介護者の把握、避難誘導の訓練等、平常時から

十分な防災教育及び訓練活動を行うとともに、従業員及び入所者に対し、防災意識の高揚に

努める。また、夜間又は休日の発災に備え、近隣住民との共同訓練等により平常時から地域

との連携を深める。 

イ 観光施設、宿泊施設等における防災教育 

発災時の観光客の安全を図るためには、観光客への災害情報の周知及び避難誘導が も重

要である。このため、事業者は、従業員に対して消防設備、避難誘導、救出、救護等に重点

を置いた教育及び訓練を実施する。また、観光客には、災害時の避難等について掲示板、チ

ラシ等を通じて理解を得るよう努める。 

ウ その他不特定多数が集まる施設 

レクリエーション施設等不特定多数の人が集まる施設の管理者は、災害時に避難誘導、情

報伝達の他、各施設の特徴に応じた対策を迅速かつ確実に実施できるよう十分な防災教育及

び訓練を実施する。 

(５) 防災対策要員に対する防災教育 

ア 応急対策活動の習熟 

応急対策計画による被災者救護活動、情報収集活動、応急復旧活動等対策の周知徹底を図

る。 

イ 研修会及び講習会の開催 

学識経験者、防災機関の担当者等を講師とした研修会や講習会を開催していく。 

２. 過去の災害教訓の伝承 【総務課】 

町は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や

資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、住民に閲覧できるよう公開に努めるもの

とする。住民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自ら災害に備える手段を

講ずるとともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

３. 防災広報の充実 【総務課】 

平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけるなど、自助・共助の取組みを

強化するため、町は、あらゆる広報媒体を活用し防災広報の充実に努める。特に、高齢者、障
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害者、外国人等の要配慮者への広報に配慮し、男女双方の視点を盛り込んだ分かりやすい広報

資料の作成に努める。なお、震災知識の普及に当たっては、住民や防災関係者に周知すべき知

識を重点的に知らしめるものとする。 

(１) 自らを守るための知識 

ア 建物の耐震対策、家具の固定、ブロック塀等の安全対策、落下物防止対策 

イ 食料、飲料水等の備蓄、救急用品等非常持出品の準備 

ウ 出火の防止及び初期消火の心得、住宅用火災警報器の設置 

エ 緊急地震速報の活用方法 

オ 避難路、避難地、避難方法及び避難時の心得 

カ 地域の地盤状況や災害危険箇所 

キ 防災学習（自助・共助・公助についての考え方を含む） 

ク 帰宅困難者の心得 

ケ 地震保険の制度 

(２) 地域防災力を向上させるための知識 

ア 救助救護の方法 

イ 自主防災活動の実施 

ウ 防災訓練の実施 

エ 企業の事業継続計画（ＢＣＰ） 

(３) その他一般的な知識 

ア 地震、津波、液状化に関する一般知識、災害発生履歴、調査結果 

イ 各防災機関の震災対策 

ウ 地域防災計画の概要 

(４) 防災広報手段と内容 

媒体 対象 内容 

広報おおたき 

講演会 

広報車 

ビデオ・ＤＶＤ 

学級活動 

パンフレット 

リーフレット 

テレビ 

ラジオ 

インターネット 

等 

地域住民 

自治会 

自主防災組織 

児童生徒・幼児 

町職員 

ボランティア 

・地域防災計画の概要 

・各防災機関の震災対策 

・地震、津波に関する一般知識 

・出火の防止及び初期消火の心得 

・屋内外、高層ビル、地下街等における地震

発生時の心得 

・ハザードマップ(地震・洪水) 

・避難所、避難路、避難地 

・避難方法、避難時の心得 

・食料、救急用品等非常持出品の準備 

・学校施設等の防災対策 

・建物の耐震対策、家具の固定 

・災害危険箇所 

・自主防災活動の実施 

・防災訓練の実施 

・発災した災害の情報及び町の対応 

他 

(５) 報道機関との協力 
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報道機関から防災に関する報道をするに当たり、資料の提供等の依頼を受けた場合は、積

極的に協力する。災害広報を行うに当たり、必要と認める場合は、報道機関に対し協力を依

頼する。また、昭和 60年 9月 1日から実施されている「緊急警報放送」についても、必要な

場合には、協力を求める。 

４. 自主防災体制の強化 【総務課、消防本部】 

発災直後の自助の取組みに加え、地域のつながりにより、自発的に救助活動や消防活動を行

う自主防災組織などの共助や事業所防災体制を強化するなど、地域コミュニティにおける防災

体制の充実を図る。 

(１) 自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

地震による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たちの地域は自分たちで守る」と

いう共助として、住民の自主的な救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推

進、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難等を行うことが必要であり、特に高齢者、

障害者等の所在を把握し、救出救護体制を整備することが必要である。 

このため、町は地域住民による自主防災組織の設置促進と活性化を図ることとし、日頃か

ら大地震が発生した場合を想定した訓練の実施などを推進する。また、要配慮者の救出救護

体制の整備として、地域住民と協力して避難行動要支援者避難支援プランの策定を進めるこ

ととする。 

自主防災組織は、日頃地域活動に大きな役割を果たしている女性の経験や能力を活用する

とともに、十分な活動ができるよう各種資機材の整備の充実に努める。 

また、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動力の養成等を図るためには、継

続的な防災活動とそれを支える消防団、民生委員、小中学校、地域のボランティア等の地域

コミュニティによる防災ネットワークづくりが重要であり、町は県と協力してこれを促進す

る。 

■自主防災組織の活動形態 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の醸成、家庭内の安全対策） 

２ 地震による災害危険度の把握（土砂災害危険区域、地域の災害履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・救助用・防災資機材等の整備） 

６ 要配慮者対策（避難行動要支援者の把握、支援方法の整理など） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災組織・消防団・福祉団体・企業などと

の合同訓練、学校等との避難所運営訓練） 

８ 避難者の健康管理及び感染症予防・栄養・食生活等の知識の啓発 

発 

災 

時 

１情報の収集及び伝達（被害の状況、ライフラインの状況、避難勧告又は指示など） 

２出火防止、初期消火 

３救出・救護（救出活動・救護活動） 

４避難（避難誘導、避難所の運営等） 

５給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の配分、炊き出しなど） 

 

(２) 事業所防災体制の強化 
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ア 防災・防火管理体制の強化 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部（以下「消防本部」という。）は、消防法第8条の

規定に基づき、学校、病院等多数の人が出入りする施設について、出火の防止、初期消火体

制の強化等を指導する。 

また、高層建築物等の防災体制については、消防法第8条の2の規定により、共同防火管理

体制が確立されるよう指導するとともに、発災時には事業所の共同防火管理協議会が中心と

なった防災体制がとられるよう指導する。 

なお、平成 21年 6月から、百貨店・ホテル・オフィスビル等多数の人が利用する大規模・

高層の建築物等については、消防法第 36条の規定により防災管理者の選任、防災管理に係る

消防計画の作成、自衛消防組織の設置及び防災管理点検報告の実施が義務付けられたことか

ら、消防本部は、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保するよう指導す

る。 

イ 危険物施設及び高圧ガス施設等の防災組織 

危険物施設は、災害が発生した場合、周囲に及ぼす影響が大きいことから、事業所の自主

防災体制の強化及び相互間の応援体制を確立する。また、高圧ガスには爆発性、毒性等の性

質があり、地震によって高圧ガス施設等に被害が生じた場合には防災機関のみでは十分な対

応を図ることができないことが考えられる。 

このため、消防本部は危険物施設等管理者に対し自主防災体制の確立を図るよう指導する。 

ウ 中小企業の事業継続 

町は、震災等の危機管理対策の取組が遅れている中小企業者等を対象に、事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定について、普及啓発と取組の促進を図る。 

５. 防災訓練の充実 【総務課】 

町は、地震による被害を 小限にとどめるため、防災関係機関等と協力し、各種の災害訓練

を実施することにより、突発的に起こる災害に対応できるよう職員及び住民の防災意識を高め

ていく。 

(１) 総合防災訓練の実施 

大規模な地震の発生を想定して、総合的な防災訓練を実施し、防災対策の習熟と防災関係

機関相互の協力連携体制の確立を図る。 

ア 実施の時期及び回数 

防災の日を中心とした日又は訓練効果のある日を選び、年１回以上実施するように努める。 

イ 実施方法 

町の主催又は県との共催により、防災関係機関、関係団体及び住民の協力を得て実施する。 

ウ 訓練種目 

・災害対策本部等の設置運営訓練 

・災害情報の伝達収集及び広報訓練 

・災害現地調査訓練 
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・避難誘導訓練 

・避難所及び救護所運営訓練 

・応援派遣訓練 

・道路応急復旧訓練 

・消防訓練 

・水防訓練 

・防災関係機関の連携活動訓練 

・自主防災組織等の活動支援訓練等 

(２) 町及び防災関係機関が実施する訓練 

町及び防災関係機関は、必要に応じて次のような訓練を実施する。なお、訓練の実施時期

は、庁内の人事異動の後など、訓練内容に応じて実施時期を工夫する。 

・消防訓練 

・避難救助訓練 

・災害通信連絡訓練 

・非常招集訓練 

・緊急輸送道路、主要幹線道路等の応急復旧訓練 

(３) 事業所、自主防災組織及び住民の訓練 

災害時に自らの安全を確保するためには、日ごろから住民相互の協力のもと自衛的な防災

活動を実施していくことが重要である。 

このため事業所、自主防災組織及び住民は、平常時から訓練を実施し、災害時の行動を習

熟するとともに、関連する防災機関との連携を深めていく。 

ア 事業所の訓練 

学校、病院、工場、事業所等の防火管理者は、その定める消防計画に基づき避難訓練を年

２回以上実施する。また、地域の一員として、町及び地域の防災組織の行う防災訓練にも積

極的に参加する。 

イ 自主防災組織等の訓練 

各自主防災組織等は、地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、組織活動の習熟及

び関連防災機関との連携を図るため、町及び消防機関の指導のもと、地域の事業所とも協調

して、年１回以上の組織的な訓練を実施するように努める。自主防災組織等から指導協力の

要請を受けた防災関係機関は、関連する諸機関との連携を図り、積極的に自主防災組織等の

活動を支援する。 

ウ 住民の訓練 

住民一人ひとりの災害時の行動の重要性を考慮して、町及び防災関係機関は、防災訓練に

際して広く住民の参加を求め、住民の防災知識の普及啓発、防災意識の高揚及び防災行動力

の強化に努める。住民は、防災対策の重要性を認識し、各種の防災訓練への積極的かつ自主

的な参加、家庭での防災会議の実施等の防災行動を継続的に実施していく。 



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
第２章 災害予防計画                                               

 

震 - 12 

６. 調査・研究 【総務課】 

地震による災害は、建物の倒壊や火災の延焼、ライフライン施設の破壊等災害事象が広範か

つ複雑である。このため、地震及び地震防災に関する調査研究機関との連携を図りながら、地

域の自然特性、社会特性等を正確に把握し、震災対策を総合的かつ効果的に推進していく。 

(１) 基礎的調査研究の実施 

震災の調査研究の基礎となる自然条件及び社会条件を把握し、町内及び県内で調査、収集

することによりデータベース化して情報の利用を図る。 

ア 自然条件 

自然条件に関しては、次のような項目に関して情報の調査・収集及び活用を図る。 

(ア) 地盤及び地質：ボーリング柱状図及び表層地質図 

(イ) 活断層の状況：活断層の分布及び活動状況 

(ウ) 地震観測：気象庁等防災関係機関の設置する地震観測機器のネットワーク化 

イ 社会条件 

社会条件は、次のような項目に関して情報の調査、収集及び活用を図る。 

(ア) ハード面 

・建築物の用途、規模、構造等の現況 

・道路、橋りょう、ライフライン施設等公共土木施設の現況 

・ガソリンスタンド等危険物施設の現況 

・耐震性貯水槽等消防水利の現況 

(イ) ソフト面 

・昼夜間人口、要配慮者等人口の分布 

・住民の防災意識 

(２) 周辺市町村への支援体制の検討 

本町は内陸に位置し、海岸線を持たないことから津波による被災のおそれはなく、また、

液状化の可能性も低いため、房総半島南部の他市町村に比べ、地震防災環境の面で比較的有

利な条件にある。このため、津波を伴う大地震が発生した場合には周辺市町村へ支援を行う

立場となる可能性が高いことから、夷隅郡市または房総半島南部における後方支援拠点とし

ての本町のあり方について、調査を検討する。 
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第２節 火災等予防対策 

関東地震の死亡者の９割弱が火災を原因とするものであり、現在も木造密集市街地で同時に

多発する火災による二次災害の危険性は高い。また、市街地では可燃物の密集、ガソリン等各

種危険物の貯蔵・取扱量の増大、木造密集市街地の拡大等、関東地震時以上に危険要因が増え

ている。今後、起こりうる首都直下地震などの大地震には、何よりもまず、地震火災を 小限

に抑えることが重要であり、一般家庭や危険物施設等への指導による出火防止や建築物の不燃

化促進等を実施する。 

１. 地震火災の防止 【総務課、消防本部】 

(１) 建築物等の出火防止 

ア 一般家庭に対する指導 

消防本部は、自治会、自主防災組織等各種団体を通じて一般家庭に対し、火気使用の適正

化及び消火器具等の普及と取扱い方について指導を行い、「身の安全を確保した後、火の始末、

火が出たら消火」等の地震の心得の普及及び徹底を図る。 

また、住宅火災による死者数の低減に有効な手段である住宅用火災警報器が町内全ての住

宅に適正に設置されるよう普及促進に努めるとともに、防炎製品の活用を推進する。 

さらに、復電時における通電火災等を防止するため、関係機関と連携し、出火防止対策を

推進する。 

イ 防火対象物の防火・防災管理体制の確立 

消防本部は、防火管理者、防災管理者選任義務対象の防火対象物には、必ず防火管理者、

防災管理者の選任を期すとともに、小規模防火対象物についても、地震に対する事前対策と

発災時の応急対策が効果的に行えるよう指導を強化し、職場における防火・防災管理体制の

確立を図る。特に、ホテル及び高層建築物等火災時の危険性の高い建築物に対しては、指導

の強化を図る。 

また、複数の用途が混在し管理権原が分かれている雑居ビル等の防災体制については、共

同防火管理体制が確立されるように指導するとともに、災害時には事業所の共同防火管理協

議会が中心となった防災体制がとれるように指導する。 

ウ 予防立入検査の強化指導 

消防本部は、消防法第４条の規定による立入検査を強化し、消防対象物の用途、地域等に

応じた計画的な立入検査等を実施し、常に当該区域内の防火対象物の状況を把握するととも

に、火災発生危険の排除に努め、予防対策の万全を期する。 

エ 危険物施設等の保安監督の指導 

消防本部は、消防法の規制を受ける危険物施設等の所有者、管理者等に対し、自主防災体

制の確立、保安要員の適正な配置及び危険物取扱従事者等に対する教育を計画的に実施する

よう指導し、当該危険物施設等に対する保安の確保に努めさせるとともに、消防法の規定に

基づく立入検査を実施し、災害防止上必要な助言または指導を行う。また、夷隅郡市広域市

町村圏事務組合火災予防条例の規定に基づく少量危険物・指定可燃物の管理及び取扱いにつ
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いても、所有者、管理者等に対して必要な助言または指導を行う。 

オ 化学薬品等の出火防止 

消防本部は、化学薬品を取り扱う学校、病院、薬局、研究所等の立入検査を定期的に実施

し、保管の適正化の指導を行う。 

カ 消防同意制度の活用 

消防本部は、建築物の新築、改築等の許可、認可、確認の同意時、防火の観点からその安

全性を確保するため、消防法第７条に規定する消防同意制度の効果的な運用を図る。 

(２) 初期消火 

町及び消防本部は、家庭及び職場での初期消火の徹底を図るため、各家庭や職場に対して消

火器具の設置を奨励するとともに、地域住民や自主防災組織に対して初期消火に関する知識、

技術の普及を図る。 

(３) 延焼拡大の防止 

ア 消防団の強化 

消防団は、震災時に常備消防を補完して消火活動を行うともに、平常時は住民や自主防災

組織に対して出火防止、初期消火等の指導を行う。地域別の被害想定等を考慮し、消防活動

上必要な消防団員の確保のため町の留意すべき事項は、次のとおりである。 

(ア) 消防団に関する住民意識の高揚 

(イ) 処遇の改善 

(ウ) 消防団の施設・整備の改善 

(エ) 女性消防団員の積極的確保・能力活用 

(オ) 機能別消防団員・分団の採用の推進 

イ 消防水利の整備 

町は、消防水利の実態を把握し、地震による消火栓の使用不能状態に陥る可能性を考慮し

て耐震性防火水槽の設置や河川、プール等の利用による水利の年次計画等を策定し、計画的

に整備を図っていくとともに、既存の消防水利の耐震性の確保に努める。 

ウ 市街地における空中消火の検討 

市街地に同時多発火災が発生した場合に備え、町及び消防本部は「消防防災ヘリコプター

の効果的な活用に関する検討会報告書（平成 21年 3月）」を基に、市街地における空中消火

について検討する。 

２. 建築物不燃化の促進 【建設課、消防本部】 

(１) 建築物の防火規制 

本町には、防火地域又は準防火地域に指定されている地域はないが、建築物が密集し、火災

により多くの被害を生じるおそれのある地域においては、県と協議の上、防火地域又は準防火

地域の指定を行い、耐火建築物又は防火建築物の建築を促進する。また、上記以外の地域にお

ける延焼の防止を図るため、建築基準法第 22条の規定による屋根不燃区域の指定を行い、木

造建築物の屋根の不燃措置及び外壁の延焼防止措置を推進する。 
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３. 防災空間の整備・拡大 【総務課、建設課】 

住宅密集地における街路は、人や物を輸送する交通機関のみならず震災時においては、火

災の延焼防止機能も有している。街路の整備は、沿道構築物の不燃化を促し、オープンスペ

ースとして火災の延焼を防止するなど災害に強いまちづくりに貢献することが大きい。 

町及び県は、住宅密集地の構造、交通及び防災等総合的に検討し、特にその効果の著しい

広幅員の幹線街路については、緊急性の高いものから整備を図っている。 
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第３節 消防計画 

大規模災害・特殊災害などの各種災害の発生に対処するため、高度な技術・資機材など消防

体制及び消防施設の整備拡充に努めるほか、消防職員及び団員に対する教育訓練、消防思想の

普及及び市町村相互間の応援体制等の推進を図る。 

１. 消防施設の整備 【総務課、消防本部、消防団】 

町及び消防本部は、必要に応じ県へ支援を要請して消防施設強化事業を推進し、消防力の充

実・強化を図る｡ 

(１) 消防ポンプ車等、水利等消防施設の現況の把握 

本町における消防力の現況は、以下のとおりである。 

■本町の消防力（平成 26年４月１日現在） 

体 制 
消防分団 

消防団員 

  6 

347 

設 備 

水槽付きポンプ車 

ポンプ自動車 

小型動力ポンプ積載車 

その他消防車輌 

  1 

  8 

 16 

  2 

施 設 

消火栓 

防火水槽 

その他水利 

178 

247 

 89 

(２) 消防団の施設・設備 

地域おける消防力の強化を図るために、財政事情その他必要に応じ県に支援を要請し、老

朽化した消防団詰所の改築や、消防ポンプ車の更新を実施する。 

２. 消防団員の教育訓練 【総務課、消防本部、消防団】 

県消防学校において、消防庁で示す「消防学校の教育訓練の基準」に基づく教育訓練を行う。 

(１) 基礎教育（新任科） 

(２) 専科教育（警防科） 

(３) 幹部教育（初・中級幹部科） 

(４) 特別教育（指導員科・訓練指導科・女性消防団員科・一日入校及び現地教育） 

３. 市町村相互の応援体制 【総務課、消防本部】 

消防組織法第３９条の規定により、千葉県広域消防相互応援協定が締結されているので、運

営の推進を図るとともに、町においては、他の市町村との相互の連絡調整を密にして各種災害

に対応する。 

また、平成８年度に策定した「千葉県消防広域応援基本計画」に基づいた迅速かつ的確な広

域応援が市町村間で実施できるよう、情報受伝達訓練等の各種訓練及び応援可能部隊や応援可

能資器材リストの更新を行う。 

＜資料編 千葉県広域消防相互応援協定＞ 
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４. 消防思想の普及 【総務課、消防本部、消防団】 

町及び消防本部は、各種の行事を行い消防思想の普及徹底を図る。 

(１) 春秋２回の火災予防運動を実施する。（各 1週間） 

(２) 消防大会及び操法大会を開催して、消防職員・団員の士気の高揚を図る。 

(３) 各種講習会等を開催する 

(４) 関係団体と協力して、消防思想の普及及び火災予防の徹底を図る。 
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第４節 建築物の耐震化等の促進 

既成市街地のなかには、道路・公園などの都市基盤の整備が不足し、かつ、老朽建築物が多

い木造密集市街地が相当数存在しており、建築物の倒壊等の集中的被害が生じるおそれがある。 

また、建築基準法の耐震基準に適合しない既存建築物、ブロック塀や落下物など、地震に対

する安全性の向上を図る必要がある。 

なお、東日本大震災においても、水道、電気、ガスなどのライフライン等の一部が寸断した

ことから、各施設の耐震性について、さらに強化を図るものとする。 

１. 市街地の整備 【企画財政課】 

本町の中心部は、主に木造建築物が主体となった市街地を形成しており、大規模地震発生時

には建築物の倒壊等の集中的被害が生じるおそれがある。このため町は、土地利用関連計画の

総合調整により、街区を防災機能の確保された適正な土地利用へと誘導し、防災上安全な市街

地の形成を図る。 

２. 建築物等の耐震対策 【総務課、建設課、教育課】 

(１) 既存建築物の耐震診断及び耐震改修の促進 

現行の建築基準法による耐震基準適用以前の建築物は地震による被害が大きくなる可能性

が高い。建築物にかかわる防災対策は、建築物の所有者や管理者が自己の責任において自ら

の建築物の安全性を確保することが原則であることから、所有者等には、既存建築物の耐震

性能の確保・向上のための耐震改修等を積極的に努めるよう、指導を徹底していく必要があ

る。このため町は、次のとおり既存建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る。 

ア 耐震診断技術マニュアルの整備と建築士による耐震診断の促進 

イ 建築物の耐震化に関する講習会の開催 

ウ 応急危険度判定体制の確立 

エ 建物所有者に対しパンフレット等による耐震診断の必要性のＰＲ 

オ 建物所有者に対し建築物の安全確保に関する知識の普及及び啓発 

(２) 防災上重要な施設及び公共建築物の耐震化 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第 123 号）及び「千葉県耐震改修

促進計画」に基づく「大多喜町耐震改修促進計画」に沿い、災害時の拠点施設として利用さ

れる防災上重要な施設、及び不特定多数者が利用する公共建築物について、耐震診断及び耐

震補強工事を推進する。 

(３) 教育施設の耐震化 

学校施設の耐震化は平成 26年度末現在、概ね終了している。今後は、社会教育施設である

公民館、コミュニティセンター等、災害の種類に関わらず地区住民の避難所となる施設につ

いて、計画的な耐震化を進めていく。 

(４) ブロック塀等の安全対策 

ア ブロック塀等の倒壊・落下防止 
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町は、「千葉県コンクリートブロック塀等安全対策推進要綱」（昭和 58 年 9 月制定）に基

づき、県と連携して適正な築造方法の啓発・普及に努めるとともに、既存のブロック塀等の

所有者・管理者に対しては、倒壊防止と安全確保のため、必要な助言又は指導に努める。 

また、「千葉県屋外広告物条例」（昭和 44 年千葉県条例第 5 号）に基づき、倒壊や落下に

より公衆に危害を及ぼすことがないよう、屋外広告物の設置者・管理者に対し、補修等必要

な管理を行い、良好な状態を保持するよう啓発に努める。 

イ 自動販売機の転倒防止 

町は、関係団体等と連携して、「自動販売機据付基準」の周知等を行い、自動販売機の転

倒防止を推進する。 

(５) 落下物防止対策 

町は「千葉県落下物防止指導指針」（平成 2年 11 月制定）に基づき、建築物の窓ガラス、

袖看板等の落下による歩行者等の被害を未然に防止するため、当該窓ガラス等の落下に関す

る専門知識及び技術の普及・建築物所有者等への啓発等に努める。 

また、商業地など人通りの多い道路や、町が定める震災時の避難路に面する 3 階以上の既

存建築物を対象に、窓ガラス、袖看板等の落下による危険性のあるものについては、建築部

物の所有者等に対して、適切な改修や補修の指導を行う。 

(６) 家具・大型家電の転倒防止 

町は、ホームページ、町広報紙及び住民対象の各種イベントにおいて、家具・大型家電の

転倒防止対策の重要性を啓発する。 

(７) 建築防災体制の整備と安全対策の啓発 

町は、地震による建築物等の損壊や損壊に起因した二次的な人や物への被害を未然に防止

するための施策を、町内全域に的確かつ円滑に推進するとともに、地震に関する安全対策の

啓発・普及に努める。また、民間の建築関係団体との連携を図り、建築物の所有者や管理者

向けの耐震相談窓口の開設、耐震相談会・講習会の開催、パンフレットの配布等により、地

震に関する安全対策の啓発・普及に努める。 

３. ライフライン施設の耐震対策 【各関係機関】 

水道、電気、通信、ガス等のライフライン施設が震災時に被害を受けると、生活機能を麻痺

させるばかりではなく、応急対策を実施する上での大きな障害となる。このため、各施設にお

ける耐震性を考慮した設計指針に基づき、耐震性の強化、代替性の確保、系統多重化等被害軽

減のための諸施策を実施して、被害を 小限に食い止めるよう万全の予防措置を講じていく。 

(１) 水道施設 【環境水道課】 

水道事業者は、水道施設の耐震性の向上を図ることにより、地震発生に伴う被害を 小限

にとどめる。 

ア 給水施設の整備 

災害時には、給水施設の損壊又は破損による断水や飲料水の汚染が発生するおそれがある

ため、給水施設の耐震化を促進する。 
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イ 配水池等の補強 

配水池等及び管理棟の耐震性に問題があるものについては、二次災害を回避するため補強

を行い、耐震性の向上を図る。 

ウ 老朽管の更新等による配水管等の耐震化 

石綿セメント管等老朽化した管及び耐震性に劣る管路については、将来目標を定め、ダク

タイル鋳鉄管に計画的に布設替えを実施するなど整備を図る。 

エ 給水装置等の耐震化 

給水装置等の耐震化を進めるよう利用者の理解と協力を求め、耐震化を図る。特に、避難

所、病院等の防災上重要な施設を優先する。 

(ア) 可とう性、伸縮性を有する継手の採用 

(イ) 耐震性の高い構造、材料を採用・推進 

オ 新設施設の耐震化 

新設する施設の計画、調査、設計及び施工の各段階において耐震化対策を講ずる。 

 

(２) 電気施設 【東京電力株式会社木更津支社】 

ア 災害予防計画目標 

建物については、建築基準法、土木工作物（機器基礎を含む）についてはダム設計基準、

港湾工事設計要覧、道路橋設計示方書などの基準水平震度とする。 

イ 防災施設の現況 

(ア) 変電設備 

近の標準設計では、機器の耐震設計は水平加速度 0.3～0.5Ｇ、機器基礎の耐震設計は

水平加速度 0.2Ｇを下限値とし、地域別・地盤別・構造種別・重要度別の各系数により補

正している。建物については、建築基準法による耐震設計を行っている。 

(イ) 送電設備 

架空送電設備に対する地震力の影響は風圧荷重によるものに比べ小さいため、地震時荷

重についてはその検討を一般に省略している。ただし、軟弱地盤や活断層付近に支持物を

布設する場合は、地盤の変動・破壊に起因する被害を受けるおそれがあるためその地盤に

応じた適切な対策を実施している。 

また、地中送電設備では 154KV 以上のケーブルヘッドについては水平加速度 0.3Ｇ、共

振正弦 3波に耐えるよう耐震設計を行っている。 

(ウ) 配電設備 

震度 6（水平 大加速度 0.3Ｇ）の地震に対し、おおむね送電可能の施設をしている。 

(エ) 通信設備 

水平加速度 0.5Ｇに耐えるよう機器を施設している。 

ウ 保守・点検 

電気工作物を常に法令で定める技術基準に適合するよう保持し、さらに事故の未然防止を

図るために定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には特別の巡視）
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並びに自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電事故の防止を図る

ほか、漏電等により出火にいたる原因の早期発見とその改修に努める。 

 

(３) ガス施設 

【大多喜ガス株式会社、千葉県ＬＰガス協会】 

設備、施設の設計は、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並びに建築学

会、土木学会の諸基準及び日本ガス協会基準に基づいている。 

各施設の安全化のための対策は、次のとおりである。 

ア 製造施設 

(ア) 施設の重要度分類に基づき、それぞれのクラスに応じた設計法を適用し、耐震性の

向上及び安全性を確保する。 

(イ) 緊急遮断弁、防消火設備、防液堤の設置、保安用電力の確保等の整備を行い、二次

災害の防止を図る。 

イ 供給施設 

(ア) 新設設備は、ガス事業法「ガス工作物の技術上の基準」等に基づき耐震性を考慮し

た設計とし、既設設備は、必要に応じて補強等を行っている。 

a ガスホルダーやガス導管の設計は、地震力を考慮して設計しているほか、安全装置、

遮断装置、離隔距離等を考慮して設置している。 

b ガス導管材料は高・中・低圧別に区分し、それぞれの状態に応じた 適な材料・継

手・構造等を採用し、耐震性の向上に努めている。特に、低圧導管においては、地

盤変位を吸収し、地震による損傷を 小限にくい止めるポリエチレン管（ＰＥ管）

を採用している。 

(イ) 二次災害の発生を防止するため、ホルダーの緊急遮断装置による緊急遮断、導管網

のブロック化、放散塔による中圧導管の緊急減圧措置を行う。 

a 導管網のブロック化 

震災時に被災地区への供給確保及び早期復旧を進めるため、供給区域をブロック化し

ている。 

(ウ) 放散塔の設置 

地震時のガスによる二次災害を防止するため、中圧導管の管内ガスを安全に空中放散す

る必要があることから、工場、整圧所、幹線ステーション等に放散塔を設置している。 

ウ 通信施設 

ループ化された固定無線回線の整備及び可搬型無線回線の整備を行っている。なお、固定

局のアンテナ類は耐震設計がなされている。 

(ア) その他の安全設備 

a 地震計の設置 

地震発生時、各地の地震動が把握できるよう工場・整圧所・幹線ステーションに地震

計を設置するとともに、地区ガバナには、ＳＩセンサーの設置を行っている。 
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b 安全装置付ガスメーターの設置 

二次災害を防止するため、200 ガル以上の地震時にガスを遮断する安全システム（マ

イコンメーター）の普及促進に努めている。 

 

(４) 電話施設 

 【東日本電信電話株式会社・株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店・ＫＤＤＩ株式会社】 

ア 建物設備 

建築基準法による、耐震設計を行っている。耐震設計目標は、震度 6（弱・強）に対して

軽微な損傷、震度 7に対しては倒壊を回避する。 

イ 局外設備 

(ア) 土木設備 

a マンホール・ハンドホール及び埋設管路から構成されており、管路の接続には、離

脱防止継ぎ手等を使用して耐震性を高めている。 

b 構造系の異なる接続部は、フレキシブルジョイント化により耐震性を強化する。 

c 耐震性の高い、中口径管路の導入を促進する。 

(イ) 線路設備 

a 中継ケーブル網設備の 2ルート化及び地中化を推進する。 

b 幹線系ルートは、プライオリティー付けを行い、高規格な中口径管路・とう洞に収

容し、設備の耐震性強化を図る。 

ウ 局内設備 

(ア) 交換機等は、キャビネット型設備（自立型）の導入を促進し、耐震性の強化を図る。 

(イ) 通信設備の周辺装置（パソコン等）については、転倒防止対策を実施する。 

エ そ の 他 

震度 4以上の地震が発生した場合、設備点検を実施する。 

４. 道路及び交通施設の安全化 【建設課】 

(１) 災害に強い道づくり 

道路は、震災時において救援救護活動、緊急物資の輸送等の重要な役割を担っていること

から、耐震対策を実施し、安全確保に努めるとともに、リダンダンシー（多重化による代替

性）を確保するための道路ネットワークの強化を図るなど、災害に強い道路の整備や、被災

地域の復旧復興に資する幹線道路等の整備に努める。 

(２) 道路橋りょう防災計画 

道路及び橋りょうは、社会活動、経済活動及び住民の日常生活に欠くことのできないもの

であると同時に、災害発生時には応急対策及び災害復旧の根幹となるべきものであり、特に

山地地区においては、孤立防止を図らなければならない。 

したがって、これら道路及び橋りょうについては、事前の予防措置として各施設の耐震性

を考慮し、耐震性の強化及び被害軽減のための諸施策を実施していく。 
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ア 災害時道路ネットワーク 

県が定める緊急輸送道路のほか、近隣市町間を結ぶ幹線道路その他災害時の重要な機能を

有する道路ネットワーク（災害時道路ネットワーク）を形成し、耐震化その他整備を進める。 

イ 耐震性の向上 

道路及び橋りょうの耐震性の向上を図るため、前項において災害時道路ネットワークに位

置付けられた道路を中心に次の対策を実施する。 

(ア) 道路防災点検調査 

道路、橋りょう、盛土、擁壁の状況や土砂崩れ等の危険箇所を平常時に点検調査する。 

(イ) 安全化対策工事 

道路防災点検調査の結果、危険と判定された箇所は、速やかに安全化対策工事を行う。 

(ウ) 橋りょう対策 

a 町管理の橋りょうについては、道路防災点検の結果、必要な耐震措置、洗掘防止措

置を速やかに実施するほか、老朽橋の架け替工事を計画的に実施する。 

b 国、県等が管理する橋りょう及び今後新設する橋りょうについて新たな耐震設計手

法が確立されるまでは、阪神・淡路大震災に伴い国土交通省から通知のあった「橋、

高架の道路等の新設及び補強に係る当面の措置」に基づき耐震対策を実施する。 

(エ) 斜面地等対策 

法面保護等の安全対策を実施する。 

５. 鉄道施設 【いすみ鉄道(株)、小湊鐵道(株)】 

鉄道は、通勤、通学等の生活路線として、社会活動を支える重要な施設であり、震災時にお

いても、救援救護活動、緊急物資の輸送などの重要な役割を担っていることから、耐震対策を

実施し、安全確保に努める。 

新たな耐震設計手法が確立されるまでの当面は、「既存の鉄道構造物に係る耐震補強の緊急

措置について（平成７年７月運輸省通達）」及び「鉄道構造物等設計基準（耐震設計）（平成

10年 12 月運輸省通達）」に基づき鉄道施設の耐震対策に努めるものとする。 

(１) 車両の耐震化 

現在、車両にはすべて車体下に二重のばね緩衝装置を設けて、耐震性を十分考慮している。 

(２) 構造物の耐震化 

在来の土木建築物については、建設当時に使用されていた地震荷重が考慮されている。 

兵庫県南部地震に伴い国土交通省は、当面の緊急措置として、緊急性の高いものから優先

的に耐震補強工事の実施を通達したところであり、鉄道事業者はこれを受けて各施設の耐震

性を強化する。 
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第５節 土砂災害予防対策 

地震に伴う地盤災害による人的・物的被害の発生を未然に防止し、被害の軽減を図るため、

県が平成 19年度に実施した「地震被害想定調査」の結果を参考に、がけ崩れ・地盤の液状化現

象等危険地域の実態を調査し、危険箇所における災害防止策を講ずるとともに、地盤災害の危

険性を助長するような造成工事の規制・指導等の措置を講ずるものとする。 

１. 土砂災害の防止・孤立集落対策 【総務課、企画財政課、建設課、夷隅土木事務所】 

町及び防災関係機関は、土砂災害を未然に防止し、被害の軽減を図るため危険箇所の実態を

調査し、危険な箇所における災害防止策を講ずるとともに、警戒避難体制の整備等を行う。 

(１) 土砂災害危険箇所の調査と危険箇所の公表 

崩壊等による土砂災害を未然に防止するとともに、災害発生時に被害の軽減を図るため、

被害発生のおそれのある地域の調査を行い、危険箇所の把握に努める。 

また、土砂災害を被るおそれのある場所を町のホームページで公表するとともに、インタ

ーネットを活用しない高齢者等にも周知するため、防災マップや広報紙等を公民館等に配布

し、住民へ周知を図る。 

(２) 土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生命又は身体に危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」

として指定する。 

町は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達等土砂災害を防止

するために必要な警戒避難体制に関する事項を地域防災計画に定めるとともに、要配慮者の

円滑な警戒避難に資する土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める。 

また、土砂災害警戒区域等の指定がされていない土砂災害危険箇所についても、指定区域

における対応に準じた警戒避難体制の整備に努める。 

  ＜資料編 土砂災害警戒区域一覧表＞ 

(３) 地震後の土砂災害危険箇所の緊急点検 

震度５強以上の地震が発生した場合、平成 19年 12 月に国土交通省が策定した「地震後の

土砂災害危険箇所等緊急点検要領（案）」に基づき、県及び国土交通省は土砂災害危険箇所の

緊急点検を実施し、町はこれに協力する。 

また、町は県と協議を行い、緊急点検の実施に当たり住民などに不安を与えないように、

緊急点検の実施目的、実施期間、実施範囲及び作業内容等について、住民・関係機関に対し

て事前に周知する。 

(４) 急傾斜地崩壊対策 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

崩壊するおそれのある急傾斜地は、県知事に対し急傾斜地崩壊危険区域の指定の促進を図

るものとする。 
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なお、急傾斜地崩壊危険区域の指定基準は、次のとおりである。 

■急傾斜地崩壊危険区域指定基準 

次の各号に該当するがけについて、知事が必要と認めるもの。 

① 急傾斜地の勾配が 30度以上のがけ 

② 急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ 

③ 急傾斜地の崩壊により、危害が生ずるおそれのある人家が５戸以上あるもの、又は

５戸未満であっても、官公署・学校・病院・旅館等に危害を生ずるおそれのあるもの

イ 行為の制限 

県は、急傾斜地における災害を防止するため、急傾斜地法に基づき崩壊を助長するような

行為の制限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を行う。 

また、急傾斜地崩壊危険区域内の居住用建物については、建築基準法及び千葉県建築基準

法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築制限を行う。 

ウ 防止工事の実施 

県は、急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の土地所有者、管理者及び被

害を受けるおそれのある者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められ、かつ、

急傾斜地法に基づく工事採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が

得られるものから順次、法面防護工、排水工等の防止工事を実施する。 

エ 急傾斜地崩壊危険箇所における施設整備の向上 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇

所について急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①要配慮者関連施設に係る危険箇所②避難所や

避難路を有する危険箇所③崖の状態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設整

備を実施する。 

  ＜資料編 急傾斜地崩壊危険箇所一覧表＞ 

(５) 土石流対策 

土石流危険渓流とは、土石流が発生するおそれのある渓流をいい、一般的には渓流の勾配

が約 15度以上の急勾配をなす地域をもち、渓流の中に多量の不安定な土砂がある渓流をいう。 

これらの渓流について、砂防法第２条により土石流の発生を助長するような行為を制限す

るため砂防指定を促進し、土石流が発生するおそれの高い箇所や保全対象の多い箇所から防

止工事を実施する。 

＜資料編 土石流危険渓流一覧表＞ 

(６) 山地災害対策 

山地災害危険地区とは、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出による災害が現に発生し、又は発生

する危険のある箇所で、人家又は公共施設に被害を及ぼすおそれのある地区をいう。 

現在本町における山地災害危険地区と思われる箇所は、資料のとおりである。 

これらの危険地区については、降雨等により崩壊の可能性が高く、早急な予防対策を必要

とする箇所から県と協議し、計画的に治山事業の実施を図る。 

  ＜資料編 山地災害危険地区一覧表＞ 
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(７) 宅地造成地災害対策 

ア 規制区域の指定等 

宅地開発事業を行おうとする者は、都市計画法又は宅地開発事業の基準に関する条例の規

定により県の許可又は確認を必要とする。 

また、県は宅地造成工事に伴う災害の未然防止を図るため、宅地造成等規制法に基づき宅

地造成工事規制区域の指定を行い、同区域内において、宅地造成に関する工事を実施しよう

とする者は県の許可を必要とする。 

イ 宅地造成工事の指導 

町は、県の宅地開発等の開発行為に関する次のような指導等に基づき、宅地開発等が誘因

となる災害を未然に防止していく。 

(ア) 災害危険区域（建築基準法第 39条）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第 3条）

及び急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法第 3 条）については、原則として宅地造成

の工事区域から除外し、工事を規制する。 

(イ) 宅地造成により生ずる人工がけ面は、その高さ、勾配、土質に応じ擁壁の設置その

他の保護措置を講ずる。 

(ウ) 宅地造成工事区域内の地盤が軟弱である場合は、地盤改良の措置を講ずる。 

(８) 孤立集落対策の推進 

町は、地震災害時に孤立するおそれのある地区を把握し、必要に応じ県に支援を要請し、

予防措置等の対策を講ずる｡ 

町は、地震災害時に孤立するおそれのある地区について、以下の対策を講ずる。 

・ 集会所等への非常用食料、飲用水の備蓄を行う。 

・ トランシーバー等の外部との 低限の通信手段を確保する。 

２. 地籍調査の推進 【建設課】 

災害による土地形状の変化が起こった際の円滑な復旧に資するため、町は県と協力し、第６

次国土調査事業十箇年計画（平成 22年度～）に基づき、地籍調査を推進する。 
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第６節 要配慮者の安全確保のための体制整備 

東日本大震災においては、死者の多くを高齢者が占め、また、障害者が一般の人に比べて高

い割合で犠牲になったことが推察されるなど、高齢者や障害者など災害時に支援を要する人々

の犠牲が多かったことや、避難生活において特別な配慮が必要としたこと等を踏まえ、町及び

県は、高齢者や障害者のほか、難病患者・乳幼児・妊産婦・外国人などを含めた要配慮者の安

全確保体制の整備を図る。 

１. 在宅要配慮者に対する対応 【総務課、健康福祉課、子育て支援課】 

町は、次のような在宅要配慮者対策を行う。 

(１) 避難行動要支援者情報の共有 

ア 避難行動要支援者の所在把握 

町では、災害対策基本法の一部改定（平成 25年 6月、第四十九条の十）に定める「避難行

動要支援者名簿」を作成している。 

現在、避難行動要支援者の名簿は、健康福祉課及び総務課に保管されており、災害発生時

の所在確認をすることとなっている。今後も、定期的に名簿の更新を行う。 

また、在宅の状態にない、病院や社会福祉施設等に入院・入所している要配慮者に関して

も可能な限り把握する。 

イ 所在情報の管理 

平常時から名簿を提供することに同意を得られた避難行動要支援者について、自治会、自

主防災組織、民生・児童委員、社会福祉協議会、消防団、消防本部、勝浦警察署等の避難支

援等関係者に名簿を提供する。 

避難行動要支援者の所在情報は個人情報であり、個人情報保護の観点から必要 低限の限

られた範囲での利用が求められているため、コンピュータを利用して、データ流出の防止等、

情報の適切な管理の基に、常に必要 低限の情報が取り出せるように整備する。 

なお、把握した要支援者名簿については、災害時における情報の開示時期、どのような機

関に対して情報を開示し、どのような協力を得ていくのか、情報開示の内容をどこまでの範

囲にするのか、それぞれ定めておく。 

(２) 支援体制の整備 

自主防災組織の育成及び指導並びに社会福祉施設等への指導を通じ、災害時における情報

伝達や救助、避難誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で避難行動要支援者を支援す

るための体制づくりを行う。 

なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れる等、支援体制の中に女性を位置

づけるものとする。 

(３) 避難行動要支援者避難支援プランの策定 

ア 全体計画の策定 

町は、高齢者や障害者等の要支援者のうち、自力での避難が困難な者の避難活動を支援す
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るために、「避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針」（内閣府（防災担当）、平成 25

年 8月）に基づき、「大多喜町避難支援プラン＜全体計画＞」を策定する。 

全体計画において定める事項は、次のとおりである。 

■全体計画において定める必須事項 

項目 内容 

避難支援等関係者となる者 

（避難行動要支援者名簿を共有

して避難支援にあたる者） 

<改正災対法 第 49条の 11（避難情報の利用及び提供）の２> 

消防機関、区（区の役員、班長などの地域の支援者）、自主防

災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会 

避難行動要支援者名簿に記

載する者の範囲 

<改正災対法 第 49条の 10（避難行動要支援者名簿の作成）の１>

① 介護保険の要介護認定が３～５の者 

② 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の所持者 

③ 75 歳以上の一人暮らし高齢者 

④ 75 歳以上のみで構成される世帯の高齢者 

⑤ 上記のほか、災害時に避難情報の入手、判断又は避難行動

を自らが行うことが困難な者で、本人が希望する者（日中

独居の高齢者や 75 歳未満の高齢者、日本語に不慣れな外国

人など） 

名簿作成に必要な個人情報

及びその入手方法 

<改正災対法 第 49条の 10（避難行動要支援者名簿の作成）の１>

大多喜町個人情報保護条例第8条1項第6号の規定に基づき、

福祉部局が保有する情報や住民基本台帳などの行政内部情報を

活用する。 

名簿の更新に関する事項 <改正災対法 第 49条の 10（避難行動要支援者名簿の作成）の１>

定期的（毎年度）に情報の内容を更新するとともに、転出や

死亡など記載内容に変更が生じた場合にはその都度速やかに更

新する。 

名簿情報の提供に際し情報

漏えいを防止するために町

が求める措置及び町が講ず

る措置 

<改正災対法 第 49条の 12（名簿情報を提供する場合における配慮）>

町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難行動支

援関係者が適正な情報管理を図るよう、町において適切な措置

を講ずるよう努める。 

要配慮者が円滑に避難のた

めの立退きを行うことがで

きるための通知又は警告の

配慮 

<改正災対法 第 56条（市町村長の警報の伝達及び警告）の２> 

 町は、避難行動要支援者の状態やその特性、各種情報伝達の

特徴を踏まえ、防災行政無線（戸別受信機）や広報車、緊急速

報メールなど、多様な情報伝達手段の確保を図る。 

避難支援等関係者の安全確

保 

<改正災対法 第 49 条の 10（災害応急対策及びその実施責任）の

２> 

町は、避難支援者等関係者が、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等を行えるよう、避難支援等関係

者の安全確保に十分配慮する。また、避難行動要支援者に対し

ても、「避難支援等関係者等は全力で助けようとするが、助けら

れない可能性もあること」も含め、制度を正しく理解してもら

うよう周知に努める。 

イ 個別計画の策定 

町は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、地域の特性や実情を踏まえつ

つ、名簿情報に基づき、避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
                                          第２章 災害予防計画 

震 - 29 

する。 

個別計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当たっての

留意点、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対応などを、

地域の実情に応じて記載するものとする。 

(４) 防災設備等の整備 

一人暮らしや、寝たきり高齢者・障害者等の安全を確保するための緊急通報システム及び

聴覚障害者等への災害情報の伝達を確実に行うための文字放送受信装置等の普及に努める。 

また、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置及び火災報知器等の設置の推進に努める。 

(５) 避難施設等の整備 

要配慮者に特別な配慮をするための福祉避難所の整備に努め、「災害時における避難所運

営の手引き」（千葉県、平成 21年 10 月）に基づき、要配慮者が避難生活を送るために必要

となる資機材等の避難施設等への配備、避難場所への手話通訳及び介護ボランティア等の派

遣ができるよう社会福祉協議会等との連携など要配慮者に十分配慮した構造・設備及び運営

の確保に努める。 

① トイレ、車椅子、簡易ベッド等の障害者・高齢者用備品 

② 児童遊具、ミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備 

また、避難場所への手話通訳、介護ボランティア等の派遣ができるよう大多喜町社会福祉

協議会等との連携に努める。 

(６) 防災知識の普及、防災訓練の実施 

要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配布する等、広報の充実を図る

とともに、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、災害に対する基礎知識等の理解を

高めるよう努める。 

(７) 避難指示等の情報伝達 

要配慮者について、その状態に応じた情報伝達体制の確立に努めるとともに、発災時には、

速やかに巡回等による避難指示等の周知を図る。 

(８) 避難計画の作成 

要配慮者の避難誘導について、避難順位、避難後の対応、被災した要配慮者の生活の確

保を考慮した避難計画を作成する。なお、職員及び自主防災組織の隊員等による避難確認を

行うものとする。 

２. 社会福祉施設における防災対策 【特別養護老人ホーム】 

(１) 施設の安全対策 

施設管理者は、施設の耐震化等、災害に対する安全性の向上に努める。 

また、電気、水道等の供給停止に備えて、施設入所者等が 低限度の生活維持に必要な飲

料水、食料、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧等に必要な非常用の自

家発電機等の防災設備の整備に努める。 

(２) 組織体制の整備 
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施設管理者は、消防本部の指導などを受け、防火管理者等を中心として防災組織を整え、

職員の任務分担、動員網、緊急連絡体制等を明確にしておく。 

また、日頃から近隣住民及び自主防災組織等とのつながりを深め、入通所者の実態等に応

じた支援・協力が得られるよう体制づくりを行う。 

(３) 施設の防災計画の作成 

施設管理者は、災害時における業務の内容と従事職員の役割分担を整備し、施設の保全対

策や入通所者の避難対策等を明確にした施設の防災計画を作成するものとする。 

(４) 防災教育・防災訓練の充実 

施設管理者は、職員や入通所者に対し、地震に関する知識や災害時にとるべき行動につい

て、理解や関心を高めるための実践的な教育と防災訓練を定期的に行う。 

３. 外国人に対する対策 【総務課】 

町は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人を「要配慮者」と位置づけ、多言語による

広報の充実を図る。また、避難場所等の標識の多言語化に努め、外国人を含めた防災訓練・防

災教育の実施に努める。 
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第７節 情報連絡体制の整備 

大規模震災時には、通信の途絶や輻輳等が予想されるため、町、県及び防災関係機関は、情

報収集伝達手段として、防災通信網の整備充実を図り、応急対策における情報伝達を迅速に進

める。また、訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努める。 

１. 町における災害通信施設の整備 【総務課】 

(１) 災害通信網の整備 

町は、災害に対処するために、情報収集、広報活動が迅速かつ的確に行われるよう、町防

災行政無線を中心に、県及び指定地方行政機関等の出先機関、管内の公共的団体等との間に

通信連絡系統を整備し、災害時の通信を確保する。 

また、既設の通信機器及び機材が常に活用できるように、定期的に点検整備を行い、耐用

年数を考慮して機器の更新に努める。 

ア 町防災行政無線網の整備 

町は、町防災行政無線網を整備しているが、震災時における緊急の情報伝達手段を確保す

るため、定期的な保守点検を行い、施設の維持管理に努める。また、災害時における多量の

情報処理をより円滑にかつ迅速に行い、住民に情報が今まで以上に正確に伝達されるよう、

今後も情報伝達体制の充実、強化を図っていく。 

イ 有線通信施設 

(ア) 有線通信手段 

有線通信は、次のとおりとする。なお、災害時において、防災関係機関や民間等の協力

機関に応援や協力要請を迅速かつ的確に行うための名簿を作成しておく。 

a 電話・ファクシミリ通信 

b 県防災情報システム 

(イ) 災害時優先電話 

一般有線電話の輻輳又は通話不能の場合は、災害時優先電話により通話を行う。このた

め、既設の電話番号を東日本電信電話株式会社に登録し、「災害時優先電話」の承認を得て

おくものとする。 

なお、災害時優先電話番号は、次のとおりである。 

■災害時優先電話 

課名 電話番号 

総務課 ０４７０－８２－５１９１ 

建設課 ０４７０－８２－２９３４ 

宿直室 ０４７０－８２－５１９２ 

ＦＡＸ ０４７０－８２－４４６１ 

 

(２) 非常通信体制の強化 

町、県及び防災関係機関は、災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等
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が使用できないとき、又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第 74 条の規定

に基づく非常通信の活用を図るものとし、関東地方非常通信協議会の活動等を通じて、非常

通信体制の整備充実に努める。 

また、緊急を要する通信を確保し、又は優先通信の途絶に対処するため、非常（緊急）通

話若しくは非常（緊急）電報及び非常通信を活用するよう東日本電信電話株式会社及び各施

設管理者の協力を確保しておく。 

(３) 情報通信設備の耐震化 

  町又は防災関係機関の情報通信設備設置者は、その耐震化対策を充分に行い、災害時の機

能確保に努める。 

  施設の耐震化対策は、次のとおりである。 

  ア 通信回線の多ルート化、制御装置の二重化等によるバックアップ化の推進 

  イ バッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等による非常用電源の確保 

  ウ 通信設備全体の耐震化・免震化 

(４) 職員の情報伝達手段の確立 

  災害時の職員の動員を図る手段は、電話及び防災行政無線によるものとする。 

なお、電話回線に被害があった場合に備えて、本町周囲の通信環境の状況をみながら携帯

端末等を活用した情報伝達手段の整備を今後検討していく。 

  また、電話で情報伝達が出来ない場合、防災行政無線（移動系）、アマチュア無線、使送等

による伝達方法を定める。 

２. 警察における災害通信網の整備 

 ア 警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害発生時における災害救助、災害復旧

等に使用することを考慮して、整備に努める。 

 イ 知事、市町村長及び指定（地方）行政機関の長は、災害対策基本法に基づく通信設備の

優先利用等に関する協定により警察通信施設を使用できる。 

３. 東日本電信電話株式会社千葉事業部における災害通信施設の整備 

  東日本電信電話株式会社千葉事業部では、県内の防災関係機関等の通信の確保のため、ポ

ータブル衛星通信局（衛星系）等を配備している。 

また、千葉事業部災害対策実施細則を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場

合の警戒体制及び非常災害時の措置を定めている。 

４. 株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店における災害通信施設の整備 

  株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信の確保のため、可搬型

無線基地局装置及び移動電源車を整備している。 

  また、千葉支店災害対策実施要領を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場合

の警戒体制及び非常災害時の措置を定めている。 
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５. ＫＤＤＩ株式会社における災害通信施設等の整備 

  ＫＤＤＩ株式会社では、災害時においても会社が提供する電気通信役務を確保できるよう

通信施設の分散化、伝送路の多ルート化等を進め、通信局舎及び通信設備の防災設計を行っ

ている。 

  なお、主要設備については予備電源を設置している。 

６. 非常通信体制の整備強化 【総務課】 

  県、町及び防災関係機関は、災害時等に自己の有する無線通信手段又は一般加入電話等が

使用できない場合又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第52条の規定に基づ

く非常通信の活用を図る。 

７. その他無線通信の活用・整備 【総務課、各関係機関】 

(１) アマチュア無線の活用 

災害発生時におけるアマチュア無線活動を活用するため、あらかじめアマチュア無線局の

開設者を把握し、発災時の協力依頼をするとともに、名簿の作成を行う。 

(２) 民間の無線通信の活用 

県、町、その他防災関係機関等の無線が災害により使用が困難な場合を想定して、民間の

無線を活用できるよう、平常時から協力体制の整備に努め、災害時に必要に応じて、タクシ

ー会社や運送業者等の民間業者の無線施設を活用できるよう、無線施設使用の協約の締結に

努める。 

■主な民間の無線施設 

東京電力株式会社 東京電力通信施設 

タクシー会社 タクシー無線 

運送業者 業務用無線 

(３) その他無線通信の整備 

ＣＡＴＶ、インターネット等多様な通信メディアの活用について検討し、災害時における

多様な情報連絡網の整備充実に努める。 
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第８節 備蓄・物流計画 

町は、住民や自主防災組織、事業所等に対し、「自らの命は自らで守る。自らの地域はみんな

で守る。」という自助・共助の考え方を基本に、平時から、災害時に必要な物資の備蓄を推進す

るよう働きかけるとともに、住民の生命や財産を守るため、災害発生直後から被災者に対して

円滑に必要な物資等の供給が行えるよう、備蓄・調達並びに物流に係る体制の整備を図る。 

併せて、大規模災害時における医療救護などの救援活動を実施するために必要な資機材・物

資等の計画的な整備を図る。 

１. 食料及び生活必需品等の供給体制の整備 【総務課】 

(１) 備蓄意識の高揚 

各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を推進するため、町は、家庭等における

３日分以上の食料や飲料水、生活必需品を備蓄することなど、住民の備蓄意識の高揚を図る

ための普及啓発を推進するとともに、自主防災組織等への炊き出し用機材や救助用機材など

の整備を促進する。 

(２) 備蓄・調達体制の整備 

町における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する目的で行わ

れるものであるが、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者への食料・生活必需品等の

供給を行う責務を有していることから、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・

調達体制の整備に努める。 

ア 生命維持や生活に 低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資や避難所運営に必

要な資機材を中心とした備蓄に努める。なお、備蓄物資の選定に際しては、地域特性や

要配慮者・女性の避難生活等に配慮する。 

イ 被災者に物資を迅速に提供するため、避難所への分散備蓄の推進や輸送体制の構築など

に努める。 

ウ 消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄する

ことが困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達に

よる確保に努めるものとし、関係事業者等との協定締結の推進に努める。 

(３) 町及び県における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給される大量の物資を迅速に目的

地へ届けるためには、円滑な物流体制を構築することが重要であり、町及び県は、平時から

体制整備に努めるものとする。 

ア 県における物流体制 

県は、町の要請等に基づき、又は災害の状況に応じ要請を待たずに、備蓄、民間からの調

達又は国や他都道府県への要請等により必要な物資を確保し、町の指定する拠点まで物資を

輸送する役割を果たす必要がある。大量の支援物資等の受入れ、在庫管理及び払出しを円滑

に行い、かつ迅速に目的地へ輸送するため、物資の集積拠点としての物流倉庫や、輸送車両・

機材・ノウハウの提供等について、倉庫業界・トラック業界などの民間物流事業者の協力を
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受けるなど、官民連携による物流体制を構築するものとする。 

イ 町における物流体制 

町は、指定した拠点へ搬入される物資を避難所等へ輸送し、避難者へ供給する役割を果た

す必要がある。そのため、平時から物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量な物資の

仕分けや避難所への輸送等につき、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなどの体

制整備に努める。 

＜資料編 災害時における応急生活物資等の供給に関する協定書＞ 

＜資料編 災害時における緊急対応生活物資等の供給に関する協定書＞ 

２. 医薬品及び応急医療資機材等の整備 【健康福祉課】 

(１) 災害用医薬品等の確保体制の整備 

町は、初動救護活動に必要な医薬品・医療用資機材を夷隅健康福祉センター・夷隅医師会

等と連携して供給の調整に努める。 

(２) 応急医療資機材の備蓄 

大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護活動に必要な応急医

療資機材を夷隅健康福祉センター等に整備しており、町は県と連携し、平時から体制整備に

努める｡ 
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第９節 防災施設の整備 

地震災害から住民の生命や財産を守るためには、被災時にあっても町が適切な応急対策活動

を行うための機能を維持することが重要である。このため町は、災害応急対応を円滑に行うた

めの防災拠点や避難所等の各種防災施設の整備を推進する。 

１. 防災拠点の整備 【総務課】 

町は、災害時に地域における災害活動の拠点となるように非常時の業務遂行上、 低限必要

な電源設備の整備、ならびに災害用備蓄倉庫、耐震性貯水槽等で構成される拠点の整備に努め

る。 

■防災拠点施設 

種別 施設名称 所在地 

防災拠点施設 大多喜町役場 大多喜町大多喜９３ 

 代替施設 中央公民館 大多喜町大多喜４８６－１０ 

上瀑ふれあいセンター 大多喜町下大多喜１００ 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 大多喜町大多喜４８６－１２ 

農村コミュニティーセンター 大多喜町三条４４０－１ 

防災備蓄施設 大多喜町役場 大多喜町大多喜９３ 

旧老川小学校 大多喜町小田代５２４－１ 

西小学校 大多喜町松尾２７７ 

旧総元小学校 大多喜町大戸４３３ 

大多喜小学校 大多喜町大多喜１２ 

旧上瀑小学校 大多喜町下大多喜１００ 

西中学校 大多喜町中野５８９ 

＜資料編 防災倉庫の状況＞ 

２. 緊急輸送の環境整備 【総務課】 

町は、道路・橋りょう等の災害により、車両による輸送が不可能になった場合に備えて、ヘ

リコプターの離発着が可能な場所の選定を行い、必要な整備を進める。また、災害の状況によ

り、新たなヘリポートの必要性が生じた場合は、臨時ヘリポート設置基準に基づき開設する。 

 ■指定臨時ヘリポート 

離発着場名称 

所 在 地 

施設管理者

広  さ 
最 寄 消 防 

署から（ｍ） 

避 難 所 と

の 競 合
地名・地番 座  標 巾×長さ（ｍ） 区 分

多目的広場 大多喜 486-15 
N:35,16,54

E:140,14,21
教育委員会 195×105 中 2,000 海洋センター

【臨時へリポート指定基準】 

(１) 75ｍ×75ｍ以上の面積があり、周囲に障害物がないこと。 

(２) 施設周囲のうち少なくとも１～２方向に電柱、高圧線、煙突その他の高層建築物がないこ

と。 
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(３) ヘリコプターの着陸に際しては、約 20㎧の横風があるのでその風圧を考慮すること。 

＜資料編  ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

３. 避難施設の整備 【総務課、教育課、生涯学習課】 

町は、火災の延焼拡大等や余震による二次災害から住民の身の安全を確保するため、公共施

設等を指定避難所として指定する。なお、改正災対法（平成 25年法律第 54号）に定める指定

緊急避難場所について、本町では学校等、一定規模の敷地を持つ建物を指定避難所としている

ことから、指定緊急避難場所は本町の指定避難所が兼ねるものとする。 

■ 指定緊急避難場所・避難所の区分 

区分 内容 

指定緊急避難場所 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるため

の避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一

定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する 

指定避難所 災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要

な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞

在させるための施設として市町村長が指定する 

 

(１) 指定避難所 

指定避難所は、避難所一覧のとおりとし、小中学校では原則として体育館を使用する。 

なお、今後の本町の宅地化動向によっては避難所配置の適宜見直しを行い、必要に応じて

新たな避難所を指定する。 

＜資料編 指定緊急避難場所・指定避難所一覧表＞ 

(２) 避難所の整備 

町及び避難所に指定された施設管理者は、避難所に指定した建物については、「災害時に

おける避難所運営の手引き」（千葉県、平成 21 年 10 月）により、次のような設備を整備す

る。 

ア 避難所の開設が予定される施設の耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収

容できる規模をもって適切に配置する。 

イ 避難所に指定した建物については、必要に応じ換気、空調、照明等避難生活の環境を良

好に保つための設備の整備に努める。 

ウ 救護所、貯水槽、井戸、通信機器等施設・設備の整備に努める。 

エ 避難生活の長期化、高齢者、障害者等の要配慮者に対応するため、要配慮者に特別の配

慮をするための避難施設（以下「福祉避難所」という。）の整備に努め、簡易ベッド、簡

易トイレ等の整備及び避難時の介助員の配置等について検討する。 

オ 被災者のプライバシー及び安全を確保するための設備の整備に努める。 

カ 避難場所に食料、水、非常用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、仮設トイレ等避難生

活に必要な物資等の備蓄に努める。 

(３) 避難施設管理体制の整備 
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避難を実施するにあたっては、平日休日の別、昼夜間を問わず、施設が即時に利用可能で

あることが重要である。そのため町は、門、建物の鍵等の管理体制を施設・町・地域代表の

間で明らかにし、緊急時の対応策を検討する。また、「災害時における避難所運営の手引き」

を参考とし、避難所の運営について検討する。 

(４) 避難路の整備 

町は、災害時において住民が安全に避難できるよう道路網の整備に努めるとともに、安全性

の点検及び安全対策の促進に努める。 

(５) 避難場所の周知 

町は、災害時に的確に避難ができるよう避難場所の周知を行う。住民への周知は、次の方法

を検討する。 

ア 「広報おおたき」や町ホームページを使って定期的に避難所の位置を周知させる。 

イ 防災訓練や自主防災組織の訓練等において、周知を図る。 

ウ 避難場所付近に避難場所の名称、方向等を示した誘導標識を設置する。 

エ 避難所位置を記載した防災マップを作成し、役場、公民館等で常時配布する。 
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第１０節 帰宅困難者等対策 

平成 23年 3月 11 日に発生した東日本大震災では、県内で多くの帰宅困難者が発生し、帰宅

しようと駅周辺に集まった人々が駅前に滞留した事例が多く見られ、行動の基本ルールが十分

周知されていなかったことや、駅と市町村との情報連絡体制が不十分であったことにより、一

部の駅周辺では混乱も生じた。 

大規模震災により鉄道等の公共交通機関が運行に支障をきたした場合には、大量の帰宅困難

者の発生が予想され、それらの人々が一斉に居住地に向けて帰宅行動を開始すると、火災や建

物からの落下物により負傷するおそれや、救急・救助活動の妨げとなるなどの可能性がある。 

このため、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会や九都県市首脳会議などにおける研究・検

討を踏まえ、町は関係機関との連携・協力体制を確立し、帰宅困難者等対策の推進を図る。 

１. 帰宅困難者等 【総務課】 

(１) 帰宅困難者の定義 

震災発生時の外出者のうち、地震の発生により交通機関の運行が停止した場合に、自宅ま

での距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人を「帰宅困難者」とする。 

また、自宅までの距離が近く、徒歩による帰宅が可能な人を「徒歩帰宅者」とし、「帰宅困

難者」及び「徒歩帰宅者」の両方を含めて「帰宅困難者等」とする。 

(２) 事業所等への要請 

町は、学校、事業所、大規模集客施設等、災害時に交通が途絶した場合に、従業員、生徒、

来客者等が帰宅困難者となるおそれのある施設の管理者に対し、帰宅困難者対策を検討する

ように要請する。 

２. 一斉帰宅の抑制 【総務課】 

(１) 帰宅困難者対策の普及・啓発 

町は、「首都直下地震対策大綱」における「むやみに移動を開始しない」という基本原則の

周知徹底、九都県市首脳会議における情報提供や徒歩帰宅支援や県の対応検討の結果につい

て、リーフレットやホームページ等で普及啓発を行う。 

また、千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会において、参加市町村、鉄道事業者、民間企業

団体とも連携して定期的に一斉広報を実施する。 

(２) 安否確認手段の普及・啓発 

一斉帰宅行動を抑制するためには、家族等との安否確認手段が確保され、かつ周知されて

いることが必要である。このため、町は、災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言版、web171、

ツイッター・Facebook 等のＳＮＳ、ＩＰ電話など、通話に頼らない安否確認手段について、

平常時から体験・活用を通じて、発災時に利用してもらえるよう広報・啓発を行うとともに、

企業や学校など関係機関における家族等との安否確認手段のルール化を促進する。 

(３) 帰宅困難者等への情報提供 
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企業、学校など関係機関において従業員や児童・生徒等を待機させる判断をすることや、

個々人が望ましい行動を取るためには、地震情報、被害情報、公共交通機関の運行・復旧状

況などの情報を適切なタイミングで提供することが必要である。 

このため、町は、「むやみに移動を開始しない」ことの呼びかけ、地震に関する情報、被害

情報、一時滞在施設の開設状況などについて、テレビ・ラジオ放送やホームページなどを活

用して主体的に提供していく。 

(４) 企業、学校など関係機関における施設内待機のための対策 

「むやみに移動を開始しない」という基本原則を徹底するため、町は、企業・学校など関

係機関に対し、従業員等や児童・生徒を安全に待機させるための耐震診断・改修、家具の転

倒・落下・移動防止等の環境整備、従業員等との安否確認手段の確保・家族との安否確認手

段の周知などの対策を要請する。 

また、飲料水、食料、毛布などの備蓄について、企業は自らの準備に努めることとし、学

校など関係機関については、家庭や地域と連携協力して準備に努めることとする。 

３. 帰宅困難者等の安全確保対策 【総務課】 

(１) 一時滞在施設の確保と周知 

町は、所管する施設から耐震性などの安全性を考慮したうえで、駅周辺の滞留者や路上等

の屋外で被災した外出者などを一時的に受け入れるための一時滞在施設を指定する。 

民間施設については、町が当該事業者と協議を行い、事前に協定を締結し指定する。 

また、一時滞在施設の周知を図るとともに、施設における情報提供や物資の備蓄のあり方

についても検討する。 

(２) 大規模集客施設や駅等における利用者保護の要請 

大規模集客施設や駅等における利用者保護のため、町は、あらかじめ駅周辺帰宅困難者等

対策協議会などにおいて大規模集客施設や駅等の関係機関との情報連絡体制の整備を図る。

また、震災の発生時に適切な待機や誘導が行われるよう要請する。 

(３) 企業、学校など関係機関における訓練実施の要請 

町は、企業・学校など関係機関に対し、従業員や顧客、児童・生徒の混乱防止、誘導訓練、

情報の収集伝達訓練、安否の確認及び情報発信訓練など、帰宅困難者等の発生を想定した訓

練の実施を要請する。 

４. 帰宅支援対策 【総務課】 

(１) 帰宅支援対象道路の周知 

町は、千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会において選定した帰宅支援対象道路について、

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会における支援方策等の検討結果を踏まえ、周辺市町村

と連携して周知を図る。 

(２) 災害時帰宅支援ステーションの確保と周知 

町は、九都県市首脳会議における協定締結事業者の確保と併せて、県内で店舗を経営する

事業者との協定締結を進め、災害時帰宅支援ステーションを確保する。 
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また、災害時帰宅支援ステーションの認知度向上のため、事業者と連携して、ホームペー

ジや広報誌などを活用した広報を実施する。 

５. 関係機関と連携した取組み 【総務課、各関係機関】 

(１) 千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会 

市町村や交通事業者、大規模集客施設事業者や経済団体など関係機関の参画を得て設立し

た「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」を中心に、個人で準備・行動できることの普及・

啓発を図るとともに、関係機関との連携を図りながら対策を検討・実施する。 

(２) 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

平成 23年 9月に設立された、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において、国や周辺都

県市、民間企業団体等と連携を図るとともに、検討の成果を本町の帰宅困難者等対策へ反映

させる。 

(３) 九都県市首脳会議（地震防災・危機管理対策部会） 

ア 平常時から一人ひとりが行える対策として、災害用伝言ダイヤル・災害用伝言版サービス

の啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示、ホームページ等による普及・啓発活動を実

施する 

イ また、救急・救助活動が落ち着いた後にやむを得ず徒歩で帰宅する人々を支援するため、

飲料水、トイレ、情報の提供などを内容とした協定を関係事業者等と締結し、「災害時帰

宅支援ステーション」の確保を進める。 

(４) 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み 

大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、平常時から利用者の保護に係る方針を定めて

おくとともに、震災発生時の施設内待機に係る案内や安全な場所への誘導手順についてもあ

らかじめ検討しておくよう努める。 
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第１１節 防災体制の整備 

 町域において災害が発生し、町自らの能力で対応できない場合に、他市町村や他地域の防災

関係機関に協力を要請するため、また、他市町村において災害が発生した際に、本町から応援

協力を行うため、あらかじめ応援協定を締結し、相互の連携を強化して防災体制の万全を期す

る。 

１. 防災体制の整備 【各課、各関係機関】 

(１) 災害対策本部の活動体制の整備 

町は、大規模災害に迅速かつ円滑に対応した体制を整備するため、災害対策本部事務局体制

を整備し、災害対策本部設置訓練や図上訓練を行うことにより、習熟に努めるとともに、検証

の結果、必要となる場合には、適宜体制の見直し等を図る。 

(２) 被災時における各種計画策定の検討 

町は、被災による災害対策本部機能及び行政機能の低下により、情報収集活動や救助活動に

支障をきたす場合を想定し、県、防災関係機関等の応援等を効果的に受けるための受援計画、

及び災害時優先業務の実施態勢を確保するための業務継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めるもの

とする。 

２. 市町村間の相互応援体制の整備 【総務課】 

(１) 相互応援協定の締結 

町内において災害が発生した際に適切な応急措置を行うため、大規模災害時の応援要請を

想定し、災害対策基本法第 67 条及び消防組織法第 39条の規定等に基づき、他市町村との応

援協定の締結を図る。 

【現在締結されている相互応援協定】 

ア 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 

イ 大多喜町と荒川区との非常災害時における相互応援に関する協定 

ウ 災害時における大多喜郵便局・大多喜町役場間の協力に関する覚書 

エ 千葉県広域消防相互応援協定   他 

＜資料編 協定・覚書等一覧＞ 

(２) 応援要請及び担当窓口 

町長は、災害時の応援が迅速かつ円滑に行われるよう、次の事項を示し応援要請を行う。 

ア 被害の状況 

イ 応援の種類 

ウ 応援の具体的な内容及び必要量 

エ 応援を希望する期間 

オ 応援場所及び応援場所への経路 

カ その他必要な事項 

応援要請及び受入担当窓口は、総務課とする。 
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(３) 指定地方行政機関に対する職員派遣の要請 

災害時に指定地方行政機関に対する職員派遣の要請が迅速かつ円滑に行えるように、応援

要請手続、情報伝達方法等について整備を図り、併せて職員への周知を図る。 

(４) 公共的団体等との協力体制の確立 

災害時に関する応急対策等について積極的な協力が得られるよう協力体制を整える。 

なお、公共的団体や公的団体等に対し防災に関する組織の充実を図るよう要請し、相互の

連絡を緊密にすることによって災害時の協力体制が十分発揮できるようにする。 

(５) 民間事業者及び民間団体との協力体制の確立 

災害時に人員、応急資機材、救援物資等に関する協力活動を迅速かつ円滑に行えるよう、

次のように民間事業者及び民間団体と協力体制を整える。 

ア 災害時の応援協力協定を締結する必要がある団体等 

・大多喜町商工会 

・いすみ農業協同組合 

イ 各事業者及び団体に対し防災計画、防災マニュアル等の作成促進 

ウ 協力要請の手続等所定事務の明確化 

エ 担当窓口の明確化 

 企画財政課、建設課、産業振興課 
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第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

大地震が発生した場合、人命損傷にとどまらず、家屋の倒壊、火災、がけ崩れの発生、道路・

橋りょうの損壊、生活関連施設の機能障害など、町内の広い範囲にわたり大きな被害の発生が

予想される。 

このような被害の拡大を防止し、被災者の救援救護に全力を挙げて対処するため、町及び各

防災関係機関は、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急対策に万全

を期すことを目的とする。 

１. 町の活動体制 【全課（全室・全局）】 

町及び防災関係機関は、町内及び近隣市町村に地震による災害が発生した場合、応急対策を

迅速に行うための体制を直ちに整え、民間団体、住民等も含めて一致協力して災害の拡大防止

と被害者の救援救護に努め、被害の発生を 小限度にとどめるため、災害応急対策を実施する

ものとする。 

町の組織及び運営は、災害対策基本法、大多喜町災害対策本部条例及び大多喜町災害対策本

部規程の定めるところによる。 

(１) 災害対策本部設置前の初動体制 

ア 町の震度観測点で震度４又は５弱の地震を記録したときは、総務課長及び各組織の長は、

次の措置を講ずる。（自動配備） 

(ア) 地震及び気象に関する情報の収集及び伝達 

(イ) 被害状況の把握及び報告 

イ 総務課長は、被害状況を取りまとめ、速やかに副町長を経由して町長に報告する。また、

必要に応じ、町防災会議、県の機関その他防災関係機関に同様の報告又は通報を行う。 

ウ 上記ア及びイについては、夜間、休日等の勤務時間外においても同様とする。 

(２) 災害対策本部 

ア 災害対策本部の設置 

町長は、災害応急対策を推進するため、次の基準により災害対策本部を設置する。 

(ア) 町の震度観測点で震度５強以上を記録したとき（自動配備）。 

(イ) 町域において災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合で、町長が

必要と認めたとき。 

イ 災害対策本部の廃止 

災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、町の地域において、災害が発生するおそ

れが解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね完了したと認められるときは、

災害対策本部を廃止する。 

ウ 設置又は廃止の通報又は発表 

町長は、災害対策本部を設置し、又は廃止したときは、直ちにその旨を県に通報するとと
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もに、次に掲げる者のうち必要と認めるものに通報する。 

また、町長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を報道機関に発表する。 

(ア) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

(イ) 隣接市町村長 

エ 災害対策本部の組織及び事務分掌 

災害対策本部の組織、編成及び事務分掌は、大多喜町災害対策本部条例及び大多喜町災害

対策本部規程の定めるところによるが、その概要は、次のとおりである。 

また、本部長は必要に応じて、災害対策本部に警察、消防、自衛隊等の関係者の派遣を求

めるものとする。 

 

 

■【災害対策本部の組織】 

 

 

 

 

（大多喜町災害対策本部会議） 

本部長 町長 

副本部長 
副町長 

教育長 

本部員 

会計室長 

総務課長 

企画財政課長 

税務住民課長 

健康福祉課長 

子育て支援課長 

建設課長 

産業振興課長 

特別養護老人ホーム所長 

環境水道課長 

教育課長 

生涯学習課長 

議会事務局長 

消防団長 

総務部 

福祉部 

建設産業部 

教育部 

特別養護 

老人ホーム部 

本部事務局 

本部連絡員 

現地対策本部 

本部派遣職員 
自衛隊、消防関係機関から

本部長が派遣を認めたもの

（活動部）
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■【災害対策本部の事務分掌】 

部 班 担当課等 業務分掌 

総務部 総務班 総務課 

会計室 

議会事務

局 

(1) 配備体制の伝達に関すること。 

(2) 職員の動員、動員数及び配置状況の取りまとめに関すること。 

(3) 各部への命令、決定事項等の伝達に関すること。 

(4) 各部との連絡調整に関すること。 

(5) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 

(6) 災害時の町有車両の確保及び利用調整に関すること。 

(7) 消防団の動員及び連絡に関すること。 

(8) 県及び防災関係機関への被害状況報告及び総合連絡調整に関するこ

と。 

(9) 災害対策本部に関すること。 

(10) 防災会議に関すること。 

(11) 自衛隊出動要請及び連絡調整に関すること。 

(12) 相互要請協定に基づく応援要請及び受入体制に関すること。 

(13) 指定地方行政機関に対する職員派遣の要請に関すること。 

(14) 災害対策に必要な現金の出納及び物品の出納に関すること。 

(15) 義援金の保管に関すること。 

(16) 被災世帯への災害見舞に関すること。 

(17) 災害地視察の対応に関すること。 

(18) 職員の安否の確認に関すること。 

(19) 職員の服務及び公務災害補償に関すること。 

(20) 避難勧告及び避難指示の広報連絡に関すること。 

(21) 消防団の出動要請等緊急放送に関すること。 

(22) 報道機関との連絡調整に関すること。 

(23) 気象情報、災害情報等の広報に関すること。 

(24) 災害記録に関すること。 

(25) 部内の連絡調整に関すること。 

(26) その他災害対策の連絡調整に関すること。 

  情報収

集班 

企画財政

課 

(1) 災害に関する各種通報の受理並びに被害情報の収集及び本部への報

告に関すること。 

(2) 復興計画に関すること。 

(3) 災害対策及び応急復旧対策関係予算の編成及び執行に関すること 

(4) 災害応急対策用物資及び資材の購入に係る契約に関すること。 

(5) 庁舎の管理等に関すること。 

(6) 町有財産の被害調査及び応急復旧対策に関すること。 

(7) 交通機関の被害調査に関すること。 

(8) 緊急避難時の避難住民の輸送計画に関すること 

(9) 所管施設の防災対策及び被害調査に関すること。 

(10) 避難所(旧老川小学校)の設置及び管理に関すること。 

  被害調

査班 

税務住民

課 

(1) 避難誘導に関すること。 

(2) 被災者及び家屋の被害調査に関すること。 

(3) 被害調査担当職員への調査指示及び連絡に関すること。 

(4) 被害調査の集計及び報告に関すること。 

(5) 町税の減免及び徴収猶予に関すること。 

(6) 被災住宅の危険度及び被災度判定に関すること。 

(7) 被災者の相談に関すること。 

(8) り災証明に関すること。 

(9) 避難世帯及び避難住民の確認に関すること。 

(10) 義援金及び災害援助物資の受領、配分計画及び配布に関すること。

福祉部 福祉班 健康福祉 (1) 医療及び防疫に関すること。 



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
                                        第３章 災害応急対策計画 

震 - 47 

部 班 担当課等 業務分掌 

課 (2) 医療機関との連絡に関すること。 

(3) 医師会に対する応援要請に関すること。 

(4) 薬品等の確保に関すること。 

(5) 救護所の設置に関すること。 

(6) 災害救助法の適用に関すること。 

(7) 避難住民等の健康管理に関すること。 

(8) 乳幼児及び妊産婦の救護に関すること。 

(9) 老人等災害時要援護者に関すること。 

(10) 避難所での避難住民の相談受付及び関係部署への連絡に関するこ

と。 

(11) 災害救助物資(災害備蓄品)の調達及び配分に関すること。 

(12) 被災者の医療救護に関すること。 

(13) 町社会福祉協議会との連絡に関すること。 

(14) 日本赤十字社との連絡に関すること。 

(15) 介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること。 

(16) 被災者の保険医療救援に関すること。 

(17) 災害ボランティアの受入れ及び配備に関すること。 

(18) 災害弔慰金の支給に関すること。 

(19) 災害援護資金等の融資に関すること。 

(20) 被災者生活再建支援金の支給に関すること。 

(21) 部内の連絡調整に関すること。 

  保育園

班 

子育て支

援課 

(1) 保育園児の避難誘導及び救助に関すること。 

(2) 保育施設の被害調査及び報告に関すること。 

(3) 保育園児等の応急保育に関すること。 

(4) 保育園児の登退園時の安全確保に関すること。 

(5) 入園児童及び世帯の被災状況調査に関すること。 

(6) 保育料の減免及び徴収猶予に関すること。 

(7) 避難所(各保育園)の設置及び管理に関すること。 

  環境水

道班 

環境水道

課 

(1) 被災地の環境整備に関すること。 

(2) 清掃施設の点検及び復旧に関すること。 

(3) 塵芥等の応急収集場所の確保に関すること。 

(4) 避難所への応急トイレの設置に関すること。 

(5) 遺体の埋葬に関すること。 

(6) 遺体安置所の確保に関すること。 

(7) 遺体の安置及び処置に関すること。 

(8) 塵芥等の収集処理に関すること。 

(9) 応急給水計画の策定に関すること。 

(10) 水道施設の被害調査及び報告に関すること。 

(11) 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

(12) 飲料水の水質検査及び応急措置に関すること。 

(13) 応急給水に関すること。 

(14) 給水車及び給水資機材の調達並びに給水活動に関すること。 

(15) 浄水機の運転及び管理に関すること。 

(16) 所管施設の防災対策及び応急復旧対策に関すること。 

建設産

業部 

建設班 建設課 (1) 災害対策に必要な労務及び建設重機等の確保に関すること。 

(2) 建設業組合等への応援要請に関すること。 

(3) 道路通行止等の措置及び警察、消防署等関係機関への連絡に関する

こと。 

(4) 緊急輸送路の確保に関すること。 

(5) 公共土木施設の被害状況調査及び報告に関すること。 

(6) 公共土木施設の点検及び復旧に関すること。 
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部 班 担当課等 業務分掌 

(7) 水防活動に関すること。 

(8) 河川災害の予防対策に関すること。 

(9) 災害復旧対策に係る土木建設工事に関すること。 

(10) 用水路及び排水路の点検整備及び復旧に関すること。 

(11) 公共土木施設の障害物の除去に関すること。 

(12) 道路被害の調査及び復旧に関すること。 

(13) 災害復旧資材等運搬車両の確保に関すること。 

(14) 救助物資及び防災対策用資機材の輸送に関すること。 

(15) 指定避難所の設営計画、確保及び設置に関すること 

(16) 避難所施設管理者への連絡に関すること。 

(17) 応急仮設住宅等の建設に関すること。 

(18) 避難所への仮設テント等の設置に関すること。 

(19) 自衛隊の宿泊施設等の確保に関すること。 

(20) 被災家屋再建等の融資援助に関すること。 

(21) 被災宅地危険度判定に関すること。 

(22) 部内の連絡調整に関すること。 

  産業振

興班 

産業振興

課 

(1) 農業施設の被害状況調査、報告及び復旧に関すること。 

(2) 所管施設の利用者の避難誘導に関すること。 

(3) 所管施設及び利用者の被災状況の調査、報告及び応急救護に関する

こと。 

(4) 応急食糧米の確保及び配分に関すること。 

(5) 農林水産省関東農政局千葉農政事務所との連絡調整に関すること。

(6) 食糧野菜の確保に関すること。 

(7) 避難所(農村コミュニティーセンター、基幹集落センター)の設置及

び管理に関すること。 

(8) 農業施設等の復旧融資に関すること。 

(9) 農林水産施設の被害状況調査、報告及び復旧に関すること。 

(10) ダム及びため池の防災管理に関すること。 

(11) 農林災害復旧に関すること。 

(12) 災害対策用資機材の置場及び応急避難土地等の公有地の確保に関

すること。 

(13) 災害対策用資機材の購入に関すること。 

(14) 災害対策用資機材の確保及び配分に関すること。 

(15) 山地災害の調査、報告、復旧及び災害発生予防対策に関すること。

(16) 所管施設の利用者の避難誘導に関すること。 

(17) 所管施設及び利用者の被災状況の調査、報告及び応急救護に関する

こと。 

(18) 災害救助物資(食糧、衣料、燃料等)の町内商店からの調達に関する

こと。 

(19) 災害救助物資の供給協定締結に関すること。 

(20) 町内企業の被害調査及び報告に関すること。 

(21) 観光施設の被害調査、報告及び復旧に関すること。 

(22) 自然公園の被害調査、報告及び復旧に関すること。 

(23) 観光客の救助及び保護に関すること。 

教育部 学校教

育班 

教育課 (1) 教育財産の被害調査、報告及び応急復旧に関すること。 

(2) 避難所(学校施設)の設置及び管理に関すること。 

(3) 応急校舎の建設に関すること。 

(4) 児童及び生徒の避難誘導に関すること。 

(5) 児童及び生徒の被災状況調査に関すること。 

(6) 児童及び生徒の登下校時の安全確保に関すること。 

(7) 応急学校教材の整備及び学用品の供給に関すること。 
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部 班 担当課等 業務分掌 

(8) 被災児童及び生徒の救護に関すること。 

(9) 児童及び生徒の応急教育に関すること。 

(10) 部内の連絡調整に関すること。 

  給食班 教育課 (1) 避難者等被災者及び災害対策業務従事者の応急食糧の調理及び供給

に関すること。 

(2) 調理材料等の調達に関すること。 

(3) 避難所等への応急食糧品(非常食)等の確保及び配給に関すること。

(4) 応急食糧の輸送計画及び輸送に関すること。 

  社会教

育班 

生涯学習

課 

(1) 所管施設の利用者の避難誘導に関すること。 

(2) 所管施設の利用者の被災状況の調査及び応急救護に関すること。 

(3) 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

(4) 所管施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

(5) 避難所(中央公民館、B＆G海洋センター、旧総元小学校体育館、旧

上瀑小学校体育館並びに上瀑ふれあいセンター)の設置及び管理に

関すること。 

(6) 文化財等の被害調査に関すること。 

特別養

護老人

ホーム

部 

特別養

護老人

ホーム

班 

特別養護

老人ホー

ム 

(1) 入所者及び利用者の避難誘導に関すること。 

(2) 入所者及び利用者の被災状況の調査、報告及び応急救護に関するこ

と。 

(3) 施設の防災対策、被害調査及び応急復旧に関すること。 

(4) 入所者の保護救助に関すること。 

(5) 入所者の食糧等確保に関すること。 

 

(ア) 本部会議 

本部長（町長）は、副本部長及び本部員を招集し、災害対策本部会議を開催し、次の事

項の基本方針について決定する。また、本部長に事故あるときは、①副町長、②教育長の

順により、その職務を代理する。 

a 災害応急対策の実施及び調整に関すること。 

b その他重要事項に関すること。 

(イ) 本部事務局 

a 事務局長は、総務課長をもって充てる。 

b 事務局次長は、会計室長及び議会事務局長をもって充てる。 

c 本部事務局員及び本部連絡員は、各本部員が指名し、本部事務局に勤務する。 

(ウ) 本部会議及び活動部の連絡方法 

a 本部長の命令あるいは本部会議で決定した事項等は、本部員又は本部連絡員が各活

動部に連絡する。 

b 各活動部で聴取した情報あるいは決定処理した事項のうち、本部会議あるいは他の

各活動部が承知しておく必要がある事項は、各本部員又は本部連絡員を通じて事務

局長が本部長に報告する。 

オ 災害対策本部の設置場所 

本部は、原則として町庁舎第３会議室に設置する。また、町庁舎及び周辺地域の被災状況

等によりその機能が維持できない場合は、①中央公民館、②上瀑ふれあいセンター、③Ｂ＆

Ｇ海洋センター、④農村コミュニティーセンターの順に設置する。 
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本部を設置した場合は、「大多喜町災害対策本部」の標識を掲示するものとする。 

カ 現地災害対策本部 

(ア) 現地対策本部の設置 

本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現

地災害対策本部を設置する。 

なお、現地対策本部長及び現地対策本部員は、副本部長、本部員その他の職員から本部

長が指名する者を充てる。 

(イ) 現地対策本部の業務 

現地災害対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

a 本部長の指示による応急対策に関する業務 

b 被害状況、復旧情報の情報分析 

c 現場部隊の役割分担及び調整に関する業務 

d その他緊急を要する応急対策に関する業務 

 

(３) 職員の配備 

ア 災害対策本部設置前の配備 

地震災害に対処する本部設置前の配備は、災害の状況等により、次のとおりとする。 

(ア) 災害対策本部設置前の配備体制 

配備の種類 配 備 基 準 配 備 内 容 

第１配備  町の震度観測点で震度４の地

震を記録したとき。 

（自動配備） 

活動部の職員で情報収集活動

が円滑に行える体制とする。 

第２配備 １ 町の震度観測点で震度５弱

の地震を記録したとき。 

（自動配備） 

２ 気象庁が東海地震注意情報

を発表したとき。 

（自動配備） 

第１配備体制を強化し、事態

の推移に伴い速やかに災害対策

本部を設置できる体制とする。 

 

(イ) 災害対策本部設置前の自動配備確認方法 

事務局（総務課）からの自動配備の確認は、原則として次の方法による。 

a 勤務時間内 

防災行政無線、庁内放送、電話又は口頭により行う。 

b 勤務時間外 

防災行政無線、電話等により行う。 

イ 災害対策本部設置後の配備体制 

地震災害に対処する本部設置後の配備は、災害の状況等により、次のとおりとする。 
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■災害対策本部設置後の配備体制 

配備の種類 配 備 基 準 配 備 内 容 

第３配備 １ 町の震度観測点で震度５強

の地震を記録したとき。 

（自動配備） 

２ 地震により局地災害が発生

した場合、災害が発生するおそ

れがある場合等で、本部長が必

要と認めたとき。 

３ 内閣総理大臣が東海地震予

知情報（警戒宣言）を発表した

とき。 

（自動配備） 

情報、水防、輸送、医療、救護等

の応急対策活動が円滑に行える体

制とする。 

 

第４配備 １ 町の震度観測点で震度６弱

の地震を記録したとき。 

（自動配備） 

２ 地震により大規模な災害が

発生した場合等で、本部長が必

要と認めたとき。 

第３配備体制を強化し、対処する

体制とする。 

 

第５配備 １ 町の震度観測点で震度６強

以上の地震を記録したとき。 

（自動配備） 

２ 町全域にわたり大規模な災

害が発生した場合で、本部長が

必要と認めたとき。 

町の組織及び機能のすべてをあ

げて対処する体制とする。 

 

 

ウ 職員の動員 

(ア) 動員体制の確立 

部長及び班長は、各部各班から選出するものとする。 

部長及び班長は、各部及び各班の動員系統連絡の方法等をあらかじめ実態に即した方法

により具体的に定めておく。 

(イ) 動員系統 

職員の動員は、次の系統で伝達する。 

 

 

 

エ 動員の伝達方法 

事務局（総務課）からの職員の動員指令の伝達は、原則として次の方法による。 

(ア) 勤務時間内 

防災行政無線、庁内放送、電話又は口頭により行う。 

(イ) 勤務時間外 

防災行政無線又は電話により行う。 

本部事務局

（総務課）

配 備 決 定 

（本部長） 
各 部 長
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オ 職員の非常登庁 

震度５強以上の地震が発生した場合、職員は、あらかじめ定められた動員計画に基づき、

動員命令を待つことなく、自主的に登庁する。 

勤務時間外に大地震が発生し、上記エの(ｲ)による伝達が不可能な場合で、テレビ、ラジ

オ情報、周囲の状況から被害多大と判断される場合は、自主登庁するものとする。 

ただし、次のことを原則とする。 

(ア) 家族の安否を確認した上で指定部署に参集すること。 

(イ) 事情により指定部署に参集できない場合は、 寄りの町施設に参集し、本部の指示

を受けること。 

※ 登庁の途中においては、可能な限り被害状況その他必要と思われることに注意を

払い、登庁後直ちにその状況を所属長に報告する。 

カ 動員状況の報告 

各部長は、職員の動員状況を速やかに把握し、所定の様式により総務部長に報告するもの

とし、総務部長は、速やかに本部長に報告する。 

また、報告の時間は、本部長が特に指示した場合を除き、１時間ごととする。 

   【報告事項】 

   ・班名 

   ・動員連絡済人員数 

   ・動員連絡不能人員数及び同連絡不能地域 

   ・登庁人員数 

   ・登庁不能のため 寄りの出先機関等に非常参集した人員 

   ・その他（職員の被災状況） 

２. 指定地方行政機関等の活動体制 【各関係機関】 

(１) 責務 

ア 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関 

地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び町

地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施する

とともに、町、県及び他の防災関係機関の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われるよう

必要な施策を講ずる。 

イ 防災上重要な施設の管理者 

町の区域内の公共的団体、学校、病院、社会福祉施設など、防災上重要な施設の管理者及

びその他法令の規定による防災に関する責任を有する者は、地震による災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び町地域防災計画の定めるところによ

り、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、指定地方行政機関、町

及び県の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われるよう必要な措置を講ずる。 

(２) 活動体制 
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ア 組織等の整備 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、防災上重要な施設の管理者等は、

それぞれの責務を遂行するため、必要な組織を整備するとともに、災害応急対策に従事する

職員の配備及び服務の基準を定めておく。 

イ 職員の派遣 

本部長は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認めるときは、指定地方

公共機関等の長に対して、その所属職員を必要な場所に派遣するよう要請する。 

 

３. 町災害対策本部と県及び防災関係機関との連絡 【総務班】 

町は、災害の状況に応じ、町災害対策本部会議に指定地方行政機関、指定公共機関及び指定

地方公共機関の職員の出席を求め、災害状況、災害対策実施状況等情報の交換を行うとともに、

応急対策に必要な連絡調整を行う。 

また、県が災害対策本部会議を開催した場合及び現地災害対策本部を設置した場合には、町

職員が出席するなどして、情報交換を行うとともに応急対策に必要な連絡調整を行う。 

４. 災害救助法の適用手続等 【福祉班】 

(１) 災害救助法の目的 

災害救助法（昭和 22年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に際して応急的に必要な救助を行

い、災害にかかった人達の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。 

(２) 適用基準 

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号から第４号までの規定による

が、本町における適用基準は、次のとおりである。 

指 標 と な る 被 害 項 目 適用の基準 該当条項

町内の住家が滅失（被災）した世帯の数 40 世帯以上  
第１項 

第１号 

県内の住家が滅失（被災）した世帯の数 2,500 世帯以上  第１項 

そのうち町内の住家が滅失（被災）した世帯の数 20 世帯以上  第２号 

県内の住家が滅失（被災）した世帯の数 12,000 世帯以上  第１項 

そのうち町内の住家が滅失（被災）した世帯の数 多 数  第３号 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける 

おそれが生じたとき 

知事と厚生労働  

大臣で協議 

第１項 

第４号 

※【災害救助法施行令第一条第一項第四号の厚生労働省令で定める基準】 

①災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を

必要とすること。 

②災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、

又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

 

(３) 救助の実施機関 

ア 知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場合は、国からの法定受託事務と
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して応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

イ 知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、その権限に属する事務の一部を

町長が行うこととすることができる。 

ウ 町長は、上記イにより町長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助する。 

(４) 救助の種類 

災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるもので

あり、次のような種類の救助を行う。 

ア 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

イ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

エ 医療及び助産 

オ 災害にかかった者の救出 

カ 災害にかかった住宅の応急修理 

キ 学用品の給与 

ク 埋葬 

ケ 死体の捜索及び処理 

コ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 

(５) 被災世帯の算定基準 

ア 被災世帯の算定 

住家の滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半焼する等著しく損傷した世帯は２

世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態

となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。 

イ 住家の滅失等の認定 

(ア) 住家が滅失したもの 

居住のための基本的機能を喪失したもので住家の損壊、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、又は住家の主要な構成要素

の経済的被害の損害割合が、住家全体の 50％以上に達した程度のもの 

(イ) 住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので住家の損壊又

は焼失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住家

の主要な構成要素の経済的被害の損害割合が 20％以上 50％未満のもの 
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(ウ) 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となっ

たもので、（ア）及び（イ）に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達

した程度のもの、又は土砂等の堆積等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 

ウ 世帯及び住家の単位 

(ア) 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位 

(イ) 住家 

現に居住のために使用している建物。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供し

ている部屋が遮断され、又は独立しており、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住家として取り扱う。 

(６) 救助法の適用手続 

ア 本部長は、町内の被災状況が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

みであるときは、直ちにその旨を知事に報告する。 

イ 災害救助法施行細則（昭和 23 年千葉県規則第 19 号）第５条の規定により、災害の事態

が急迫して知事による救助の実施を待つことができないとき、本部長は救助法の規定に

よる救助に着手し、その状況を知事に報告する。 

(７) 救助の程度、方法及び期間等 

災害救助法が適用された場合の応急救助の程度、方法及び期間等については、災害救助法

施行細則別表第一によるものとする。 

 

＜資料編 千葉県災害救助法施行細則（別表第一）＞ 
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第２節 情報収集・伝達体制 

地震の被害を 小限にとどめるためには、地震の情報を一刻も早く地域住民等に伝達するこ

とが必要である。特に高齢者や障害者等の要配慮者への伝達に万全を期する必要がある。また、

円滑な応急対策活動を実施するため各防災機関は、緊密な連携のもと、災害に関する情報を的

確かつ迅速に把握する体制を整える必要がある。 

１. 通信体制 【総務班】 

地震災害発生後、災害の状況や被害の状況を的確に把握し、迅速な応急対策を実施するため、

非常通信手段を確保する。 

(１) 無線通信 

ア 防災行政無線等 

(ア) 県との連絡 

町は、県との情報連絡を千葉県防災行政無線、千葉県防災情報システムにより行う。 

(イ) 各班及び防災関係機関との連絡 

町関連施設、災害現場等に出動している各部及び防災関係機関との連絡は、大多喜町防

災行政無線によるものとする。 

また、必要に応じて消防無線や警察無線により、関係機関との連絡を行う。 

(２) 有線通信 

ア 災害時優先電話 

(ア) 連絡体制 

町及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する電話を定め、窓口の一元化を図る。 

また、災害時においては、災害時優先電話を平常業務に使用することを制限し、迅速か

つ円滑な通信連絡体制を確保する。 

(イ) 連絡責任者 

町及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保す

るため、連絡責任者を定める。 

(ウ) 災害時優先電話の利用 

災害時において、町が迅速な通信連絡を確保するため、あらかじめ東日本電信電話株式

会社に対し、電話番号を指定し届出て災害時有線電話としての承認を受けておくものとす

る。 

非常通話又は緊急通話の請求は、あらかじめ承認を受けた電話番号から「非常（緊急）」

の旨及び必要事項を東日本電信電話株式会社に申し出ることにより接続される。 

イ 非常・緊急通話（平成 27年 7月末まで） 

(ア) 利用方法 

原則的に「災害時優先電話」により 102 番をダイヤルし、オペレーターへ次のことを告

げて申し込むものとする。 

・非常又は緊急扱い通話の申込みであること。 
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・災害時優先電話に登録された電話番号及び機関名称 

・相手の番号及び通信内容 

(イ) 接続順位 

非常通話又は緊急通話は、他の手動接続通話に優先して取扱われ、非常通話相互間は、

その通話の請求の順序により接続され、非常通話は緊急通話より優先的に接続される。 

ウ 非常・緊急電報 

非常電報又は緊急電報を発信するときは、東日本電信電話（株）に依頼することとし、非

常扱い電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

(３) その他の無線通信 

ア 防災関係機関の通信 

災害情報の伝達に際して、緊急通信の必要があるときは、次の無線設備を使用する。 

また、災害発生時における救急措置の実施上緊急かつ特別な必要があるときにも、次の無

線設備を使用することができる。 

・警察通信設備 

・消防通信設備 

・自衛隊通信設備 

イ アマチュア無線の活用 

(ア) アマチュア無線ボランティア等への協力依頼 

町は、県が平成 13年１月に日本アマチュア無線連盟千葉県支部と締結した災害時応援協

定書の内容に準じて、アマチュア無線ボランティア等へ協力を依頼する。 

(イ) アマチュア無線ボランティアの活動内容 

アマチュア無線の協力者は、町の指示に従い、主に次の活動を行う。 

a 災害情報の収集 

b 災害情報の報告 

c 災害情報の伝達 

(４) その他通信における留意事項 

ア ファクシミリ等による文書連絡の優先利用 

災害対策本部、町の出先機関、防災関係機関の指令の授受伝達及び報告等の通信連絡は、

原則としてファクシミリによる文書連絡による。 

イ 通信の統制 

災害の発生時には、各種通信の混乱が予想される。このため、全ての携帯・可搬用無線機

は、災害対策本部に一旦集結させる。 

災害対策本部に集結した携帯・可搬用無線機の使用・搬出は、総務部長が指示する。 

ウ 本部員による伝達 

有線及び無線通信の利用が不可能な場合又は困難な場合は、徒歩、自転車、バイク等によ

り、本部員によって伝達を行う。 
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エ 放送機能の利用 

総務班は、災害に関する通知、要請、伝達等の放送を、知事を通じて日本放送協会千葉放

送局に要請することができる。 

(５) 通信連絡系統 

震災時の情報連絡の流れは、次の通信連絡系統図のとおりである。 

■通信連絡系統図 

 

２. 地震情報の収集 【総務班】 

総務班は、電話及び千葉県防災情報システム等を通じて、気象庁及び銚子地方気象台が発表

する地震情報を速やかに収集する。通信回線の障害・不通時は、地震に関する情報をテレビ・

ラジオから入手する。 

住民 
大多喜町 

災害対策本部

内閣総理大臣 

消防庁 

気象台 

中
央
防
災
会
議

指定地方行政機関 
指定公共機関 

指定地方公共機関 
その他 

消
防
本
部

消
防
団 

現場・出先・
避難所 

勝浦警察署 警察本部 自衛隊 

千葉県防災情報システム 
有線又は口頭 
無線 

千葉県 

災害対策本部
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■地震情報の種類 

種   類 内      容 

緊急地震速報 地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や

地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要

動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる情報。 

震度速報 地震発生から約２分後、震度３以上の全国 180 に区分した地域名と地震の発生

時刻を発表。本町は、「千葉県南部」である。 

震源・震度に関

する情報 

地震の発生場所やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域名と市町村名

を発表。震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある

場合は、その市町村名を発表。 

津波予報の発表状況や津波の心配がない場合の解説もこの中で発表する。 

各地の震度に関

する情報 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられるが、震度が入手できない観測点を発表する。 

地震回数に関す

る情報 

地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震の回数を発表。 

 

３. 被害情報等の収集・報告 【情報収集班、消防本部、消防団】 

  災害が発生した場合は、必要に応じ、警察署、消防本部その他防災関係機関と緊密な連携

をとり、被害情報を収集する。 

(１) 被害情報の種類 

災害発生後、直ちに収集する情報は、次のとおりである。 

また、報告は、既定の報告様式で行う。 

  ■収集すべき被害情報 

調査実施者 収集すべき被害状況の内容 

町（情報収集班） ①各部からの情報を整理する 

②県及び防災関係機関からの情報収集 

③町有財産の被害 

④商店、工場、危険物取扱施設その他土地等の物的被害 

⑤被災地の傷病者の状況 

⑥避難場所及び避難所施設の被害 

⑦ライフライン施設の被害 

⑧農作物、家畜等の被害 

⑨学校教育施設等の被害 

⑩児童生徒に関する被害 

 ⑪園児に関する被害 

各施設の管理者 ①所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

②所管施設の物的被害及び機能被害 

消防本部 

消防団 

 

①全ての人的被害（他で調査した人的被害の集計） 

②住宅の被害（物的被害） 

③火災発生状況及び火災による物的被害 

④危険物取扱施設の物的被害 

⑤要救護情報及び医療活動情報 

⑥避難経路の被害状況 
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調査実施者 収集すべき被害状況の内容 

⑦避難の必要の有無及びその状況 

⑧その他消防活動上必要ある項目  

警察署 ①被害状況、治安状況、救援活動状況及び警備活動状況 

②交通機関の運行状況及び交通規制の状況 

③犯罪の予防活動の状況 

④避難者の状況 

⑤ライフラインの状況 

⑥その他活動上必要がある事項 

その他防災関係機関 ①町域内の所管施設に対する被害状況及び災害に対してとった

措置 

②震災に対して今後とるべき措置 

③その他生活上必要がある事項 

  

＜資料編 被害調査集計表＞ 

＜資料編 被害状況箇所別調査票＞ 

＜資料編 被害状況報告書＞ 

(２) 被害情報等の伝達方法 

災害時における情報等の伝達の通信連絡は、通信施設の被害状況等により異なるため、次

の方法のうち実状に即した方法で行う。 

■被害情報の伝達方法 

発信者 

 →相 手 
電 話 

防災行

政無線
広報車

公共の

放 送
口 頭 文 書 

インター

ネット 

災害対策要員 

 →町 
○ ○      

町 

 →町出先機関 
○ ○      

町 

 →消防機関 
○ ○      

住民 

 →町 
○    ○   

町 

 →住民 
○ ○ ○ ○ ○  ○ 

町 

 →防災関係機関 
○ ○      

本部内 

 →本部内 
    ○ ○  

 

４. 県への被害情報の報告 【総務班】 

(１) 被害情報等の収集報告系統 

被害情報等の収集報告系統は、次の図のとおりとする。 
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■被害情報等の収集報告系統 

〔大多喜町〕

報
道
機
関
等

〔千葉県災害対策本部〕

千葉県総合防災情報システム
による報告ルート

凡例

部門担当部
(部･局･庁)

支部総務班
(夷隅地域振興

事務所)

災害対策本部
事 務 局

(危機管理課)

千葉県
防災情報
システム
サーバー

電話・ＦＡＸ等による報告ルート

被

災

現

場

等

各 部
(部門担当課)

（ 本 部 ）

国
(総務省
消防庁）

及び
関係省庁

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部
大多喜町消防団

指定地方行政機関
指定公共機関

指定地方公共機関

（ 支 部 ）

部門出先機関

大 多 喜 町
災害対策本部
事 務 局

（ 総 務 部 ）

 

(２) 県へ報告すべき被害の状況 

県本部事務局（危機管理課）及び夷隅地域振興事務所への報告の種別、時期及び方法は、

別表のとおりとする。 

(３) 報告すべき事項 

上記の状況の際に報告すべき事項は、次表のとおりとする。 

■県へ報告すべき事項 

① 災害の原因 

② 災害が発生した日時 

③ 災害が発生した場所又は地域 

④ 被害の状況 

⑤ 被害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

・災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

・主な応急措置の実施状況 

・その他必要事項 

⑥ 災害による住民等の避難の状況 

⑦ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

⑧ その他必要事項 
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■別表 県への報告一覧 

報告の種類 報  告  の  内  容 報告時期・方法 
 
 
 
 
災害緊急報告 

１ 庁舎等の状況 
２ 災害規模概況 

災害の発生場所、概況、人的被害、住家被害、火災
発生の有無等の被害状況 

３ 応急対策の状況 
当該災害に対して講じた応急対策について報告 

４ 措置情報 
災害対策本部等の設置状況、避難勧告・指示等の状

況、避難所の設置状況等について報告 

①覚知後直ちに 
②第１報の後、詳細が判明の
都度直ちに 
 
[電話、ＦＡＸ] 

 
 
 
災 
 
害 
 
総 
 
括 
 
報 
 
告 

定時報告 被害情報及び措置情報の全般的な情報を定時に報告 
１ 被害情報 

各市町村区域内の人的被害、住家被害及びその他施
設等の全般的な被害状況（件数） 

２ 措置情報 
災害対策本部の設置、職員配備、住民避難等の状況

①原則として１日２回９
時・15 時現在で把握して
いる情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった
場合はその指定する時刻
まで 

[電話、FAX 及び端末入力] 
確定時報告  同一の災害に対する応急対策が終了した後、10日以内

に報告。本報告は、災害復旧の基礎となるものであるた
め、正確を期すること。 
１ 被害情報 

各市町村内の全般的な被害状況（件数） 
２ 措置情報 

災害対策本部の設置、職員配備、住民避難等の状況
３ 被害額情報 

各市町村内の施設被害及び産業別被害額 

応急対策終了後 10日以内 
 
[端末入力及び文書] 

年報 ４月１日現在で明らかになった１月１日から 12月 31
日までに発生した災害について報告 

４月 20日まで 
[端末入力及び文書] 

 
 
 
災害詳細報告 

災害総括報告で報告した被害情報の内容（日時・場
所・原因等）及び措置情報の詳細を報告 

 

①原則として１日２回９
時・15 時現在で把握して
いる情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった
場合はその指定する時刻
まで 

[電話、FAX 及び端末入力] 

 

(４) 情報収集報告 

町の区域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報を収集

し、千葉県防災情報システム及び電話・ファクシミリ又は防災行政無線により県本部事務局

に報告する。ただし、県に報告できない場合にあっては、総務省消防庁に報告するものとし、

事後速やかに県に報告する。 

「震度５強」以上を記録した地震にあっては「火災・災害等即報要領（平成 24 年 5 月 31

日改正）」により被害の有無を問わず、第１報等について県と併せて総務省消防庁に報告する。 

また、同時多発の火災等により消防機関へ通報が殺到したときは、その旨を総務省消防庁

及び県に報告する。 

(５) 情報収集報告にあたって留意すべき事項 

ア 発災初期の情報収集にあたっては、「千葉県震度情報ネットワークシステム」等により得

られた各地の震度情報を利用して、効果的な被害状況等の収集活動にあたるとともに、

119 番通報の殺到状況、被災地の映像情報など被害規模を推定するための概括的な情報の

収集伝達に特に配慮する。 
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イ 人的被害、住家被害、住民避難、火災の発生、延焼の状況等、災害応急対策を実施する

上で重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先して収集・報告する。 

ウ 被害等の調査及び報告にあたっては、関係機関及び内部の連絡を密にし、調査漏れや重

複等のないよう、十分留意するとともに、被害数値等の調整を図る。 

エ 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集連絡に係る組織、設備、要領等の整備

を図る。特に発災初期の情報は、住民組織を通じて直ちに通報されるよう体制を整えて

おく。 

オ 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門的な

知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 

カ り災世帯、り災人員等の把握にあたっては、現地調査のほか、住民基本台帳等を照合し、

正確を期する。 

(６) 報告責任者の選任 

町は、次の基準により、被害情報等の報告に係る責任者を定めておく。 

区  分 所 掌 事 務 町 

総括責任者 
町及び防災関係機関における被害情報等の

報告を総括する。 
総務部長 

取扱責任者 
町及び防災関係機関における各部門の被害

情報等の報告事務を取り扱う。 
消防防災係長 

(７) 千葉県被害情報等報告要領 

被害情報等の収集報告活動に関する具体的な運用は、「千葉県被害情報等報告要領」により

行うものとする。 

(８) 国及び県への連絡方法 

 

■勤務時間内における国及び県への連絡方法 

総務省消防庁（応急対策室） 

①消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

電話 120-90-49013（地上系） 048-500-90-49013（衛星系） 

FAX  120-90-49033（地上系） 048-500-90-49033（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 03-5253-7527 FAX 03-5253-7537 

千葉県（危機管理課） 

①県防災行政無線 

電話 500-7314（地上系） 012-500-7314（衛星系） 

FAX  500-7298（地上系） 012-500-7298（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 043-223-2175 FAX 043-222-1127 

■勤務時間外における国及び県への連絡方法 
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総務省消防庁（消防庁宿直室） 

①消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

電話 120-90-49102（地上系） 048-500-90-49102（衛星系） 

FAX  120-90-49036（地上系） 048-500-90-49036（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 

千葉県（防災行政無線統制室） 

①県防災行政無線 

電話 500-7225（地上系） 012-500-7225（衛星系） 

FAX  500-7110（地上系） 012-500-7110（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 043-223-2178 FAX 043-222-5219（県防災行政無線統制室） 

 

５. 災害時の広報 【総務班】 

町は、流言飛語等による社会混乱を防止し、被災地の住民の適切な判断と行動を助け、安全

を確保するため、防災関係機関と相互に協力し正確な情報の迅速な提供に努める。 

(１) 実施機関 

広報活動は、本部長の決定に基づき、総務班が行う。 

(２) 広報内容 

ア 避難方法等に関する情報 

イ 交通規制等に関する情報 

ウ 被害に関する情報 

(ア) 人及び家屋関係 

(イ) 公益事業関係 

(ウ) 交通施設関係 

(エ) 土木施設関係 

(オ) 農林水産関係 

(カ) 商工業関係 

(キ) 教育関係 

(ク) その他 

エ 応急対策活動に関する情報 

(ア) 水防、警備、救助及び防疫活動 

(イ) 通信、交通、土木施設等の応急対策活動 

(ウ) その他住民及び被災者に対する必要な広報事項 

オ 県外で発生した震災に係る支援に関する情報 

カ 流言飛語の防止に関する情報 

(３) 広報方法 
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ア 一般広報活動 

(ア) 防災行政無線、広報車等を活用した広報 

(イ) 広報紙、チラシ、ポスター、掲示板等を活用した広報 

(ウ) 県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

(エ) インターネット、メールを活用した広報 

イ 報道機関への発表 

町は、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関に対して正確な情報を迅速に発表する。 

なお、報道への窓口は、総務班が一括して行う。 

(ア) 発表内容 

a 災害の種別及び発生日時 

b 被害発生の場所及び発生日時 

c 被害状況 

d 応急対策の状況 

e 住民に対する避難勧告等指示の状況 

f 一般住民並びに被害者に対する協力及び注意事項 

g その他本部長が必要と認める情報 

(イ) 発表者 

発表は、原則として本部長が実施する。ただし、必要に応じて、各部において発表する

場合は、あらかじめ総務部長に発表内容、発表場所等について了承を得るものとし、発表

後、速やかにその内容について総務部長に報告する。 

(ウ) 指定公共機関及び指定地方公共機関の発表 

指定公共機関又は指定地方公共機関が情報を報道機関に発表する場合は、原則として総

務部長と協議の上実施する。 

ただし、緊急を要する場合には、発表後、速やかにその内容について総務部長に報告す

る。 

(エ) 発表情報の送付 

総務部長は、報道機関に発表した内容を災害対策本部各部のうち、必要と認められる部

及び関係機関に送付する。 

ウ 放送機関への放送要請 

町長が行う避難の勧告、指示等で緊急やむを得ない特別の事情がある場合は、別に定める

「緊急警報放送の実施に伴う災害時の放送要請について」により日本放送協会千葉放送局に

緊急警報放送を行うよう求めるものとする。 

なお、要請に当たっては、原則として県を経由して行う。 

■放送要請協定機関及び窓口 

機関名・窓口 
県防災行政無線 一般加入電話 

電 話 ＦＡＸ 電 話 ＦＡＸ 

日本放送協会千葉放送局 
(放送) 

500-7393 500-7394 043-203-0597 043-203-0395
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第３節 地震・火災避難計画 

地震時には延焼火災の拡大等の発生が考えられ、住民の避難を要する地域が数多く出る可能

性がある。 

このため、安全な場所への避難に必要な可能な限りの措置をとり、被災者の生命、身体の安

全の確保に努める。中でも高齢者、障害者その他の要配慮者の安全避難については特に留意す

る。 

１. 避難の勧告又は指示等 【総務班】 

災害に際し、危険地域の住民を安全な場所に避難させ、人的被害の軽減を図るとともに、こ

れらの者と現に被害を受けて避難しなければならない者を、一時的に学校、集会所、公民館等

の既存建物又は野外に仮設したテント等に収容し、保護する。また、「災害時における避難所

運営の手引き」（千葉県、平成21年10月）に基づき、適切な避難誘導体制を整える。 

(１) 避難勧告・指示等の発令 

本部長（町長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域

の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、緊急を要すると認め

るときは避難のための立ち退きを指示する。 

また、避難勧告・指示に先立ち、住民の避難準備と要配慮者の避難開始を促すため「避難

準備情報」を伝達する。 

総務部は、本部長へ避難に関する情報を伝達し、避難勧告・指示等の事務を行う。 

なお、「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がそ

の勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。「指示」は、

被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるも

のである。 

■避難の種類及び発令基準の目安 

種 類 内  容 基  準 

避難準備情

報 

避難勧告・指示が発令されたときに、い

つでも避難できるような体制をとるこ

と。要支援者等、特に避難行動に時間を

要する者は、避難行動を開始。 

状況により本部長（町長）が必要と認めると

き 

避難勧告 危険区域の住民が避難すること ① 火災の拡大、がけ崩れ、危険物質の流出

拡散等により、住民に危険が及ぶと認めら

れるとき 

② その他災害の状況により、本部長（町長）

が必要と認めるとき 

避難指示 危険の切迫性があり緊急的に避難する

こと。ま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 低限の

行動を実施。 

状況により本部長（町長）が必要と認めると

き 
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■避難勧告・指示の発令権者及び要件 

発令権者 勧告・指示を行う要件 根拠法令 

町長 ○勧告：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、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特に必

要があると認めるとき 

○指示：急を要すると認めるとき 

災害対策基本法

第60条第１項 

知事 ○災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったとき 

災害対策基本法

第60条第５項 

警察官 ○町長が避難のための立退きを指示することができないと認められると

き 

○町長から要求があったとき 

災害対策基本法

第61条 

○人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要

するとき 

警察官職務執行

法第４条 

災害派遣を命じら

れた部隊等の自衛

官 

○人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要

する場合で、その場に警察官がいないとき 

自衛隊法第94条

知事又は知事の命

を受けた県職員 

○洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき 水防法第29条 

○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 地すべり等防止

法第25条 

水防管理者 ○洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき 水防法第29条 

 

(２) 避難情報等の伝達 

ア 住民への伝達 

総務部は、避難勧告又は指示等を発令又は解除した場合、直ちに次の方法により伝達広報

を行い、住民への周知徹底を図る。 

■避難情報等の伝達方法及び伝達内容 

① 伝達方法 

○ 町防災行政無線     ○ 広報車 

○ 報道機関        ○ 町ホームページ 

② 伝達内容 

○ 避難の対象区域     ○ 避難先      ○ 避難経路 

○ 避難勧告・指示等の理由 ○ その他注意事項 

イ 県に対する報告 

総務部は、避難の準備情報及び勧告、指示又は解除を発令した時は、その旨を「千葉県被

害情報等報告要領」に基づき、県災害対策本部事務局（危機管理課）及び夷隅地域振興事務

所に報告する。 

ウ 関係機関への通報 

本部長（町長）が避難の勧告又は指示を行った時、又は警察官等から勧告又は指示を行っ

た旨の通報を受けた時は、総務部は、関係機関に通報する。 

 

(３) 警戒区域の設定 

本部長は、町内に災害が発生し、又は災害の発生するおそれがあると認められ、住民の避

難が必要な場合は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する以外の者に対して当該地区
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への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。 

警戒区域設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様に住民への周知及び関係機関への

その旨の連絡を行う。 

警戒区域を設定する権限のあるものは、次のとおりとする。 

■警戒区域の設定権者及び要件・内容 
設定権者 設定の要件・内容 根拠法令

町長 ○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は、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ことができ

る。 

災害対策基

本法第63条

知事 ○災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

たときは、上記の全部又は一部を町長に代わって実施しなければならない。 

災害対策基

本法第73条

消防長、消防署長 ○ガス、火薬又は危険物の漏えい、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おそれが著しく大であり、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る

とき、火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止し、又

は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しく

はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。 

消防法第23

条の2 

警察署長 次の場合、上記に記載する消防長等の職権を行うことができる。 

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防吏員若しくは

消防団員が現場にいないとき、又は消防長若しくは消防署長から要求があっ

たとき 

消防法第23

条の2 

消防吏員又は消防

団員 

○火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める以外の

者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域への出入を禁止し若し

くは制限することができる。 

消防法第28

条 

水防団長、水防団

員、消防機関に属す

る者 

○水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水防関係者以

外の者に対して、その区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区

域からの退去を命ずることができる。 

水防法第21

条 

警察官 次の場合、上記に記載する町長等の職権を行うことができる 

○町長若しくは町長の委任を受けた職員が現場にいないとき、又はこれらの者

から要求があったとき 

災害対策基

本法第63条

次の場合、上記に記載する消防吏員等の職権を行うことができる 

○消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき、又は消防吏員又は消防団

員の要求があったとき 

消防法第28

条 

○水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれら

の者の要求があったとき 

水防法第21

条 

災害派遣を命じら

れた部隊等の自衛

官 

○町長若しくは町長の委任を受けた町職員及び警察官が現場にいないとき、上

記に記載する町長等の職権を行うことができる。 

災害対策基

本法第63条

 

２. 避難誘導等 【被害調査班、産業振興班、消防本部、消防団】 

(１) 避難の誘導 

ア 危険地域における避難誘導 

本部長が避難勧告又は指示を行った場合の避難の誘導は、警察官、消防職員、消防団員、

町職員（被害調査班）等が行うものとするが、誘導にあっては極力安全と統制を図るものと

する。 

なお、自主防災組織等とも連絡をとり、協力を求めるものとする。 
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イ 学校等における避難誘導 

学校、保育所、社会福祉施設等については、その施設の管理者及び職員が、安全な場所へ

避難誘導等の措置を行う。 

(２) 住民等の避難準備 

避難する者は、次のことに留意する。 

ア 避難に際しては、必ず電気のブレーカー、火気及び危険物等の始末を完全に行うこと。 

イ 避難者は、安全に避難できる服装で、非常持ち出し袋を携行し、避難すること。 

ウ 避難者は、必要に応じて防寒雨具を携帯すること。 

エ 本人の住所、氏名、年齢及び血液型等が分かるものを所持すること。 

オ 事業所等においては、浸水その他の被害による油脂類の流失防止、発火しやすい薬品、

電気、ガス等の安全措置を行うこと。 

(３) 避難誘導の方法 

本部長は、収集された被害状況の情報をもとに、本部長が必要と思われる避難誘導の方法

により、適切な避難誘導措置をとる。 

ア 避難経路 

避難経路の選定にあたっては、災害の規模、道路や橋りょうの状況、落下物、危険物の状

況、火災の延焼拡大の経路等を考慮して、パニックの起こらない、 も安全と思われる経路

を選定する。 

イ 自主防災組織等 

消防団、自主防災組織、区長等は、地域住民の避難を促し、避難の誘導を図る。 

ウ 要配慮者の優先・安全確保 

避難にあたっては、住民に対し、高齢者、乳幼児、小児、心身障害者及び外国人等要配慮

者の安全確保の援助及び優先避難を呼びかけ、近隣者相互の助け合いによる全員の安全避難

を図るよう努める。 

エ 避難の単位 

避難誘導は、自主防災組織、区長会等の単位で行う。 

(４) 町内への通勤・通学者に対する避難対策 

ア 町内への通勤者・通学者 

事業所内において災害等にあった場合は、その事業所の避難マニュアル等にしたがって対

応する。 

また、学校教育施設において災害にあった場合は、その教育施設の避難マニュアル等で対

応する。 

イ 観光客その他 

産業振興班は、消防団等と連携をとり通勤・通学等の理由以外の来訪者（観光客等）に対

する避難誘導を行う。また、自動車等を使って移動中の者についても消防団、警察等と連携

をとり避難誘導を行う。 

 



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
第３章 災害応急対策計画                                              

 

震 - 70 

３. 避難所の開設・運営 【福祉班、建設班、産業振興班、学校教育班、保育園班、社

会教育班】 

災害により現に被害を受け、または受けるおそれのある住民を収容するため、町長は、学校

や公民館等の避難所を設置する。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、町長

はこれを補助する。町のみで対応が不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の

応援を得て実施する。 

なお、被災者のプライバシー及び安全の確保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障

害者をはじめとする要配慮者や女性への配慮、ペット対策などについても適切に対応するよう

努めるものとする 

(１) 避難所の開設 

町は、避難所を設置する必要があるときは、学校、集会所、公民館その他の公共建物等を

避難所として開設するが、これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生ずるときは、野

外にテント又は応急仮設住宅を設置し、対応する。さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産

婦等の要配慮者については、被災地以外にあるものも含め、旅館やホテル等を避難所として

借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。なお、避難所の開設が予定される

施設については、耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模をもっ

て適切に配置するよう努める。 

町は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災組織やボランティア組織と協力し

て避難所の効率的な管理運営がなされるよう、「災害時における避難所運営の手引き」を参考

として避難所整備運営方針等の作成に努める。 

町は、避難所を開設した場合には、各避難所との情報連絡を密にし、避難者の氏名や家族

構成などの情報を逐次、コンピュータ等を活用して把握に努めるとともに、広報や問い合わ

せに適切に対応するものとする。 

ア 対象者 

・住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

・現に災害に遭遇（旅館の宿泊者等）した者 

・災害によって、現に被害を受けるおそれのある者 

イ 設置場所 

・避難所としてあらかじめ指定している施設 

・教育施設については、原則として体育館を使用し、必要に応じて教室を使用 

ウ 収容地区 

避難所の地区割り当ては、原則として避難所の対象地に従って割り当てる。 

また、災害の状況、被災者の収容状況等により避難所の統合等を実施する。 

エ 県及び防災関係機関への報告 

避難所を開設した際は、次の内容を県に報告する。また、必要に応じて警察、消防等防災

関係機関に通知する。 

・開設した場所 
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・開設した日時 

・入所した人員 

・その他必要と思われる事項 

オ その他 

避難所が不足する等、本町限りで収容不可能な場合は、近隣の市町村その他の関係機関に

対して、協力を要請する。 

(２) 避難所の運営 

避難所の開設に伴い、福祉班を中心とした職員を配置し、責任者を指定する。 

避難所の運営にあたっては、警察等の防災関係機関、地域住民組織等の協力を得ながら避

難所の運営を行うが、男女双方の要望や意見を反映するため、男性ばかりでなく女性を管理

運営する者に入れるものとする。 

また、避難所における女性への配慮としては、更衣室やトイレなど施設の利用上の配慮、

女性相談窓口や女性専用の物資配付など運営上の配慮などが必要である。 

ア 職員の配置 

福祉部長は、各避難所に所要の職員を配置し、責任者を指定するものとする。 

避難所に配置された職員は、災害対策本部の指示に基づき、施設の管理者及び自主防災組

織等の協力を得て、避難所の管理及び運営を行う。 

イ 避難所職員の任務 

(ア) 避難所の開設 

(イ) 避難者の受付及び人員把握 

(ウ) 収容者の組織編成 

収容者を行政区（自主防災組織）ごとに適当な人員によって班を編成し、班長をきめる。

班長には各行政区の役員又は自主防災組織の役員をあてる。 

(エ) 情報伝達 

収容者に対して直接又は班長を通じて伝達する。 

ウ 食糧、生活必需品等の請求、受領及び配布 

責任者となる職員は、避難所全体で集約された食糧、生活必需品その他の物資の必要数に

ついて取りまとめ、災害対策本部会議へ要請する。 

到着した食糧や物資は、消耗品受払簿に記入の上、各居住区域に配給を行う。 

エ 設備・備品の整備 

町は、状況により避難生活が長期化するような場合に備え、基本的な生活に対応できる環

境を整えるために必要な資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。 

また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移り変わりにも柔軟に対応でき

る環境づくりに努める。 

オ ペットへの配慮 

町は、ペットとの同行避難に備えて、「災害時における避難所運営の手引き」を参考に、

ペットの収容場所を確保するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成に努める。 
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(３) 避難者の他地区への移送 

ア 避難者を他地区へ移送する場合 

本部長は、避難者を避難所に収容できない場合は、本町から も近い距離にある非被災地

若しくは小被災地又は隣接市町村へ移送する。 

移送にあたっては、町の車両又は民間の車両（バス等）を借り上げて行うものとするが、

必要に応じて、防災関係機関へ応援を要請する。 

イ 他地区の避難管理者 

他地区に避難所を開設する場合は、福祉班の職員又は本部長が指名した職員を派遣する。 

ウ 他地区からの受入 

本部長は、県知事から他地区避難者を受け入れるために避難所の開設を指示された場合は、

直ちに避難所の選定を行い、受入態勢を整備するとともに、本部職員を派遣して避難所運営

に協力する。 
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第４節 要配慮者の安全確保対策 

地震時には、建物の倒壊、延焼火災の拡大等の発生が考えられ、住民の避難を要する地域が

数多く出ることが予想される。 

このため、安全な場所への避難に必要な可能な限りの措置をとり、被災者の生命、身体の安

全の確保に努める。 

特に、要配慮者のうち、災害時に支援を必要とする避難行動要支援者については、町が策定

した「大多喜町避難支援プラン＜全体計画＞」等に基づき、災害時の避難誘導をはじめ、避難

生活についても考慮し、安全確保に努める。 

１. 避難誘導等 【福祉班】 

災害時の避難に支援を必要とする避難行動要支援者については、避難行動要支援者支援プラ

ン等に基づき、避難支援者による避難誘導、支援を行う。 

(１) 避難誘導 

避難誘導は、次の事項に留意して行う。 

ア 避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を

避け、安全な経路を選定すること。この場合なるべく身体壮健者、その他適当な者に依

頼して避難者の誘導措置を講ずること。 

イ 危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

ウ 状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者又は歩行困難者は適当な場所に

集合させ、車両等による輸送を行う。この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の

安全を期すること。 

エ 避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内会等の単位で行う。 

オ 高齢者、障害者等の要配慮者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘導を行

うとともに、町職員及び自主防災組織の隊員等による避難確認を行うこと。 

(２) 避難順位 

避難誘導は、移動若しくは歩行困難な者を優先して行うものとし、優先順位は、おおむね

次のとおりとする。 

①介護を要する高齢者及び障害者 

②病弱者 

③乳幼児及びその母親・妊婦 

④高齢者・障害者 

⑤児童生徒 

⑥女性 

⑦男性 

(３) 緊急入所等 

福祉班は、在宅での生活の継続が困難な要配慮者や指定避難所あるいは福祉避難所での避

難生活が困難な要配慮者、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必要な者等については、
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緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応を行うものとする。 

２. 避難所の開設、要配慮者への対応 【福祉班】 

(１) 避難所の開設 

避難所の開設は、本章「第３節 地震・火災避難計画」によるものとする。 

町及び県は、高齢者や障害者等の要配慮者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難場

所を確保するとともに、健康状態の把握に努め、状況に応じて福祉避難所への移送、社会福

祉施設等への緊急入所を行う。 

さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者支援のための福祉避難所を設置する。 

避難所における支援として、具体的には、以下の３点があげられる。 

ア 避難所における要配慮者相談窓口の設置 

イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請 

ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

(２) 外国人に対する対応 

町は、国が作成した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び県が作成

した「災害時における避難所運営の手引き」を活用し、避難所等の整備に努める。 

ア 外国人の避難誘導 

外国語に堪能な職員やボランティアの協力を得て、外国人の安全な避難誘導及び外国人被

災者を対象とした窓口を開設する。 

イ 安否確認・救護活動 

福祉班は、警察、近隣住民（自主防災組織）、ボランティア等の協力を得て、外国人登録

等に基づき、外国人の安否の確認や救護活動を行う。 

ウ 情報提供 

外国人の安全生活を支援するため、ボランティア等の協力を得て、避難所及び在宅外国人

への生活情報の提供を行う。 

３. 福祉避難所の設置  【福祉班】 

要配慮者を収容するため、福祉避難所に指定されている施設を福祉避難所として設置する。

福祉避難所の設置は、町長が発災後に福祉避難所に指定されている施設の管理者と連絡をとり、

福祉班が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、町長はこれを補助する。 

なお、本町限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て

実施する。 

福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

４. 避難所から福祉避難所への移送 【福祉班】 

福祉班は、避難所における要配慮者の健康状態や特性等の把握に努め、状況に応じて福祉避

難所への移送を行う。なお、健康状態や特性等に関係なく、その障害などにより通常の避難所

生活が困難な場合も福祉避難所への移送を検討する。 

福祉班は、福祉避難所に指定された施設や関連団体、または県等と協力して要配慮者の移送
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に利用可能な車両等、移送手段の確保に努める。町や関係機関等が保有する車両等のリストを

作成するほか、個々の要配慮者の移動手段の有無等を調査し、自力での移動可否状況を把握す

る。 

また、社会福祉協議会と協力して、地域住民に対し、要配慮者の避難所までの移動支援や避

難所から福祉避難所への移送支援について働きかける。 

５. 被災した要配慮者等の生活の確保  【福祉班】 

応急仮設住宅への入居については、高齢者・障害者等の要配慮者を優先して行うよう努める

とともに、福祉班は、高齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅の設置等について検討する。 

また、被災した要配慮者の生活の確保として、福祉班および県は、災害によるショック及び

避難生活の長期化に対応するため、被災地及び避難所において社会福祉士、介護福祉士、児童

相談員等の専門家による相談等の事業を行う。 

（１）要介護者への巡回相談事業及びホームヘルプサービスの実施 

（２）被災児童及びその保護者への相談事業の実施 

６. 社会福祉施設入所者等への支援 【福祉班、特別養護老人ホーム班】 

災害時における入所者の安全は、各施設において確保する。 

(１) 救助及び避難誘導 

ア 施設管理者は、当該施設の避難誘導計画に基づき、入所者を速やかに救護及び避難誘導

する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、救護及び避難誘導を援助するため、福祉班を中心に

職員を派遣する。 

(２) 搬送及び受入先の確保 

ア 施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先を確保する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、救護用自動車を確保するとともに、受入先を確保す

る。 

(３) 食糧、飲料水及び生活必需品等の調達 

ア 施設管理者は、食糧、飲料水、生活必需品等について必要量を把握し、供給する。また、

不足が生じたときは、町に対して応援を要請する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、食糧、飲料水、生活必需品等の調達及び配布を行う。 

(４) 介護職員等の確保 

ア 施設管理者は、介護職員を確保するため、施設間の応援協定に基づき、他の社会福祉施

設及び町に対して応援を要請する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、福祉班により介護職員の確保を図るため、他の社会

福祉施設やボランティア等へ協力を要請する。 

(５) 巡回相談の実施 

福祉班を中心に近隣住民（自主防災組織）、ボランティア等の協力による巡回相談を行い、

要配慮者の状況やニーズを把握するとともに、巡回による各種サービスの提供を行う。 
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(６) ライフライン優先復旧 

電気、水道等の各ライフライン事業者は、社会福祉施設機能の早期回復を図るため、優先

的に復旧に努める。 
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第５節 消防・救助救急・医療救護活動 

消防機関、水防機関及び危険物施設管理機関及び救助救急のための関係機関は、これらの災

害から住民の生命・財産を守り、被害を 小限にするために、全力を尽くす。 

また、災害により多数の傷病者が生じ、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著し

い影響があるとき、町は関係機関と緊密に連携をとりながら、り災者の医療救護に万全を期す

るものとする。 

１. 消防活動 【総務班、消防本部、消防団】 

消防活動は、次に掲げる事項に基づき、全消防力をもって行う。 

(１) 情報収集・伝達 

総務班は、消防本部からの通報、かけ込み通報、消防団員、住民防災組織等からの情報を

総合し、被害の状況を把握し、初動体制を整える。 

(２) 消防関係機関の活動原則 

ア 常備消防 

(ア) 避難場所、避難路確保の優先 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所及び避難路確保の

消防活動を行う。 

(イ) 重要地域の優先 

同時に複数の火災が発生した場合は、重要かつ延焼拡大危険要素が高い地域を優先に消

防活動を行う。 

(ウ) 消火の可能性の高い火災の優先 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火の可能性の高い火災を優先して消火活動

を行うものとする。 

(エ) 市街地火災の優先 

大工場、大量危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地

に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後に部隊を

集中して活動に当たるものとする。 

(オ) 重要対象物の優先 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必

要な消防活動を優先する。 

イ 消防団 

(ア) 出火防止 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対し出

火防止を広報するとともに、出火した場合は、住民と協力して初期消火を図る。 

(イ) 消火活動 

常備消防の出動不能若しくは困難な地域における消火活動は、または主要避難路確保の

ための消火活動については、単独又は常備消防と協力して行う。 
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(ウ) 救急救助 

要救助者の救助救出、負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行う。 

(エ) 避難誘導 

避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡

をとりながら住民を安全に避難させる。 

ウ 県内消防機関相互の応援 

県内消防機関による広域的な応援を実施する必要が生じた場合、市町村長（消防の一部事

務組合、消防を含む一部事務組合を含む。）は、既に締結されている「千葉県広域消防相互

応援協定」及びその具体的な活動マニュアルである「千葉県消防広域応援基本計画」に定め

るところにより、迅速な消防相互応援を実施するものとする。 

また、これらの応援活動が円滑に行われるよう、各種会議の開催や合同訓練の実施を通じ、

県内消防機関相互の連携の強化に努めるものとする。 

＜資料編 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

＜資料編 千葉県消防広域応援基本計画＞  

エ 国に対する応援要請 

地震による同時火災等が発生し、県内の現有消防力を結集しても消防力に不足の生ずるこ

とが見込まれる場合、知事は消防庁長官に緊急消防援助隊をはじめとする他都道府県の消防

機関の派遣を要請し、その応援を得て、消防の任務を遂行する。 

＜資料編 緊急消防援助隊運用要綱＞ 

２. 救急・救助 【消防本部、消防団】 

(１) 活動体制 

消防本部、消防団及び県警本部は、それぞれの消防活動、警備活動方針によるほか、県、

県医師会、地区医師会、日赤県支部、自衛隊などの関係機関と密接な連携を図り、傷病者の

救助活動から搬送業務完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 
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(２) 救急・救助活動 

機 関 名 項 目 対 応 措 置 

消

防

本

部 

救助・救急 

活 動 

１ 活動の原則 

救助・救急活動は、救命処置を要する重症者を 優先とする。

２ 出動の原則 

救助・救急を伴う場合は、努めて救急隊と他隊が連携して出動

するものとし、救助の伴わない場合は救急隊のみとし、次の優先

順位により出動する。 

⑴ 延焼火災が多発し、多数の救助・救急事象が発生している場

合は、火災現場付近を優先する。 

⑵ 延焼火災は少ないが、多数の救助・救急事象のある場合は、

多数の人命を救護することを優先する。 

⑶ 同時に小規模な救助・救急事象が併発している場合は、救命

効率の高い事象を優先する。 

⑷ 傷病者に対する救急処置は、救命の処置を必要とする事象を

優先する。 

救急 搬送 

１ 傷病者の救急搬送は、救命処置を要する者を優先とする。 

なお、搬送に際しては、所轄消防本部、医療救護班等の車両

のほか、必要に応じ日本医科大学千葉北総病院ドクターヘリ、

国保直営総合病院君津中央病院ドクターヘリ、千葉市消防局、

自衛隊等のヘリコプターにより行う。 

２ 救護所等から後方医療施設への移送は、被災状況の推移を勘案

して他機関との協力体制のもとに行う。 

傷病者多数

発 生 時 の 

活 動 

１ 災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所

を設置し、救助隊、医療救護班と密接な連携を図り、効果的な救

護活動を行う。 

２ 救護能力が不足する場合は、消防団員、自主防災組織等に医療

機関への自主的な輸送協力を求めるなど、関係機関との連絡を密

にし、効率的な活動を行う。 

勝
浦
警
察
署

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校等多人数の集合す

る場所等を重点に行う。 

２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、日赤救護班に引き継ぐか、車

両及び航空機を使用して速やかに医療機関に収容する。 

(３) 救助・救急資機材の調達 

ア 初期における装備資機材の運用については、原則として各関係機関においてそれぞれ保

有するものを活用する。 

イ 装備資機材等に不足を生じた場合は、その他関係機関が保有するもの又は民間業者から

借入れ等を図り、救助・救急に万全を期する。 

３. 水防活動 【建設班、消防本部、消防団】 

地震水害等の発生に対する水防上必要な事項は、風水害等編第３章第３節「水防計画」によ
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るものとし、特に定めがない場合は、本防災計画の他の規定に準ずるものとする。 

４. 危険物等の対策 【消防本部、学校教育班】 

地震による危険物等災害を 小限にとどめるためには、危険物等施設の被害程度を速やかに

把握し、二次災害を防止するための応急措置を講じて、施設の従業員や周辺住民に対する危害

防止を図るとともに、関係機関は相互に協力し、総合的な被害軽減対策を講ずる。 

(１) 高圧ガス等の保管施設の応急措置 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

県 

１ 高圧ガス保管施設の破損に伴う被害の拡大を防止するため、関係機関と連

絡を密にし、高圧ガス製造事業者等に必要な指示を行う。 

２ 関係機関と連絡の上、必要に応じて高圧ガス取扱いの制限等の緊急措置を

行う。 

３ 連絡通報体制の早期確立を図る。 

消 防 本 部 
１ 必要に応じて保安措置等についての指導を行う。 

２ 関係機関との情報連絡を行う。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 

監 督 部 

１ 正確な情報把握のため、千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 災害発生に伴い千葉県及び関係機関と連絡の上、高圧ガス製造事業者等に

対して施設等の緊急保安措置を講じ、被害の拡大防止を図るよう指導する。

ガス事業所 

１ ガスホルダーの受入れ、送出の停止又は調整を行う。 

２ 地区整圧器の作動停止又は調整を行う。 

３ ホルダー、中圧ラインのガス空中放散を行う。 

 

(２) 石油類等危険物保管施設の応急措置 

消防本部は、危険物施設所有者・管理者等に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の

実態に応じて講ずるよう指導する。 

ア 危険物の流出並びに爆発等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、施設の応

急点検と出火等の防止措置 

イ 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反

応、浸水等による広域拡散の防止措置と応急対策 

ウ 危険物による災害発生時の自主防災組織活動と活動要領の制定 

エ 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防

災機関との連携活動 

 

(３) 火薬類保管施設の応急措置 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

県 

延焼等により被害が拡大するおそれのある施設を対象に、緊急時における管

理上の措置命令を発する。 

１ 関係機関には状況に応じた緊急措置を連絡する。 

２ 事業所には十分な水を確保できるよう指導し、消火施設等の強化を指示す

る。 
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機 関 名 対 応 措 置 

関 東 東 北 

産 業 保 安 

監 督 部 

火薬類製造事業所等の施設等が災害の発生により危険な状態となった場合

又は危険が予想される場合は、その保安責任者が法令の定めるところにより、

危険防止措置を講ずるよう十分な監督又は指導を行うものとし、必要があると

認めるときは法令の定めるところにより緊急措置命令等を行うものとする。

(４) 毒物、劇物保管施設の応急措置 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

県 

次の各項の実施について指導する。 

１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による有毒ガスの発生の防止に関

する応急措置 

２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措置 

３ 発災時における夷隅健康福祉センター、警察署又は消防本部に対しての

連絡通報 

県 教 育 

委 員 会 

発災時の活動について、次の対策を樹立しておき、それに基づき行動する

よう指導する。 

１ 発災時の任務分担 

２ 出火防止及び初期消火活動 

３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 

４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、転落防止並びに転倒、転

落等による火災等の防止 

５ 児童生徒等に対する、発災時における緊急措置に関する安全教育の徹底

６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 

７ 避難場所及び避難方法 

 

(５) 危険物等輸送車両の応急対策 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

消 防 本 部 

１ 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関

と密接な情報連絡を行う。 

２ 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。

３ 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制

限の緊急措置命令を発する。 

県 警 察 
輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移

動させる。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 

監 督 部 

１ 正確な情報把握のため千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ一般高圧ガス及び液化石油ガスの

移動の制限又は一時禁止等の緊急措置命令を発する。 

３ 災害が拡大するおそれのあるときは、必要に応じ県内又は隣接都県に所

在する各都県の高圧ガス地域防災協議会等が指定した防災事業所に対し応

援出動を指導する。 

関東運輸局 

危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推進する。 

１ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。 

２ 災害発生時の危険物輸送列車の停止箇所は、できるだけ橋りょう、ずい

道等の危険箇所を避けるよう対策を講ずる。 

３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置等に関し指導を行うととも

に、訓練を実施する。 
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５. 医療救護 【福祉班、消防本部】 

(１) 情報の収集及び提供 

町は、次の状況について情報の収集を行い、関係機関への情報提供を行う。 

ア 医療施設の被害状況及び診療機能の確保状況 

イ 避難所及び救護所の設置状況 

ウ 医薬品等医療資機材の需給状況 

エ 医療施設、救護所等への交通状況 

オ その他参考となる事項 

(２) 医療救護活動の実施者 

ア 医療救護は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、町

長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認

めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長が行うとすること

ができる。 

イ 町限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施

する。 

ウ アにより町長が行う場合は、福祉班及び一般社団法人夷隅医師会（以下「夷隅医師会」

という。）の長と締結した協定に基づき夷隅医師会が組織する救護班により実施する。 

(３) 救護班等出動の要請 

ア 本部長は、必要に応じて、夷隅医師会長、夷隅郡市歯科医師会長、大多喜町赤十字奉仕

団委員長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長に応援を求めるほか、

必要な措置を講ずる。 

イ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じ、関係機関での協議の上、統一

を図る。 

＜資料編 災害時の医療救護活動についての協定書＞ 

(４) 県内他市町村への応援要請及び支援の受け入れ 

ア 応援要請 

町長は、町内の関係機関のみでは被災地における十分な医療救護活動が困難と認めた場合

は、「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき県内他市町

村への救護班の派遣、被災地からの搬送患者の受入等を要請する。 

イ 支援の受け入れ 

(ア) 町は、協定等に基づく他市町村からの支援や医療ボランティアの協力申し出があっ

た場合は、地域の状況等を勘案し、その受入を行う。 

(イ) 福祉部長は、前記の派遣を受けた場合は、その業務を統括する。 

＜資料編 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

(５) 救護班等の業務内容 

ア 傷病者に対する応急措置 

イ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 
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ウ 軽傷患者等に対する医療 

エ 避難所等での医療 

オ 助産救護 

(６) 救護所の設置 

救護所は町又は県が設置するものとし、救護班は救護所において医療救護活動を実施する。 

なお、救護所は必要に応じて適切な場所に設置する。 

(７) 町内医療機関の状況 

町内における医療機関の状況は、資料編に掲載のとおりとする。 

＜資料編 町内医療機関一覧表＞ 

(８) 避難所救護センターの設置 

ア 県は、被災者の避難所における避難生活が長期にわたると見込まれるときは、町との連

携のもとに避難所内に避難所救護センターを設置し、医療救護活動を行う。 

イ 避難所救護センターでは、精神科、歯科等を加え、ストレスや精神不安への対応を含め

たきめ細かな対応を図る。 

ウ 避難所救護センターは、避難所の設置状況等を勘案して、適切に配置するとともに、必

要に応じて周辺地域への巡回活動を行う。 

エ 避難所救護センターの業務は、夷隅健康福祉センター長が統括する。 

(９) 搬送体制 

傷病者等の搬送は、原則として担架及び救急車両とする。 

なお、必要に応じてヘリコプターを利用する。 

(１０) 後方支援活動 

町内の医療施設で対応できない場合は、後方医療施設に搬送し、入院・治療を行う。 

福祉班は、病院が被災した場合、被災病院の要請に基づき、入院患者や被災による重傷者

を転院できるように手配をする。 

＜資料編 県が確保する災害拠点病院一覧表＞ 

 

(１１) 医薬品、資機材等の確保 

本部長の要請により出動した医師会救護班が使用する医薬品、医療資機材等については、

携行する医薬品等をもって対応するが、不足する場合は、町内の薬局等から調達する。 

町内の薬局等においても調達が困難な場合は、夷隅健康福祉センターと協議し、調達の協

力要請を行う。 

＜資料編 町内薬局薬店一覧表＞ 
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第６節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。このため住

民の生命、身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万

全を期するものとする。 

また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に

対応するための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

１. 災害警備計画 【勝浦警察署】 

(１) 基本方針 

警察は、地震に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の防災関

係機関との連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出・救護、避難誘導、交通の規制、

各種犯罪の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たる。 

(２) 警備体制 

警察本部及び勝浦警察署は、地震に伴い災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、

その規模に応じ指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

ア 連絡室 

震度４以上の地震が発生した場合、及び東海地震に関連する調査情報が発表された場合等 

イ 対策室 

地震に伴う被害程度が小規模の場合、及び東海地震注意情報が発表された場合等 

ウ 災害警備本部 

大規模地震が発生した場合、又は東海地震予知情報が発表された場合等 

(３) 災害警備活動要領 

ア 要員の招集及び参集 

イ 地震、その他災害情報の収集及び伝達 

ウ 装備資機材の運用 

エ 通信の確保 

オ 負傷者の救出及び救護 

カ 避難誘導及び避難地区の警戒 

キ 警戒線の設定 

ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

ケ 報道発表 

コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 

セ 協定に基づく関係機関への協力要請 
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ソ その他必要な応急措置 

２. 交通規制計画 【勝浦警察署】 

大震災が発生した場合は、交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、並びに緊急交通路を確

保するため、次により交通規制を実施する。 

また、交通規制を実施したときは、公安委員会等は、直ちに交通規制にかかる区域又は区間

等の内容を交通情報板等の活用や日本道路交通情報センター及び報道機関の協力を得て広く

周知に努める。 

(１) 公安委員会の交通規制 

ア 公安委員会は、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等必要があ

ると認めるときは、道路交通法（昭和 35年法律第 105 号）第４条の規定に基づき、道路

における交通の規制を行う。 

イ 公安委員会は、県内又は隣接・近接都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しよう

としている場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要が

あると認めるときは、災害対策基本法第７６条の規定により、緊急通行車両以外の車両

の道路における通行を禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

(２) 警察署長の交通規制 

勝浦警察署長は、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等必要があ

ると認めるときは、道路交通法第５条又は第１１４条の３の規定により、道路における交通

の規制を行う。 

(３) 警察官の交通規制等 

ア 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生、その他の事情により、道路において交通の危

険又は交通の混雑が生じるおそれがあり、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やむを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又は

第７５条の３の規定により、交通の規制を行うものとする。この場合、信号機の表示す

る信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 

イ 警察官は、通行禁止区域等（前記（１）イにより通行を禁止又は制限されている道路の

区間又は区域をいう。以下同じ。）において、車両その他の物件が、緊急通行車両の通行

の妨害となることにより、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認

めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ずることができる。

この場合、警察官の命令に従わなかったり、運転者等が現場にいないために命ずること

ができないときは、警察官が、自らその措置をとり、やむを得ない限度において当該車

両その他の物件を破損することができる。（災害対策基本法第 76条の 3） 

 

(４) 自衛官及び消防吏員の措置命令・措置等 

ア 自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第７６条の３第３

項及び第４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記（３）イの職務の執
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行について行うことができる。 

イ 自衛官等は、前項の命令をし又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通知

する。 

３. 交通規制の指針 【勝浦警察署】 

(１) 被災地域における交通の混乱の防止及び円滑な災害対応対策活動を図るため、原則として

被災地方向への通行の禁止又は制限を行う。 

(２) 交通規制の対象となる道路は、主として後述の緊急輸送に定める「千葉県緊急輸送道路１

次路線（交通規制対象道路）」の中から選定する。 

(３) 前記２（１）イの緊急交通路の確保は、国道その他の幹線道路を優先して行う。 

(４) 緊急交通路を確保するため、幹線道路においては必要により交通検問所を設置する。 

(５) 交通規制を実施するときは、道路交通法若しくは災害対策基本法に基づく道路標識等を設

置し、又は現場の警察官の指示により行う。 

(６) 直下の地震に対する交通規制計画 

京葉東葛地域及び南房総地域における直下の地震が発生した場合の交通規制は、次により

行う。 

ア 京葉東葛地域直下型地震発生時の交通規制計画 

イ 南房総地域直下型地震発生時の交通規制計画 

４. 緊急輸送 【建設班、産業振興班】 

(１) 緊急輸送道路等 

町域において、交通規制の対象となる県の緊急輸送道路は以下のとおりである。建設班及

び産業振興班は町内の緊急輸送路として「災害時連絡道路」の確保を行う。 

【千葉県緊急輸送道路 1次路線（交通規制対象道路）】 

・一般国道297号 

・一般国道465号 

【災害時連絡道路】 

・主要地方道大多喜君津線 

・主要地方道茂原大多喜線 

・主要地方道市原天津小湊線 

・一般県道大多喜一宮線 

・一般県道大多喜里見線 

・一般県道勝浦上野大多喜線 

・一般県道小田代勝浦線 

・一般県道大多喜停車場線 

・一般農道（国道 297 号川畑地先から県道勝浦上野大多喜線田代地先を結ぶ一般農道川畑

地区及び平沢地区） 

・その他避難所に通ずる道路 
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(２) 被害状況の把握 

建設班は、町内の緊急輸送道路及び災害時連絡道路の被害状況、道路上の障害物の状況等

を把握し、緊急輸送道路にあっては、災害対策本部会議にその状況を報告するとともに、夷

隅土木事務所及び夷隅郡市広域消防本部、勝浦警察署大多喜幹部交番に速やかに調査結果を

報告する。 

(３) 緊急輸送道路の障害物除去の実施 

緊急輸送道路の障害物除去は、施設管理者が作業にあたるが、町の災害対策実施上必要な

場合は、施設管理者にその旨を通知した上で、建設業組合等の協力を得て、建設班が実施す

る。 

また、除去作業を行う時には、警察、消防機関及び占有工作物管理者の協力を得て実施し、

必要に応じて自衛隊の応援を要請する。 

(４) 主要道路の啓開 

建設班は、建設業組合等の協力を得て、災害時連絡道路の啓開作業を優先して行い、順次

その他の道路の啓開も実施する。 

＜資料編 建設関係業者等一覧表＞ 

５. 緊急輸送の実施 【総務班】 

(１) 車両等の調達 

ア 総務班は、災害対策にあたり町有車両の運用状況を把握し、効率的な管理及び必要な車

両の確保を行う。 

イ 町有車両に不足が生じる場合は、民間業者、私有自動車の借り上げ等から車両を調達す

る。また、必要に応じて、県に対し車両のあっせんや調達を要請する。 

ウ 借り上げに要する費用は、町が当該運送業者等との団体又は当該業者等と協議して定め

る。 

エ 総務班は、調達可能なガソリンスタンドの状況を把握し、町有車両、借り上げ車両の全

てに必要な燃料の調達を行う。 

(２) 車両等の配車 

災害時における各部の所掌事務が、効率的に行われるように総務班において、調達車両の

配分及び災害規模に応じた車両の運用に努める。 

また、災害時における各部に配分する車両は、配車計画に基づいて行う。 

ア 配車基準 

町有車両並びに調達車両の配分又は併用、転用等災害の状況に応じた車両の運用計画をた

て、輸送力の確保に万全を期する。 

イ 配車手続 

各班長は、車両を必要とする場合は、次の事項を明示し、総務班に請求する。 

・車両及び積載量（トン数） 

・台数 

・日時及び引き渡し場所 
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ウ 運転日誌 

車両運行者は、配車車両の運行記録、燃料の受け払いについて記録し、総務班に報告する。 

(３) 緊急輸送の実施 

ア 範囲 

町、県その他防災関係機関が行う緊急輸送の範囲は、次のとおりとする。 

(ア) 被災者に支給する生活必需品、救急、防疫資機材等 

(イ) 医療又は助産のための救護員 

(ウ) 食糧、飲料水確保のため必要な要員、供給に必要な資機材等 

(エ) 被災者の救出及び救護のため必要な要員 

(オ) その他本部長が必要と認めたとき 

イ 物資の輸送 

災害応急対策や救護活動に必要な物資の輸送は、各事務を掌握する部に配車された車両で

行う。 

ウ ヘリポートの確保 

車両による輸送が困難な場合があるため、町はヘリポートを確保する。 

＜資料編 町有車両一覧表＞ 

＜資料編 ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

６. 緊急通行車両の確認等 【総務部】 

(１) 緊急通行車両の確認 

ア 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通法第

39 条第１項の緊急自動車、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）であることの確認を求めることができる。 

イ 前記アにより確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、災害

対策基本法第６条に定める標章及び緊急通行車両確認証明書を交付する。 

ウ 前記イにより交付を受けた標章は、当該車両の助手席側の内側ウインドガラスの上部の

前面の見やすい箇所に貼付する。なお、証明書は必ず携行し、警察官等から提示を求め

られたときは、これを提示する。 

エ 届け出に関する手続きは、別に定める。 

(２) 緊急通行車両の事前届出・確認 

ア 公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の

執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」という。）が保

有する車両等で、災害対策基本法第 50条第１項に規定する災害対策を実施するために使

用するものについて、緊急通行車両に該当するかどうかの審査を行う。 

イ 公安委員会は、前記アにより緊急通行車両に該当すると認められるものについては、届

出済証を交付する。 

ウ 届出済証の交付を受けた車両については、警察本部、警察署又は交通検問所に当該届出

済証を提出して、前記（１）アの確認を受けることができる。この場合においては、確
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認審査を省略して前記（１）イの標章及び確認証明書を交付する。 

エ 事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

＜資料編 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等＞ 

７. 交通情報の収集及び提供 【情報収集班、勝浦警察署】 

情報収集班は、勝浦警察署及び道路管理者と連絡をとり、道路の被災状況、交通の状況等の

情報を収集する。 

交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、道路情報センター及び報道機関の協力を得

て行う。 

８. 震災発生時における運転手のとるべき措置 

震災発生時における運転手のとるべき措置については、次の事項の周知を図る。 

(１) 走行中の車両の運転手は、次の行動をとること。 

ア 直ちに、車両を道路の左側に停止させること。 

イ 停止後は、ラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し行動すること。 

ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動する。やむを得ず道路上

において避難するときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど通行の障

害とならない方法により駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付けたままとし、窓

を閉め、ドアをロックしないこと。 

(２) 通行禁止区域等においては、次の措置をとること。 

ア 車両を道路外の場所に置くこと。 

イ 道路外に置く場所のない車両は、通行禁止区域等の外に移動すること。 

ウ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊

急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

９. 道路管理者の通行の禁止又は制限 【建設班、産業振興班】 

道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握するとともに、道路法第

46条の規定により道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認める場合には、

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行を禁止し、若しくは

制限するものとする。 
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第７節 救援物資供給活動 

震災時に被災者の人心の安定を図るため、迅速かつ円滑な飲料水・食料・生活必需品の供給

活動並びに救護物資・要員等の輸送を行うための輸送車輌、緊急輸送道路等の確保を行うもの

とする。 

１. 応急給水 【環境水道班】 

災害により飲料水や炊事のための水の供給を受けることができない住民に対して、浄・給水

場等での拠点給水や給水車等による運搬給水を実施する。 

(１) 実施機関 

ア 飲料水の供給は、町長が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、町

長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認

めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長が行うこととする

ことができる。 

イ 町長は、町限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の応援を

得て実施する。 

ウ 県、南房総広域水道企業団等は、町が行う応急給水に対し、積極的に協力する。 

エ 水道事業体等間の応援活動については、「千葉県水道災害相互応援協定」により実施する。 

＜資料編 千葉県水道災害相互応援協定＞  

(２) 基本的方針 

水道管が被災した場合、およそ３日間の給水が可能となるようにする。 

また、取水、導水、浄水、送水管の復旧を 優先とし、ついで配水管の復旧を図る。 

(３) 飲料水供給の方法 

飲料水の供給は、次の方法により行う。 

なお、この場合における飲料水の水源は、町水道浄水とする。 

ア 配水池及び浄水場による給水 

イ 給水車（車両積載用タンク）による機動給水 

ウ 消火栓の利用による給水 

エ 仮配管による給水 

(４) 給水基準 

ア 供給量 

飲料水の供給については、基本水量を 少一人１日３リットルとし、水道施設の復旧の進

捗により順次増量する。 

※ 各家庭において風呂の残り湯など、20から30リットルの水を常備するよう奨励する。 

イ 優先給水 

給水は、医療施設、社会福祉施設等を優先的に行う。 

(５) 給水所の設置場所及びその周知 
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ア 給水所 

飲料水の給水場所は、町役場及び現地対策本部とする。ただし、水道施設の寸断地域が広

範囲に及ぶときは、その状況を把握した上で当該地域の避難場所で供給を行うものとする。 

一般家事用水は、自ら容器を持参し、給水拠点に出向いて給水を受ける。 

イ 給水所広報 

震災時における応急給水方法、給水拠点、飲料水調達方法及び水質について、適切な広報

活動を実施する。 

また、設定した地点には、「給水所」と大きく書いた看板等の掲示物を表示する。 

＜資料編 応急給水資機材保有状況一覧表＞ 

＜資料編 浄水場（補給水利施設）の現況＞ 

＜資料編 大多喜町指定水道工事事業者（町内工事事業者）一覧表＞ 

２. 食糧の供給 【福祉班、産業振興班、給食班】 

災害により、食糧の配給、販売機構等が寸断された場合や自宅で炊飯が出来ない状態にある

場合は、被災者に対して緊急的な炊き出しを行う。 

また、住宅に被害を受けたため一次的に縁故先へ避難するものについて必要な食糧を支給す

る。 

(１) 食糧供給実施の決定 

ア 実施機関 

(ア) 食糧の供給は、町長が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、

町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があ

ると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長が行う

とすることができる。 

(イ) 町長は、町限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の応

援を得て実施する。 

イ 食糧供給実施の条件 

避難所に収容され、又は食糧や調達のための手段を失い、近隣の援助だけでは対応できな

い住民が、ある程度の人数規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続しそうなとき。 

ウ 対象者 

・避難所に収容された者 

・住宅が被害を受け、全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等であって炊事のできな

い者 

・旅行者、町内通過者等で他に食糧を得る手段のない者 

エ 応急食糧の内容 

・米穀 

・乾パン 

・米飯缶詰 

・弁当、パン等 
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(２) 需要の把握 

応急食糧の必要数の把握は、福祉班が、関係部等が収集した被災者情報を総括して行う。 

■【必要数調達の流れ】 

・避難所施設を所管する部が、所管の避難所ごとに集計し、報告する。 

・住宅残留者については、自主防災組織や区長会の協力を得て集計する。 

   ↓ 

・総括的状況把握 

   ↓ 

・本部長に食糧の必要数を報告 

   ↓ 

・本部長による必要数の決定及び調達指示 

   ↓ 

・学校部長の食糧調達及び指示 

ア 食糧の調達 

(ア) 米穀 

本部長は必要とする米穀の数量を知事に申請し、知事は農林水産省生産局長に対し、政

府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものとする。 

また、災害救助用米穀の供給について、県との連絡が取れない場合は、「米穀の買入れ・

販売等に関する基本要領」に基づいて、直接、農林水産省生産局長に対し、政府所有米穀

の緊急引渡しを要請するとともに、併せてその旨を千葉県に連絡する。 

(イ) 乾パン、米飯缶詰等 

乾パン、米飯缶詰等の調達は、本部長が必要とする数量を知事に申請し、備蓄倉庫から

調達する。 

(ウ) 弁当及びパン 

弁当及びパンの調達は、一般食糧品店等から購入し、給与する。 

イ 炊出し 

(ア) 炊出しの実施 

米穀による炊出し給与は、学校給食センターにて一括して行うこととするが、必要に応

じて赤十字奉仕団等の協力を得て、避難所に設置された給食設備等により炊飯して行う。 

(イ) 調味料、副食等 

炊出し給与のための調味料、副食等は、町内における関係業者から調達する。ただし、

町内で調達が困難な場合は、知事に要請する。 

＜資料編 町内における食糧品調達業者一覧表＞ 

ウ 災害救助法が適用されたときの食糧供与 

災害救助法適用後において適用される基準は、災害救助法施行細則別表第一によるものと

する。 

＜資料編 千葉県災害救助法施行細則（別表第一）＞ 

エ 食糧の輸送 

福祉班は、町において調達した食糧及び県から供給を受けた食糧を指定の集積地に集め、

運送業者の協力を得て、車両により避難所等の給食地へ輸送する。 
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また、民間販売業者から食糧の調達を行った際は、その事業者が集積地まで車両により輸

送する。 

オ 食糧集積地の指定及び管理 

本部長は、食糧の集積地を設置し、調達した食糧の集配を、効率的に行うよう努める。 

また、食糧の集積地では、集積地ごとに福祉班を中心とした職員やその他防災関係機関の

職員を管理責任者として配置し、食品管理の万全を期する。 

【食糧の集積場所】 

・役場、大多喜小学校その他災害の状況に応じて安全かつ適切と本部長が判断した場所 

(３) 政府所有米穀の調達方法 

政府所有米の調達を要するときは、町長が災害の発生に伴い必要とする米穀の数量を知事

に要請し、知事は農林水産省生産局長に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を行う。 

町が直接農林水産省生産局に連絡した場合、事後に県に報告し、県は生産局に連絡する。 

米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを受けるが、政府から直接売却を受けて

調達する場合は、玄米引渡しであるため、米穀販売事業者等の精米機により精米し、供給す

る。 

■政府所有米の受渡し系統図 

＜町からの要請を受け、県が引渡要請する場合＞ 

受託事業体
引渡指示

引き渡し

(知事又は知事が

指定する引取人)

支給 要請 連絡

売買契約 連絡

災害救助用米穀の

引渡要請書提出

農林水産省
生産局

県農林水産部県災害対策本部大多喜町り災者

 

＜町が直接要請する場合＞ 

直接要請

受託事業体
引渡指示

引き渡し

(知事又は知事が

指定する引取人)

支給 報告

売買契約 連絡

災害救助用米穀の

引渡要請書提出

県農林水産部り災者 大多喜町

農林水産省
生産局

 

 

＜資料編 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（抜粋）＞ 

＜資料編 災害時の政府所有米穀の供給に係る都道府県からの要請手続きについて＞ 
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３. 生活必需品の供給 【福祉班、産業振興班】 

災害のために住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他生活必需

品を失い、日常生活を営むことが困難な者に対し、被服、寝具その他の生活必需品を給（貸）

与する。 

(１) 生活必需品の供給・給与の実施の決定 

ア 実施機関 

(ア) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、町長が行う。ただし、災害救助法

が適用された場合は知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、

救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を町長が行うとすることができる。 

(イ) 町長は、町限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の応

援を得て実施する。 

(ウ) 町及び県は、あらかじめ協定を締結するなど商工団体等との連携のもと、生活関連

物資等応急時に必要な物資の迅速な供給を行う。 

イ 対象者 

住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であり、次に掲げる者とする。 

(ア) 被服、寝具その他生活上必要な 小限度の家財を喪失した者 

(イ) 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

ウ 生活必需品等の内容 

寝具、衣料品、炊事器具、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料等 

(２) 需要の把握 

生活必需品の必要数の把握は、福祉班が、関係部等が収集した被災者情報を総括して行う。 

■【必要数調達の流れ】 

・避難所施設を所管する部が、避難所ごとに集計し、報告する。 

・住宅残留者については、自主防災組織や区長会の協力を得て集計する。 

   ↓ 

・総括的状況把握 

   ↓ 

・本部長に必要数を報告 

   ↓ 

・本部長による必要数の決定及び調達指示 

   ↓ 

・福祉部長の生活必需品調達及び指示 

(３) 生活必需品の確保 

ア 生活必需品の調達 

生活必需品の調達等は、福祉班が行う。なお、必要に応じて産業振興班が、町内の販売業

者から調達する。 

＜資料編 町内における物資調達先一覧表＞ 
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イ 県への要請 

町自らでは供給不可能な場合は、本部長は知事に調達を要請する。 

(４) 生活必需品の輸送 

福祉班は、町において調達した生活必需品及び県から供給を受けた生活必需品を指定の集

積地に集め、運送業者の協力を得て、避難所等の給付地へ輸送する。 

また、民間販売業者から生活必需品の調達を行った際は、その事業者が集積地まで輸送す

る。 

(５) 生活必需品集積地の指定及び管理 

本部長は、生活必需品の集積地を設置し、調達した生活必需品の集配を、効率的に行うよ

う努める。 

また、生活必需品の集積地では、集積地ごとに産業部を中心とした職員やその他防災関係

機関の職員を管理責任者として配置し、生活必需品管理の万全化を期する。 

【生活必需品の集積場所】 

・町役場、大多喜小学校その他災害の状況に応じて安全かつ適切と本部長が判断した場所  

(６) 生活必需品の給（貸）与 

生活必需品の給（貸）与基準は、災害救助法の基準に準じて行う。 

４. 燃料の調達 【産業振興班】 

町は、災害時の応急対策が燃料不足による支障を避けるため、災害時における全庁の自家発

電設備や公用車等の燃料について、町内のガソリンスタンド、商店等から迅速な調達を行う。 
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第８節 広域応援の要請 

大規模地震時には、被害が拡大し各防災関係機関が単独でこれに対処することが困難な事態

が想定される。 

このため、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとと

もに、災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

また、海外からの支援の受け入れについては、国、県の指導のもと体制整備に努めるものと

する。 

１. 自治体等への応援要請 【総務班】 

(１) 県への応援要請 

本部長(町長)は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知

事に対し、応援の要請又はあっせんの要請を行う。総務班は、これらの手続きを実施する。 

■県への応援要請手続き 

要 請 先 県防災危機管理部危機管理課 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

応援の要求 ① 災害の状況 

② 応援を必要とする理由 

③ 応援を希望する物資等の品名、数量

④ 応援を必要とする場所・活動内容 

⑤ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 

(２) 指定地方行政機関等への応援要請 

本部長(町長)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関

若しくは特定公共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して町域

に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限って内閣総理

大臣が指定するもの）の長に対し、職員の派遣要請、又はその派遣について県知事に対しあ

っせんを求める。総務班は、これらの手続きを実施する。 

■指定地方行政機関等への応援要請手続き 

要 請 先  指定地方行政機関又は特定公共機関（あっせんをもとめる場合は県） 

連 絡 方 法  文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

職員派遣・ 

あっせん要

請 

① 派遣の要請・あっせんを求める理由

② 職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他勤務条件

⑤ その他必要な事項 

 派遣：災害対策基本法第 29条

 あっせん： 

災害対策基本法第 30条 

地方自治法第 252 条の 17 
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(３) 県内市町村との相互応援 

県内で大規模地震等の災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めると

きは、消防以外の分野に関し「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」

に基づき、他の市町村長に応援を要請する。総務班は、これらの手続きを実施する。 

■県内市町村への応援要請手続き 

要 請 先 要請先市町村（複数にわたる場合は知事） 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

要 請 事 項 ① 被害状況            ② 応援の種類 

③ 応援の具体的内容及び数量    ④ 応援を希望する期間 

⑤ 応援場所及び応援場所への経路  ⑥ その他必要な事項 

応援の種類 ① 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提

供 

② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び

物資の提供 

③ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

④ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

⑤ 被災者の一時収容のための施設の提供 

⑥ 被災傷病者の受入れ 

⑦ 死体の火葬のための施設の提供 

⑧ ごみ・し尿等の処理のための施設の提供 

⑨ ボランティアの受付及び活動調整 

⑩ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

(４) 協定締結市町村との相互応援 

本部長は、地域内に災害が発生し、応急措置の実施のため必要があると認めたとき、あらか

じめ締結した「大多喜町と荒川区との非常災害時における相互応援に関する協定」に基づき、

荒川区長に対して応援を求め、応急措置の実施を要請する。 

■協定締結市町村への応援要請手続き 

要 請 先 要請先市町村 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

要 請 事 項 ① 被害状況            ② 応援の種類 

③ 応援の具体的内容及び数量    ④ 応援を希望する期間 

⑤ 応援場所及び応援場所への経路  ⑥ その他必要な事項 

応援の種類 

 

 

① 食糧、生活必需品等の救助救援用物資の提供 

② 医療、防疫資器材、発電機、車両等の応急対策用資器材の提供ま

たは貸与 
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要 請 先 要請先市町村 

応援の種類 

 

③ 職員の派遣 

④ 被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ 

⑤ その他、特に要講のあった事項 

 

(５) 応援隊の受入れ・活動支援 

応援隊は、総務班が受け入れを行い、各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。各

活動現場においては、各班が応援者の業務について対応する。 

なお、応援隊の宿泊施設、食料、資機材等は、応援隊が手配することを原則とする。 

 

＜資料編 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

＜資料編 大多喜町と荒川区との非常災害時における相互応援に関する協定＞ 

２. 他消防機関に対する応援要請 【総務班、消防本部】 

(１) 応援要請の実施 

本部長は、地域内に災害が発生し、応急措置の実施のため必要があると認めた場合は、あ

らかじめ締結した「千葉県広域消防相互応援協定書」の他、県内外の市町村との個別消防相

互応援協定等に基づき、他市町村の消防機関に対して応援を求め、応急措置の実施を要請す

る。 

【応援要請文書の記載事項】 

ア 災害発生の日時 

イ 災害の発生場所 

ウ 災害の状況（現況、拡大の予想） 

エ 人的・物的被害の状況 

オ 気象・地形・市街地の状況 

カ その他必要事項 

(２) 連絡窓口 

応援消防機関との連絡を速やかに行うため、総務班が連絡窓口となり連絡調整にあたる。 

また、応援消防機関からの応援を速やかに受け入れる。 

(３) 経費の負担 

応援に要した費用は、消防相互応援協定に基づき経費の負担を行うものとする。 

＜資料編 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

＜資料編 千葉県消防広域応援基本計画＞ 

＜資料編 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 

３. 水道事業体等の相互応援 【総務班、環境水道班】 

水道事業体等の管理者は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県内水道事

業体等の間で締結した「千葉県水道災害相互応援協定」及び「災害時における緊急応急作業等
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の協力に関する協定」に基づき、県の調整の下に他の事業体等に応援要請を行う。 

＜資料編 千葉県水道災害相互応援協定＞  

＜資料編 災害時における緊急応急作業等の協力に関する協定＞  

４. 民間団体に対する応援要請 【総務班、福祉班】 

本部長は、地域内に災害が発生し、応急措置の実施のため必要があると認めた場合は、自主

防災組織、各業者等の民間団体及びボランティア等の民間の協力団体に応援要請を行う。 

５. 広域避難者の受入れ 【総務班、福祉班】 

(１) 広域避難の調整手続等 

町域を越え、県内における広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難

を要する被災者の受入れについて、他の市町村長に支援を要請する。この場合、県は、受入

れ先市町村の選定や紹介などの調整を行うものとする。 

なお、要請を受けた市町村は同時被災など受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被

災者を受入れるものとする。 

(２) 広域避難者への支援 

福祉班は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等を踏まえ、避難者への支援を行

う。 

ア 全国避難者情報システム 

東日本大震災等により、多くの住民の方々が全国各地に避難されており、住所地（避難前

住所他）の市町村や県では、避難された方々の所在地等の情報把握が重要となっている。 

町は「全国避難者情報システム」の活用について検討する。このシステムは、避難者から、

避難先の市町村へ避難先等に関する情報の提供を受け、その情報を避難前の県や市町村と共

有し、避難者への支援を円滑かつ効果的に行うものである。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

公共施設等の受入体制を補完するため、総務班は、広域避難者に対し、公営住宅や民間賃

貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 
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第９節 自衛隊への災害派遣要請 

町域に大規模な地震等の災害が発生し、住民の生命又は財産の保護のため必要があると認め

た場合、本部長（町長）は知事に対し、自衛隊災害派遣の要請を依頼する。 

１. 災害派遣要請の手続き 【総務班】 

本部長は、自衛隊の派遣が必要と判断した際に、次の要領で派遣の要請を行う。 

ただし、自衛隊は、災害において特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められると

きは、要請を待たないで部隊等を派遣する。 

(１) 本部長は、自衛隊の災害派遣を要請すべき事態が発生した場合、知事に対して文書で災害

派遣要請を依頼する。なお、知事は事態の推移に応じ、派遣しないことを決定した場合は、直

ちにその旨を連絡するものとする。 

＜資料編 自衛隊災害派遣要請依頼書＞ 

(２) 緊急を要する場合は、電話等で要請し、その後速やかに文書を提出する。 

(３) 知事に対し要請ができない場合は、その旨及び当該地域に係わる災害状況を、直接 寄り

の駐屯地司令等の職にある部隊の長に通知するものとし、速やかに知事に対してその旨を通知

するものとする。 

自衛隊派遣を要請する際には、次の事項を明らかにする。 

■災害派遣要請の手続き 

要 請 事

項 

① 災害の情況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ 連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等その他参考となるべき事

項 

連絡先 県防災危機管理部危機管理課 

■緊急の場合の連絡先 

部  隊  名  等 
連絡責任者、電話番号 

時間内（平日）8:00～17:00 時間外 

陸上自衛隊 

第１空挺団 

（船橋市薬円台） 

第３科 防衛班長 

047-466-2141 

内線 218、236 

駐屯地 当直司令 

047-466-2141 

内線 302 

県防災行政無線    時間内：632－721 

時間外：632－725 
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部  隊  名  等 
連絡責任者、電話番号 

時間内（平日）8:00～17:00 時間外 

陸上自衛隊 

高射学校 

下志津駐屯地 

（千葉市若葉区） 

高射学校警備課 

043-422-0221 

内線 286、287 

駐屯地 当直司令 

047-422-0221 

内線 302 

県防災行政無線    時間内：500－9661 

時間外：500－9663 

２. 災害派遣部隊の受入体制 【総務班、建設班】 

(１) 他の災害救助復旧機関との競合又は重複の排除 

本部長は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合又は重複することのないよう、重

点的かつ効率的に作業を分担する。 

(２) 作業計画及び資材等の準備 

本部長は、次の事項を明らかにするとともに、作業の実施に必要とする資材を準備し、か

つ、諸作業に関係する管理者の了解を得るものとする。 

【明らかにする事項】 

ア 作業箇所及び作業計画（内容） 

イ 作業箇所別必要人員及び必要機材 

ウ 作業箇所別優先順位 

エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

オ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所（窓口） 

(３) 派遣部隊の受け入れ 

本部長は、派遣された部隊に対し、次の施設等を準備する。 

ア 本部事務所 

イ 宿舎 

ウ 材料置場、炊事場（野外の適切な広さ） 

エ 駐車場（車１台の基準３ｍ×８ｍ） 

オ 指揮連絡用ヘリコプター発着場 

機 種 必要地積（ 小） 
ヘリコプター受入予定 

場 所 必 要 地 積 適 否 

ＯＨ－６Ｊ×１ 約  30ｍ× 30ｍ 適①～⑧ 

ＵＨ－１Ｈ×１ 約  36ｍ× 36ｍ 適①～⑤ ・ 否⑥～⑧ 

ＵＨ－60  ×１ 約  50ｍ× 50ｍ 適①～⑤ ・ 否⑥～⑧ 

ＣＨ－47  ×１ 約 100ｍ×100ｍ 否①～⑧ 

    （注） 四方向に障害物のない広場のとき 
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【宿舎候補地】 

名称 住所 収容可能人員 

中央公民館 大多喜 486 の 10 約 800 人 

海洋センター 大多喜 486 の 12 約 450 人 

 

【ヘリコプター発着場候補地】 

番号 名称 住所 

① 多目的広場 大多喜 486 の 15 

② 大多喜高等学校 大多喜 481 

③ 西中学校 中野 589 

④ 大多喜中学校 船子 197 

⑤ 西小学校 松尾 227 

⑥ 旧上瀑小学校 下大多喜 100 

⑦ 旧総元小学校 大戸 433 

⑧ 旧老川小学校 小田代 524 の１ 

 

＜資料編 ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

３. 災害派遣部隊の活動 【総務班】 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のために必要であり、

かつ緊急やむを得ないと認められるもので、他に実施する組織がない場合とし、おおむね次の

とおりとする。 

項  目 内          容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って被害状

況を把握する。 

避難の援助 避難の指示等が発令され、避難、立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。 

避難者等の捜索・救

助 

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

捜索活動を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活

動を行う。 

消防活動 火災に際しては、利用可能な消防車その他防火用具（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が、消

火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用するものとする。 

道路又は水路の啓

開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開又

は除去にあたる。 

診察、防疫、病虫防

除の支援 

大規模な感染症等の発生に伴う応急防疫等を実施する。（薬剤等は県又

は町が準備） 

人員及び物資の緊

急輸送 

緊急患者、医師その他救護活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送を

実施する。この場合において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。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 
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項  目 内          容 

救援物資の無償貸

与又は譲与 

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令（昭和33

年1月10日総理府令第1号）に基づき、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 自衛隊車両の交通が輻輳する地点における車両を対象とする。 

危険物の保安及び

除去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去

を実施する。 

予防措置 災害を未然に防止するため、緊急を要し、かつ他に適当な手段がない場

合に実施する。 

通信支援 通信機器を用いて情報の収集及び伝達を行う。 

広報活動 航空機、車両等を用いて、住民に対する広報等を行う。 

その他 その他臨機の必要に対し、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。 

 

４. 災害派遣部隊の撤収 【総務班】 

災害派遣部隊の撤収要請は、本部長が知事に対し文書をもって要請する。 

＜資料編 自衛隊災害派遣部隊撤収要請依頼書＞ 

５. 経費負担区分 【総務班】 

自衛隊の救援活動に要した経費は原則として町が負担するものとし、その内容は概ね次のと

おりである。 

ただし、その活動内容が他市町村にまたがった場合は、当該市町村と協議の上、負担割合を

定める。 

【経費の内容】 

・派遣活動に必要な資機材（自衛隊装備に係わるものは除く）等の購入費、借上料及び

修繕費 

・派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

・派遣部隊の宿営及び救援活動にともなう光熱水費、電話料等 

・派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損害（自衛隊装備に係わるものは、除く。）の

補償 

・その他疑義が生じた場合は、自衛隊と協議する 
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第１０節 学校等における児童･生徒の安全対策 

災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した

場合でも早期授業再開を目指す。 

また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

１. 防災体制の確立 【学校教育班】 

(１) 防災教育の一層の充実 

学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を

通じて、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共

助）など、発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

(２) 事前準備 

ア 校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、

危険等発生時対処要領を作成し、周知する。 

イ 校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

(ア) 計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

(イ) 児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検

討する。 

(ウ) 教育委員会、警察署、消防本部（消防団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

(エ) 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させ

ておく。 

(３) 災害時の体制 

各学校は、県の作成した「学校における地震防災マニュアル」（平成 24年 3月）を活用し、

児童・生徒の安全確保を第一とした防災体制を確立させる。 

ア 校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

イ 校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握する

とともに、教育委員会へ報告しなければならない。 

ウ 校長は、状況に応じ、教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 

エ 校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員

の配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体

制を確立する。 

オ 校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致す

るよう速やかに調整する。 

カ 応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者及

び児童生徒等に周知徹底を図る。 

(４) 災害復旧時の体制 

ア 校長は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童・生徒等に対しては被災状
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況を調査し、当該教育委員会と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

イ 教育委員会は、被災学校の校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を期する。 

ウ 校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどに

より、児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基

づき、当該教育委員会と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

エ 当該教育委員会は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、

学校が使用できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業

再開を支援する。 

２. 応急教育 【学校教育班】 

(１) 教育施設の確保 

教育委員会は、教育施設等を確保して、教育活動を早期に再開するため、次の措置を講ず

る。 

【措置の内容】 

ア 校舎の被害が少ないときは、速やかに応急修理をして授業を行う。 

イ 校舎の被害は相当に大きいが、一部校舎の使用が可能な場合は、残存の安全な校舎で、

合併又は二部授業を行う。 

ウ 学校施設の使用不可能又は通学が不能の状態にあるが、短期間に復旧ができる場合は臨

時休校し、家庭学習等の適切な指導を行う。 

エ 校舎が全面的な被害を受け、復旧に長時間を要する場合は、公民館、体育館その他公共

施設の利用又は他の学校の一部を使用して授業を行う。 

オ 施設や設備の損壊の状態、避難所として使用中の施設の状況等を勘案し、必要があれば

仮校舎を設営する。 

(２) 教職員の確保 

教育委員会は、災害発生時に教職員を確保するため、次の措置を講ずる。 

【措置の内容】 

・ 災害の規模及び程度に応じた教職員の参集体制の整備 

・ 教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間における教職員の応援、

教職員の臨時採用等必要な教職員の確保 

(３) 学校給食の措置 

学校教育班は、学校再開に合わせ、学校給食が再開できるように努める。再開する場合は、

施設設備の消毒、調理関係者の健康管理等、衛生に十分留意する。 

施設を炊き出し等に利用する場合、食材等の入手が困難な場合等は、一時中止する。 

(４) 授業料の減免 

学校教育班は、被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について、必要な計画

を樹立しておく。 
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３. 学用品の調達及び支給 【学校教育班】 

(１) 実施機関 

教材・学用品の給与は、町長が実施し、学校教育班がこれにあたる。ただし、災害救助法

が適用されたときは知事が行い、町長はこれを補助する。なお、 知事は、救助を迅速に行う

必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長に行わ

せることができる。 

(２) 学用品の給与 

災害救助法が適用された場合の学用品の給与は、同法及びその運用方針によるが、その概

要は次のとおりである。なお、同法の適用に至らない場合における給与は、同法が適用され

た場合に準ずるものとする｡ 

ア 学用品の給与を受ける者 

(ア) 災害によって住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた児童・

生徒等であること。 

(イ) 小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。）、中学校生徒（中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。）及び高等学校等生徒（高等学校（定

時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及

び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び各種学校の生

徒） 

(ウ) 学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

イ 学用品給与の方法 

(ア) 学校及び教育委員会の協力を受けて行う。 

(イ) 被害別、学年別の学用品購入（配分）計画を立てて行う。 

(ウ) 実施に必要なものに限り支給する。 

(エ) 文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

ウ 学用品の品目 

(ア) 教科書及び教材 

小学校児童及び中学校生徒が「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23年法律第 132

号）」第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出、又はその

承認を受けて使用している教材であること。高等学校等生徒が正規の授業で使用する教材

であること。 

(イ) 文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

(ウ) 通学用品 

運動靴、傘、カバン、長靴等 

４. 文化財の保護 【社会教育班】 

(１) 災害発生時の対応 

文化財に災害が発生した場合、その所有者又は管理者は、直ちに消防本部へ通報するとと
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もに災害の拡大防止に努めなければならない。 

(２) 被害発生時の報告 

文化財に被害が発生した場合、その所有者又は管理者は、被害状況を速やかに調査し、そ

の結果を県指定の文化財にあっては県教育委員会へ、国指定の文化財にあっては県教育委員

会を経由して文化庁へ報告しなければならない。 

(３) 応急措置 

関係機関は、被災文化財の被害の拡大防止のため、協力して応急措置を講ずる。 

 

＜資料編 町内文化財一覧表＞ 
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第１１節 帰宅困難者等対策 

震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や鉄道駅周辺で大混雑が発生

し、集団転倒に巻き込まれたり、経路上の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷す

るおそれがある。 

また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動の妨げとなる可能性もある。 

このため、早期に「むやみに移動を開始しない」という基本原則を呼びかけるとともに、帰

宅困難者等への速やかな情報提供、帰宅困難者等の安全確保、救急・救助活動が落ち着いた後

の帰宅支援を実施する。 

１. 一斉帰宅抑制の呼びかけ 【総務班】 

震災発生直後の一斉帰宅行動を抑制するため、総務班は、住民、企業、学校など関係機関に

対し、県及び他市町村と連携して、テレビやラジオ放送などを通じてむやみに移動を開始せず

に職場や学校などの施設内に留まるよう呼びかけを行う。 

また、呼びかけの効果を高めるため、エリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、Ｓ

ＮＳなどの媒体を活用した一斉帰宅抑制の呼びかけについても検討・実施していく。 

２. 企業、学校など関係機関における施設内待機 【各関係機関】 

企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認すると

ともに、行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上

で、従業員、顧客、児童・生徒を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

３. 大規模集客施設や駅等における利用者保護 【施設管理者】 

大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関か

ら提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所

へ保護するとともに、保護した利用者を町や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ誘導す

るよう努める。 

４. 帰宅困難者等の把握と情報提供 【総務班】 

(１) 帰宅困難者等の把握と混乱防止 

総務班は、大規模集客施設や駅等の周辺における混乱を防止し、付近で発生した滞留者や

幹線道路などを通って徒歩により町内に移動してくる帰宅困難者等について把握するととも

に、関係機関へ情報提供を行う。 

(２) 帰宅困難者等への情報提供 

総務班は、地震に関する情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、

テレビ・ラジオ放送やホームページなどを活用し、情報提供を行う。 

さらに、周辺市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メー



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
                                        第３章 災害応急対策計画 

震 - 109 

ル、ポータルサイト、ＳＮＳなどを活用した情報提供についても検討・実施していく。 

５. 一時滞在施設の開設及び施設への誘導 【総務部、施設管理者】 

(１) 一時滞在施設の開設 

総務部は、あらかじめ一時滞在施設として指定した所管の施設について、被災状況や安全

性を確認した後、一時滞在施設として開設する。 

また、町内の民間施設管理者に対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

総務部は、一時滞在施設の開設状況を集約し、県へ報告するとともに、駅、大規模集客施

設、帰宅困難者、企業等へ情報提供を行う。 

併せて、町内の一時滞在施設の開設状況をホームページなどに掲載するなどして情報提供

する。 

(２) 一時滞在施設への誘導 

大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、各事業者が町または警察等

関係機関と連携して一時滞在施設へ誘導する。 

(３) 一時滞在施設の運営 

施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、総務班

は関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や公共交通機関の運行・復旧状況

などの情報を提供する。 

６. 徒歩帰宅支援 【総務班】 

(１) 災害時帰宅支援ステーション協定締結企業等に対する支援要請 

総務班は、震災発生後コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド

など、災害時帰宅支援ステーション協定を締結している事業者に対し、九都県市と連携して

支援の要請を行う。 

(２) 徒歩帰宅支援 

職場や一時滞在施設に留まった帰宅困難者等は、救急・救助活動が落ち着いた後、帰宅を

開始することになる。 

その際、総務班は、徒歩で帰宅する帰宅困難者等に対し、帰宅支援対象道路沿いの道路状

況、沿道の被害、混雑状況、災害時帰宅支援ステーションの開設情報などをテレビ・ラジオ

放送やホームページなどを活用し提供する。 

また、関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータルサ

イト、ＳＮＳなどを活用した情報提供についても検討・実施していく。 

＜資料編 首都直下地震対策大綱＞ 
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第１２節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

地震により多数の傷病者が発生し、また、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著

しい影響があるとき又は感染症等が流行するおそれがある場合、関係機関と連携をとりながら、

被災者に対して保健衛生及び防疫活動を行う。 

また、震災により、家屋の倒壊や多量のごみ等が排出されるなど、生活上いろいろな面で不

都合が生じてくるため、被災地の住民の生活に支障がないよう環境の保全を図る。 

１. 保健活動 【福祉班、夷隅健康福祉センター】 

福祉班及び夷隅健康福祉センターは、避難生活の長期化やライフラインの長期停止等により、

被災者の健康が損なわれることのないよう、次のとおり保健対策を講ずる。 

(１) 福祉班は、医師会等との連携の下に、巡回により被災者の健康状態の把握、栄養指導、精

神保健相談等の健康管理を行う。 

(２) 被災者の衛生状態を良好に維持するため、入浴施設に係る情報提供を行う。 

(３) 食中毒等の予防のため、被災者等へ食品衛生知識の普及や避難所等における食品衛生指導

及び検査の徹底を図る。 

２. 飲料水の安全確保 【環境水道班、夷隅健康福祉センター】 

夷隅健康福祉センターに対し、町が被災地で供給する飲料水の検水の実施及び飲料水の安全

確保についての指導を要請する。また、夷隅健康福祉センターと協力して被災者に対し適切な

広報及び指導を行う。 

３. 防疫 【福祉班、夷隅健康福祉センター】 

(１) 防疫体制の確立 

福祉班は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」

という。）」（平成 10年法律第 114 号）に基づき、防疫組織を設け、県と協力して防疫活動を

行う。 

(２) 防疫活動 

福祉班は、家屋内外の汚染、感染症の発生、まん延を防止する必要が生じた場合、防疫活

動を推進する。 

ア 防疫措置情報の収集及び報告 

福祉班は、災害発生直後、警察及び消防本部等との連絡をとり、その被害状況などの情報

を収集し、防疫措置の必要な地域及び場所を把握する。 

医療機関は、被災者にかかる感染症患者や食中毒の発見に努める。発見した場合又は疑い

のある場合は、災害対策本部及び夷隅健康福祉センターへ通報する。 

イ 実施事項 

防疫活動は、夷隅健康福祉センターと緊密な連絡のもとに、次の方法により実施する。 

(ア) 汚染した井戸は、クロール石灰等により消毒する。 

(イ) 被害家屋の汚染排除、消毒を行う。特に床下その他の汚水の滞留する箇所は、速や
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かに清掃し、生石灰による消毒、クレゾールの散布その他必要な措置を講ずる。 

(ウ) 給水源の消毒及び水質検査を行う。 

(エ) 食品衛生を指導する。 

ウ 防疫資材の確保 

資材は、必要に応じて町内薬局等から調達する。 

不足するときは、夷隅健康福祉センター及び県に供給を要請することができる。 

(３) 患者等の措置 

福祉班は、感染症患者又は病原体保有者を隔離収容するにあたり、交通途絶等により隔離

病舎への移送が困難な場合には、近隣の非被災地に臨時の隔離施設を設けるか、自宅に隔離

するなどの緊急収容措置を講ずる。 

夷隅健康福祉センターは、感染症法第 19条の規定により必要に応じ入院を勧告する。 

(４) 予防教育及び広報活動の実施 

福祉班は、災害時の感染症や食中毒について住民に対して教育を行うとともに、パンフレ

ットや広報車等により広報活動を実施する。 

(５) 報告 

町は、患者の発生状況や防疫活動の状況を随時、夷隅健康福祉センター経由して県に報告

する。 

【報告内容】 

ア 被害の状況 

イ 防疫活動の状況 

ウ 災害防疫の所要見込額 

エ その他 

(６) 衛生環境の維持 

福祉班は、被災者が健康状態を損なわずに生活を維持するために必要な各種の生活物資及

び清潔保持に必要な石鹸やうがい薬の提供、仮設トイレの管理、必要な消毒及びし尿処理を

行う。 

４. 死体の捜索処理等 【環境水道班、勝浦警察署】 

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡していると推定さ

れる者の死体を捜索し、又は災害の際に死亡した者について、死体識別等のための処理を行い、

かつ、死体の応急的な埋葬を実施する。 

(１) 実施機関 

ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、町長が行う。ただし、災害救助法が適用された場

合は、知事が行い、町長はこれを補助するものとする。町長は、災害救助法が適用され

た場合においても、災害の事態が急迫して知事の行う救助の実施を待つことができない

ときは、救助に着手するものとする。 

イ 本町限りで処理不能な場合は、「千葉県広域火葬計画」に基づき、近隣市町村、県、国そ

の他関係機関の応援を得て実施する。 



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
第３章 災害応急対策計画                                              

 

震 - 112 

ウ ア及びイにより知事が行う死体の処理は、日赤県支部の長と締結した委託契約に基づき、

日赤県支部が組織する救護班、県並びに県医師会が派遣する検案医師及び県歯科医師会

が派遣する身元確認のための歯科医師等（以下「検案医師」という。）により実施する 

(２) 検案医師の出動要請 

ア 町長は、検案医師等について、必要に応じて夷隅医師会長、夷隅郡市歯科医師会長、日

赤県支部地区・分区長にそれぞれ出動を要請し、知事、他の市町村長等に応援を求める

ほか、必要な措置を講ずる。 

イ 知事は、検案医師等について、必要に応じて県立病院に出動を命じ、日赤県支部長、県

医師会長及び県歯科医師会長に出動を要請し、その他の関係機関に応援を要請するほか

連絡調整その他必要な措置を講ずるものとする。 

ウ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じて関係各機関で協議の上、統一

を図る。 

(３) 災害救助法による救助 

災害救助法が適用された場合の救助基準等は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期

間等」によるものとする。 

なお、同法の適用に至らない場合における応急対策は、同法が適用された場合に準じて的

確に実施する。 

(４) 県警察における計画 

ア 死体の検視（見分） 

警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けたときは、死体取扱規則等により検

視（見分）を行い、身元が判明したものについては、所定の手続きを経て遺族に引渡す。 

イ 身元不明者に対する措置 

警察本部長又は警察署長は、町長又は知事と緊密に連絡し、町、県の行う身元不明者の措

置について協力する。 

この場合、身元不明者の所持品、着衣、人相、特徴等を写真に収め、関係方面に手配する

とともに、死者の写真の掲示、縦覧などを行って早期に確認できるよう協力すること。 

ウ 死体の捜索及び収容に対する協力 

警察官は、災害時において救出活動とあわせて関係機関の行う死体及び行方不明者の捜索

等に対し、必要な協力を行う。 

エ 警察が行う災害死者の処理に伴う死体処理施設（遺体収容所、検視場所、死体安置所）

の確保は、県・町が場所の選定を行う。 

５. 動物対策 【福祉班、環境水道班、産業振興班、夷隅健康福祉センター】 

(１) 死亡獣畜の処理 

環境水道班は、獣畜の死亡が確認された場合は、産業振興班等と調整し、①家畜（主に畜

産農業に係るもの）は南部家畜保健衛生所、②野生動物は夷隅地域振興事務所の指導により、

死亡した獣畜を処理する。①②を除くペット等動物は、飼い主が見つからない場合、一般廃

棄物として処理する。 
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(２) 放浪動物への対応 

環境水道班は、飼い主の被災により廃棄又は逃げ出したペット等が発生した場合は、夷隅

健康福祉センター、千葉県動物愛護センター、（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボラン

ティアと協力して保護する。危険動物が逃亡した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、

警察等と連携により必要な措置を講ずる。 

(３) ペットへの対応 

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行う。 

避難所内へは、原則としてペットの持ち込みを禁止することとする。避難所を開設した場

合は、自己責任にて対応する。 

福祉班は、避難所での生活が長期化し、避難生活に支障となるペット問題が生じた場合は、

夷隅健康福祉センター及び千葉県獣医師会等と取り扱いについて協議する。関係団体がペッ

トの救護所等を設置する場合は、公共用地を提供するとともに、その旨を避難者に広報する。 

６. 清掃及び廃棄物の除去 【情報収集班、環境水道班、建設班】 

(１) 廃棄物及びごみ処理作業 

地震災害時には、家屋の倒壊、被災等により大量のごみの排出量が予想される。このため、

ごみを迅速に処理し、被災地の環境衛生を保全する。 

ア 実施機関 

(ア) 災害時における災害地帯の清掃は、町長が実施し、環境水道班がこれに当たる。 

(イ) 震災等による多量の廃棄物が発生し、本町限りで処理が困難な場合は、「災害時等に

おける廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき県内市町村において相互

に援助協力を行う。また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想されるこ

とから、「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地

震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」に基づき、民間事

業者の協力を求める。 

イ ごみ処理 

(ア) 作業体制 

環境水道班は、関係機関及び民間の応援により作業体制を確保する。 

(イ) 被災地域状況の把握 

情報収集班は、町職員による巡視、住民の電話等による要請等から迅速に被災地域の状

況を把握する。 

(ウ) ごみの一時的集積 

環境水道班は、被災地域の衛生環境の悪化防止の観点から災害発生後収集可能な状態に

なったときから 10日以内に、ごみの一時的集積場を指定してごみの搬出を行う。 

(エ) ごみの搬送方法 

環境水道班は、ごみの搬送を原則として次のとおり行う。 

・腐敗しやすい廃棄物は、 優先で収集し、搬送する体制を確立し、いすみクリーンセ

ンターへ搬送し、焼却処理する。 
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・障害物として道路等に排出された廃棄物は、一時集積場までゴミ収集車両及び民間車

両の応援を得て収集し、搬送する。 

・倒壊家屋からの廃棄物等は、家屋所有者等の住民に対し、一時集積場所まで直接搬送

するよう協力を要請する。 

・収集できずに道路空き地に置かれたごみについては、定期的な回収及び消毒を行う。  

(オ) 住民への広報 

速やかに一時集積場及び収集日時を定めて住民に広報する。 

ウ 廃棄物処理 

災害廃棄物の除去及び処理は、原則として次のように実施する。 

＜住宅・建築物系＞ 

原則として建物の所有者が解体及び処理を実施する。町は一時集積場所、 終処分場の

確保及び処理処分に関する情報の提供を実施する。 

＜公共・公益施設＞ 

施設の管理者において処理する。 

(２) し尿処理作業 

ア し尿排出量の推定 

町において、原則として「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」で定めた推計方針

に準じて発生量を推計し、処理体制の確立を図る。 

イ 作業体制の確保 

福祉部長は、被害状況を迅速に把握し、夷隅環境衛生組合により作業体制を確保する。ま

た、本部長を通じて、必要があれば近隣市町村への応援を要請する。 

ウ 被災地域状況の把握 

環境水道班を中心とした職員による巡視、住民の電話等による要請等から迅速に被災地域

の状況を把握する。 

エ 仮設トイレの設置 

断水や下水道施設の損壊等により、トイレの使用ができなくなった場合には仮設トイレを

設置する。 

【仮設トイレ設置の際の留意点】 

－くみ取りの制限－ 

・収集量に対する処理能力が及ばないときは、とりあえずの措置として、便槽容量の２

割から３割程度のくみ取りとし、各戸の便所の使用を可能にする。 

－し尿の処埋－ 

・し尿の処理は、夷隅環境衛生組合にて処理する。 

オ 収集及び処理の実施 

設置した仮設トイレに貯留したし尿の収集及び処理は、原則としてし尿処理施設への搬送

あるいは埋め立て（土壌還元方式）による。 

また、収集及び処理は、避難所を優先して行う。 
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【土壌還元方式（素堀仮設トイレ）の留意点】 

・穴の深さを３ｍより浅くすること。 

・井戸から 低 100ｍ離すこと。 

・生石灰による消毒を頻繁に行うこと。 

・土壌分解能力を考慮して１か所で大量処理をしないこと。 

・ある程度の量が投入されたら土覆いをすること。 

・現場の状況や住民の感情を 優先に考えること。 

・その他衛生と安全確保のために必要とされること。 

(３) 障害物の除去 

ア 住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしている場

合、その除去は、町長が実施し、建設班がこれに当たる。ただし、災害救助法が適用さ

れたときは知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速

に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一

部を町長が行うこととすることができる。 

イ 本町限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、県、国その他関係機関の応援を得て実施

するものとする。 

(ア) 障害物の除去の対象となる者 

a 当面の日常生活が営み得ない状態にある者であること。 

b 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者であること。 

c 自らの資力をもってしては、障害の除去ができない者であること。 

(イ) 障害物の除去の方法 

a 救助の実施機関が、作業員あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。 

b 日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれた障害物の除去に限ること（応急

的救助に限ること）。 

(ウ) 障害物除去の経費の限度額 

障害物の除去に要する費用は、一世帯当たり 137,500 円以内とする。 

(エ) 障害物の除去の実施期間 

災害発生の日から 20日以内とする。 

ウ 町長が管理する道路における障害物の除去 

自動車・死体等の特殊なものを除き、道路の利用目的に著しい障害を及ぼしているものの

除去は、町の所有する関係機械器具、車両等をもって速やかにこれを除去し、交通の確保を

図る。 

(ア) 障害物の集積場所 

障害物の集積場所は、公共用地で交通並びに生活に支障のない場所とし、被害の程度又

は適地がなく民有地を使用する場合は、所有者と補償に関する契約を締結する。 

(イ) 機械器具の調達 

障害物の除去に必要な機械器具等は、町の保有している機械器具等を用いるものとし現
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有の機械器具等で処理不可能な場合は、関係業者の協力を求めて調達するものとする。 

エ 河川関係障害物除去計画 

河川の機能を確保するため、河川における障害物を除去、しゅんせつする。 

(４) 環境汚染の防止対策 

倒壊建築物の解体・撤去等に伴うアスベストの飛散や、危険物の漏洩による環境汚染に対

処するため、環境監視体制の整備を図るとともに、環境汚染防止体制の強化を図る。 
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第１３節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

震災による住宅の全壊や半壊等により、住家を滅失し又は自己資力では住宅の確保や修理が

できない被災者に対し、応急仮設住宅の建設や日常生活に欠くことのできない部分の修理を行

う。 

また、被災住宅の倒壊による二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定や被災宅地

危険度判定を実施するとともに、日頃から応急危険度判定士等の養成を行う。 

１. 応急仮設住宅の提供等 【建設班】 

災害により住家を滅失した被災者の居住の安定を図るため、応急仮設住宅や公営住宅の空き

家の活用を図るとともに、民間の賃貸住宅を借上げる。 

(１) 応急仮設住宅の建設等 

町は、地震災害により、住家を滅失し、自己の資力では住家の確保ができない者を収容す

るため、応急仮設住宅を建設する。応急仮設住宅の設置場所は、基本的に国、県又は町の公

有地とする。やむを得ず私有地に建設する場合には、所有者と町との間で賃貸契約を結ぶも

のとする。 

   ＜資料編 応急仮設住宅建設候補地＞ 

ア 実施機関 

(ア) 応急仮設住宅の建設は、町長が実施し、建設班がこれに当たる。ただし、災害救助

法が適用された場合は知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事

は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実

施に関する事務の一部を町長が行うこととすることができる。 

(イ) 本町限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を得て

実施する。 

イ 災害救助法による援助 

災害救助法が適用された場合の建設基準は、災害救助法施行細則別表第一によるものとす

る。 

   ＜資料編 千葉県災害救助法施行細則（別表第一）＞ 

(２) 住宅の応急修理計画 

町は、地震災害により住家が半壊又は半焼し、自己の資力では応急修理ができない住民、

または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した住民に

対し、居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を応急的に修理する。 

ア 実施機関 

(ア) 住宅の応急修理は、町長が実施し、建設班がこれに当たる。ただし、災害救助法が

適用されたときは知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、

救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を町長が行うこととすることができる。 

(イ) 本町限りで処理不可能な場合には、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を得
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て実施する。 

イ 住宅事業者の団体との連携 

住宅の応急修理の実施にあたっては、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携を図るとと

もに具体的な連携のあり方について今後検討していく。 

ウ 災害救助法による救助 

災害救助法が適用された場合の建設基準は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期

間等」によるものとする。 

(３) 建設資材の確保 

ア 町において資材が不足した場合は、建設産業部長は総務部長を通じ県に要請し、資機材

の調達の協力を求める。 

イ 災害応急復旧用材（国有林材）の供給及び県有林材の使用 

(ア) 国有林材の供給 

a 農林水産省（林野庁）は、被災者の救助、災害の復旧及び木材需要の安定のため、

国有林材の供給を行うこととしている。 

関東森林管理局では、上記により国有林材の供給を行うこととしている。 

b 災害復旧用材の供給は、知事、町長からの要請に基づいて行う。 

(イ) 県有林材の使用 

災害時に木材の供給販売等が困難となり、応急的に木材を必要とする場合は、県有林材

の提供を要請するものとする。 

２. 被災建築物の応急危険度判定 【被害調査班】 

地震により被害を受けた建築物が、引き続き安全に居住できるか否か、及び余震等による二

次災害に対して安全が確保できるか否かの判定を、県や民間の建築士等の協力を得て実施する。 

(１) 建物被害調査の概要 

建物被害調査は、「建物被害調査の流れ」のとおりで行う。 
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■建物被害調査の流れ 

 
(２) 応急危険度判定士派遣要請 

本部長は、余震等による２次災害を防止するため、応急危険度判定を行う応急危険度判定

士の派遣を県に要請する。 

(３) 被災台帳の作成 

被害調査班は、応急危険度を調査した結果を住民基本台帳に照らし合わせ、被災台帳を作

成する。 

３. 被災宅地の危険度判定 【建設班】 

大規模な地震又は大雨等のため、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害を軽

減・防止し住民の安全を図るため、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地の危険

度判定を行う。 

(１) 被災宅地危険度判定士の養成・登録 

町は、土木等の技術者に対し被災宅地危険度判定士養成講習会への参加を働きかけ、被災

宅地危険度判定士の養成に努める。 

(２) 実施体制の整備 

災害により宅地が大規模かつ広範囲に被災したときは、判定実施計画を作成するとともに、

判定士の派遣など県へ支援を養成する。また、県と協力し、判定に必要な資機材等の準備を

行う。 

(３) 被災宅地危険度判定実施の広報 

判定を実施するときは、住民に対し実施予定区間、期間、問合わせ窓口等を報道機関によ

り周知する。また、危険度の判定は、危険、要注意、調査済の３区分で行い、判定結果につ

調査準備 

現地調査 

建物被害調査 

・判定士等要員の確保 

・調査地区選定 

・調査図面準備等 

・全棟目視調査 

・判定結果の表示 

・調査結果整理 

被災台帳の作成 
・図面との照合 

・住民基本台帳の照合 

被 災 台 帳 
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いては、被災宅地に表示し、居住者及び通行者等に注意を促す。 

４. り災証明の交付 【被害調査班、消防本部】 

(１) 住家の被災調査 

ア 調査方法 

被害調査班は、家屋の被害状況の把握及びり災証明書を発行するために、全住家を対象に

被災調査を行う。被災調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基

づき、全壊・大規模半壊・半壊・半壊に至らないの区分として、調査を行う。 

火災により焼失した家屋等は、消防本部が消防法に基づき火災調査を行う。 

イ 収集報告に当たって留意すべき事項 

① 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連携に係る組織、設備、要領等の整

備を図っておくものとする。特に発災初期の情報は、住民組織を通じて直ちに通報され

るよう体制を整えておく。 

② 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門的な

知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 

③ り災世帯・り災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等を照合し、

正確を期する。 

(２) り災証明の発行 

被害調査班は、家屋の被害調査の結果に基づき、相談窓口等においてり災証明書を発行す

る。 

なお、火災によるり災証明書の発行は、消防本部が行う。 
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第１４節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

上水道・電気・ガス・通信・交通等のライフライン施設が大震災により被害を受けた場合、

生活機能は著しく低下し、まひ状態が長期化するおそれの強いことは阪神・淡路大震災及び東

日本大震災などでさらに明らかになったところである。このため、これらの施設の応急復旧体

制を確立し、防災関係機関及びライフライン事業者が相互に緊密な連携を図りながら迅速な活

動を行うこととする。 

１. 水道施設 【環境水道班】 

(１) 震災時の初動措置 

環境水道班は、大規模な地震が発生した場合、以下のような手順で応急措置を講ずる。 

ア 施設を巡回して事故発生の有無を確認する。 

イ 事故発生の際には併せて指定給水装置工事事業者に連絡し、応急措置を施すよう指示す

る。 

ウ 応急措置の状況を災害対策本部に連絡する。 

(２) 応急復旧の実施 

水道施設の復旧にあたり、町は指定給水装置工事事業者を動員して応急復旧を図る。 

被害が広範囲に及び、町の能力では対応が不可能なときには、「千葉県水道災害相互応援協

定」に基づき、県内水道事業体等の応援を得て復旧を行う。 

応急復旧作業の実施にあたっては、以下の事項を考慮して応急復旧作業を行う。 

【応急復旧の行動指針】 

ア 施設復旧の完了の目標を明らかにする。 

イ 施設復旧の手順及び方法を明らかにすること。特に、応急復旧を急ぐ必要がある基幹施

設や避難所等への配管経路を明らかにする。 

ウ 施設復旧にあたる班編成（人員・資機材）の方針を明らかにする。その際、被災して集

合できない職員があることを想定する。 

エ 被災状況の調査及び把握方法を明らかにする。 

オ 応急復旧の資機材の調達方法を明らかにする。 

カ 応急復旧の公平感を確保するため、復旧の順序や地区ごとの復旧完了予定時期の広報等、

応急復旧実施時に行うべき広報の内容及び方法を明らかにする。 

(３) 応急復旧資機材の確保 

町及び指定給水装置工事事業者等の保有資機材で対処する。 

なお、不足する場合は、製造業者及び他の水道事業体から調達する。 

【優先的な復旧対象】 

・医療施設、避難場所、福祉施設、老人福祉施設等 

・取水、導水、送水、浄水施設 

・主要な配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路 

＜資料編 千葉県水道災害相互応援協定＞ 
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２. 電気施設 【東京電力株式会社】 

(１) 震災時の活動体制 

地震災害が発生したとき、東京電力は、次により非常災害対策本部を千葉支店内に設置す

る。本部の下に情報班、復旧班、給電班、資材班、厚生班、システム班、カスタマーセンタ

ー班及び総務班の８班を置く。また、支部を各支社に設置する。 

なお、夜間休日等の緊急呼集並びに交通、通信機関の途絶に対応できるよう要員の選抜、

呼集方法、出動方法等につき検討し、適切な要員構成を行っておく。 

さらに、請負会社については、あらかじめ出動可能要員を把握しておくとともに、震災時

における応援出動体制を確立しておく。 

(２) 震災時の応急措置 

ア 資機材の調達 

第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調達を必要とする資

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。 

(ア) 第一線機関等相互流用 

(イ) 現地調達 

(ウ) 支店対策本部に対する応急資機材の請求 

なお、災害地及び当該機関との連絡が全く途絶し、しかも相当の被害が予想される場

合は、支店対策本部において復旧資機材所要数を想定し、当該支部あて緊急出荷し、復

旧工事の迅速化に努める。 

イ 人員の動員、連絡の徹底 

(ア) 災害時における動員体制を確立すると同時に連絡方法も明確にしておく。 

(イ) 社外者に応援を求める場合の連絡体制を確立する。 

ウ 震災時における危険予防措置 

災害発生時といえども需要家サービス及び治安維持上原則として送電を維持するが浸水、

建物倒壊により運転することがかえって危険であり、事故を誘発するおそれがある場合、又

は運転不能の予想される場合は、運転を停止し、関係各機関に連絡するとともに、必要な措

置を講じ待機する。 

(３) 応急復旧対策 

ア 被害状況の早期把握 

全般的な災害状況の把握の遅速は、復旧計画樹立に大いに影響するので、あらゆる方法を

もって被害状況の早期把握に努める。 

イ 復旧の順位 

各設備の復旧の順位は原則として下記によるものとするが、災害状況、各設備の被害復旧

の難易等から復旧効果等も考慮し行う。 

(ア) 送電設備 

a 全回線送電不能の主要線路 

b 全回線送電不能のその他の線路 
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c １回線送電不能の重要線路 

d １回線送電不能のその他の線路 

(イ) 変電設備 

a 主要幹線の復旧に関係する送電用変電所 

b 都心部に送電する系統の送電用変電所 

c 重要施設に供給する配電用変電所 

(ウ) 通信設備 

a 給電指令用回線並びに制御保護及び監視回線 

b 保守用回線 

c 業務用回線 

(エ) 配電設備 

病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その他

重要施設への供給回線を優先的に送電する。 

ウ 感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を

通じて需要家に対し、次の諸点を十分ＰＲするほか、広報車等により直接当該地域へ周

知する。 

(ア) 切れた電線や、たれ下がった電線には絶対に触らないこと。 

(イ) 使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。 

(ウ) 外へ避難するときは、安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

(エ) 電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等を発見した場合は、速やかにカスタマーセ

ンターへ連絡すること。 

(オ) 建物の倒壊により損傷した屋内配線、電気機器は危険なため使用しないこと。使用

する場合は、絶縁検査を受けてから使用すること。 

エ 災害時における住民の不安を鎮静させるため、電力施設の被害状況、復旧予定について

の的確な広報を行うものとする。 

オ 需要家からの再点検申込み等を迅速適切に処理するため、効率的な受付処理体制を確立

しておくものとする。 

３. ガス施設の応急復旧 【大多喜ガス株式会社】 

災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに

応急措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便宜を図るため、以下の防

災対策を実施する。 

(１) 非常災害体制の確立 

ア 地震発生時の出動 
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(ア) 勤務時間内の場合は、社内連絡によりあらかじめ指定された箇所に出動する。 

(イ) 勤務時間外の場合は、地震の大きさをテレビ・ラジオ等の情報により判断し、あら

かじめ指定された箇所に、自動発令で出動する。 

イ 災害対策本部、現地災害対策本部の設置 

地震等の非常災害が発生した場合、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、本社に災

害対策本部を設置するとともに、各事業所に現地災害対策本部を設置し、全体的な応急活動

組織を編成する。 

(２) 応急対策 

ア 震災時の初動措置 

(ア) 官公庁、報道機関、社内事業所等から、被害情報等の情報収集を行う。 

(イ) 事業所設備等の点検を行う。 

(ウ) 製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止を行う。 

(エ) ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置を講ずる。 

(オ) その他、状況に応じた措置を行う。 

イ 応急措置 

(ア) 災害対策本部の指示に基づき、各現地対策本部は有機的な連携を保ちつつ施設の応

急措置に当たる。 

(イ)  施設を点検し、機能及び安全を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 

(ウ) 供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い、速やか

なガス供給再開に努める。 

(エ) その他、現場の状況により適切な措置を講ずる。 

ウ 資機材等の調達 

復旧用の資機材を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により確保す

る。 

(ア) 取引先、メーカー等からの調達 

(イ) 緊急用資機材の活用、各現地対策本部間の流用 

(ウ) 他ガス事業者からの融通 

エ 車両の確保 

各ガス事業所は工作車、広報車を保有しており、常時稼動可能な体制にある。 

(３) 災害時の広報 

災害時には、被害の程度に応じてブロック毎に供給を停止するが、ガスによる二次災害の

防止、町民の不安除去のため、広報車による巡回のほか、消防本部、警察署、報道機関等に

協力を要請し、あらゆる手段をつくして、被害地区におけるガス機器の使用上の注意事項、

ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通しについて広報する。 
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ア 地震発生時には 

(ア) 身の安全を確保すること。 

(イ) ガス栓を全部閉め、ガスメーターのそばにあるメーターコックを閉めること 

(ウ) ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること。 

この場合には、ガス栓・メーターコックを閉め、直ちにガス会社に連絡すること。 

(エ) 換気扇の使用は、スイッチの火花によって爆発の原因となるので避けること。 

イ マイコンメーター（前面にランプがあるメーター）が作動してガスが出ない場合。 

(ア) 左上の丸い蓋を外し、中のボタンをしっかり押し、ランプの点灯を確認したら手を

離す。 

(イ) 操作終了後３分間マイコンによる漏えい検査のためガスの使用はしないこと。 

ウ 供給を停止した場合 

(ア) ガス栓を開いてもガスがでない場合は、供給を停止しているので、ガス栓、メータ

ーコックを閉め、ガス会社から連絡があるまで待つこと。 

(イ) ガスの供給が再開される時には、必ず、あらかじめガス会社が各家庭のガス設備を

点検し、安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと。 

(４) 復旧活動拠点の確保 

復旧要員の集合場所、宿泊場所、車輌の駐車スペース、資機材置場等の候補地のリストア

ップ、連絡先の確認等をあらかじめ実施し、これらを確保しておく。また、残土、廃材、資

機材等の仮置きについて、県、市町村等が指定する臨時場所がある場合、その使用について

あらかじめ協議し、用地等の確保に努める。 

４. 通信施設 【各施設管理者】 

(１) 東日本電信電話株式会社 

ア 震災時の活動体制 

(ア) 災害対策本部の設置 

震災が発生した場合は、その状況により、千葉事業部に災害対策本部を設置し、情報

の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

この場合、町、県及び各防災機関と緊密な連絡を図る。 

(イ) 情報連絡体制 

震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

イ 発災時の応急措置 

(ア) 設備、資機材の点検及び発動準備 

大地震の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

a 電源の確保 

b 災害対策用無線機装置類の発動準備 

c 非常用電話局装置等の発動準備 

d 予備電源設備、異動電源車等の発動準備 

e 局舎建築物の防災設備の点検 
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f 工事用車両、工具等の点検 

g 保有資材、物資の点検 

h 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

(イ) 応急措置 

震災により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信

の疎通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、 小限度の通信を確

保するため、次のとおり応急措置を行う。 

a 通信の利用制限 

b 災害時優先電話、警察・消防緊急通報回線の確保 

c 無線設備の使用 

d 特設公衆電話の設置 

e 非常用可搬型電話局装置の設置 

f 臨時電報、電話受付所の開設 

g 回線の応急復旧 

h 災害用伝言ダイヤル「１７１」の運用 

(ウ) 震災時の広報 

震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレ

ビ等によって次の事項を利用者に周知する。 

a 通信途絶、利用制限の理由と内容 

b 災害復旧措置と復旧見込時期 

c 通信利用者に協力を要請する事項 

d 災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供開始 

ウ 応急復旧対策 

震災により被災した通信回線の復旧に当たっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

(ア) 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

(イ) 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

(２) 株式会社ＮＴＴドコモ 

ア 震災時の活動体制 

(ア) 災害対策本部の設置 

震災が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集

伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。この場合、県等の防災機関と緊密な連絡を

図る。 

(イ) 情報連絡体制 

震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達に当たる。 
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イ 発災時の応急措置 

(ア) 設備、資機材の点検及び発動準備 

震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

a 可搬型無線基地局装置の発動準備 

b 移動電源車等の発動準備 

c 局舎建築物の防災設備等の点検 

d 工事用車両、工具等の点検 

e 保有資材、物資の点検 

f 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

(イ) 応急措置 

震災により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信

の疎通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、 小限度の通信を確

保するため、次のとおり応急措置を行う。 

a 通信の利用制限 

b 非常通話、緊急通話の優先、確保 

c 可搬型無線基地局装置の設置 

d 衛星携帯電話による臨時電話の設置 

e 回線の応急復旧 

(ウ) 災害時の広報 

震災のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレ

ビ等によって次の事項を利用者に周知する。 

a 通信途絶、利用制限の理由と内容 

b 災害復旧措置と復旧見込時期 

c 通信利用者に協力を要請する事項 

ウ 応急復旧対策 

震災により被災した通信設備の復旧に当たっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

(ア) 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

(イ) 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

(３) ＫＤＤＩ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社では、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合には東京本社に災害

対策本部及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を 大限に発

揮して通信の疎通確保と施設の早期復旧に努める。 

災害の発生時には、局舎の点検をするとともに、中継局の停電対策のため、移動電源車の

出動準備をする。 

通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必要な通信の確保をするとともに、

住民を対象に災害伝言板サービスによる安否情報の伝達に協力する。 
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(４) 日本郵便株式会社 

応急措置は、以下のとおりとする。 

ア 被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の態様及び規

模に応じて、運送又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送便

の開設等機宜の応急措置を講ずる。 

イ 被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災により業務継

続が不能となった場合、仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、移動郵便車等

による臨時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措

置を講ずる。 

ウ 東日本電信電話株式会社等から委託を受けた電気通信取扱業務について、関係の機関と

密接な連携の下に、郵便局において取り扱う電話業務の災害時における運営の確保を図

るとともに、被災通信施設の東日本電信電話株式会社等による応急復旧に協力する。 

５. 道路・橋りょう 【建設班、産業振興班、夷隅土木事務所】 

地震が発生した場合、各道路管理者等は、所管の道路、橋りょうについて緊急輸送道路を

優先に被害状況を速やかに把握し、走路交通の確保を図るため、迂回路の選定あるいは通行禁

止又は制限等の措置など利用者の安全策を講ずるとともに、パトロール等による広報を行うほ

か、被災道路、橋りょうについては、応急及び復旧措置を行う。 

(１) 災害時の応急措置 

ア 町（建設班） 

被害を受けた道路、橋りょう及び交通状況を把握するため、パトロールを実施する。 

情報収集に基づき、道路、橋りょうに関する被害状況を把握し、交通規制及び広報等の対

策と必要に応じて迂回路の選定を行い交通路の確保に努める。 

イ 県（夷隅土木事務所） 

道路・橋りょうの被災状況を速やかに把握するため、震災時における県土整備部の対応計

画、県土整備部震災実働マニュアルの定めるところにより、ライフライン占有者、建設業者

及び町からの道路情報の収集に努めるとともに、パトロールを実施する。これらの情報によ

り応急措置を講ずるとともに、必要に応じて迂回路の選定を行う。 

(２) 応急復旧対策 

ア 町（建設班） 

被害を受けた道路は速やかに復旧し、交通の確保に努める。 

イ 県（夷隅土木事務所） 

被害を受けた道路は速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に「緊急輸送道

路１次路線」を 優先に復旧作業を実施し、道路の機能確保に努める。 

 

６. 交通施設 【いすみ鉄道株式会社、小湊鐵道株式会社】 

(１) 災害時の活動体制 
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ア 災害対策本部等の設置 

震災が発生した場合、各交通機関は全機能をあげて、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送

を行うため、災害対策本部等を設置する。 

イ 通信連絡体制 

災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令

電話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて無線車等も利用する。 

(２) 発災時の初動措置 

ア 運転規制 

強い地震を感知した場合の運転の取扱いは、次のとおりとする。 

(ア) 震度５弱以上の場合、列車の運転を中止することとし、その後の運転については、

保線区、電気関係区の巡回員からの報告に基づいて逐次運転規制を解除する。 

(イ) 震度４の場合、列車は速やかに安全なところで一時停止し、時速 25km 以下の速度で

注意運転することとし、保線区及び電気関係区の巡回員からの報告に基づいて逐次

運転規制を解除する（小湊鉄道においては、初列車通過後逐次解除する。また別途

指示があるまでは、危険箇所は特に注意運転を行う）。 

イ 乗務員の対応 

(ア) 運転中に地震を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ちに列車を停止さ

せる。 

(イ) 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋りょう上あるいは陸橋下

のような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められる箇所に列車を移動させる。 

(ウ) 列車を停車させた場合は、指令所又は 寄りの駅に連絡をとり、その指示を受ける。 

ウ 乗客の避難誘導 

(ア) 駅における避難誘導 

a 駅長（いすみ鉄道においては、「駅長」を「社長」と読み替える。以下同じ。）は、

係員を指揮してあらかじめ定めた臨時避難場所に混乱の生じないよう誘導し、避難

させる。 

b 旅客を臨時避難場所に誘導した後、さらに町が定めた避難所の位置、災害に関する

情報等を旅客に伝達し、秩序維持に努める。 

(イ) 列車乗務員が行う旅客の避難誘導 

a 列車が駅に停止している場合は、駅長の指示による。 

b 列車が駅間の途中に停止した場合は、原則として乗客は降車させない。ただし、火

災その他によりやむを得ず旅客を降車させる場合は、次によるものとする。 

・地形その他を考慮し、適切な誘導案内を行い旅客を降車させる。 

・特に高齢者や子供、妊婦等については、他の旅客に協力を要請して安全に降車さ

せる。 

・隣接線路を歩行することは危険であることを放送等により徹底し、併発事故の防

止を図る。 



大多喜町地域防災計画 第２編 震災編 
第３章 災害応急対策計画                                              

 

震 - 130 

エ 事故発生時の救護活動 

災害発生時には駅従業員、乗務員が救急救護活動にあたるとともに、非常災害対策規則に

基づき、対策本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活動にあたる。 

７. その他公共施設 【建設班、産業振興班、施設管理者】 

地震が発生した場合、河川、農業用施設、砂防及び急傾斜崩壊防止施設の被害状況を速やか

に把握し、各施設の機能確保を図るため、各機関は災害活動を実施するとともに応急措置を行

う者とする。 

(１) 河川の応急復旧内容 

【堤防及び護岸の破壊】 

・ビニールシート等を覆い、クラック等への雨水の浸透による増破を防ぐ。 

・速やかに復旧計画を立てて復旧する。 

【水門、排水機等の破壊】 

・土のう、矢板等により応急に締切を行う。 

・移動ポンプ車等を動員して内水の排除を行う。 

(２) 農業用施設の応急復旧内容 

ア 農業用施設の点検 

イ 農業用水の確保 

ウ 農業排水の確保 

エ 農道の交通確保 

(３) 砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設の応急復旧内容 

地震により砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設が被害を受けたとき、又はその恐れがあると

きは、関係機関と協議して必要な応急措置を行う。 
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第１５節 ボランティアの協力 

大規模震災時において、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、ボランティ

ア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施する。 

また、発災時に迅速な受入ができるよう体制を整備するとともに、活動の中で行政やボラン

ティア団体・ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコーディネ

ーターの養成に努める。 

１. ボランティアの活動分野 【福祉班】 

ボランティアの協力を得て実施する活動内容は、次のとおりとする。 

(１) 専門分野 

ア 救護所での医療救護活動 

イ 被災建築物の応急危険度判定 

ウ 被災宅地危険度判定 

エ 外国語の通訳、情報提供 

オ 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

カ 被災者への心理治療 

キ 高齢者や障害者等等、要配慮者の看護、情報提供 

ク その他専門的知識、技能を要する活動等 

(２) 一般分野 

ア 避難所の運営補助 

イ 炊き出し、食料等の配布 

ウ 救援物資や義援品の仕分け、輸送 

エ 高齢者や障害者等、要配慮者の支援 

オ 被災地の清掃、がれきの片づけなど 

カ 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む） 

キ その他被災地における軽作業等 

２. ボランティアとして協力を求める個人、団体 【福祉班】 

災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、これらに積極

的に協力を求めることとする。 

(１) 個人 

ア 被災地の住民 

イ 被災建築物応急危険度判定士 

ウ 被災宅地危険度判定士 

エ その他 

(２) 団体 
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ア 日本赤十字社千葉県支部奉仕団 

イ 千葉県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会 

ウ 公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 

エ 一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

オ その他ボランティア団体、ＮＰＯ法人等 

３. ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ 【総務班、福祉班】 

常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、ボランティア活動の主体とな

る意識の保持を訴えるとともに、災害時には積極的な参加を呼びかける。 

(１) 平時におけるボランティア意識の啓発 

毎年 1月 17 日の「防災とボランティアの日」及び 1月 15 日から 21日までの「防災とボラ

ンティア週間」を中心に実施する講演会やシンポジウムなどの諸行事を通じ、住民にボラン

ティア意識の醸成を図る。 

また、毎年 9月 1日の「防災の日」及び 8月 30 日から 9月 5日までの「防災週間」を中心

に実施する防災訓練や各種啓発行事に積極的にボランティアの参加を求めることにより、そ

の重要性を広報する。あわせて、住民やボランティア団体等の参加を得た実践的な防災

訓練を実施し、災害時におけるボランティアの協力が円滑に得られるよう日ごろから連

携の強化を図る。 

(２) 災害時における参加の呼びかけ 

大規模な災害が発生した際には、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関や

県及び県内市町村に加え、社会福祉協議会ボランティアセンターや市町村市民活動支援セン

ター、ボランティア団体やＮＰＯ法人並びに近隣都県の社会福祉協議会、日本赤十字社各支

部等の関係団体を通じて、広くボランティアの参加を呼びかける。 

なお、東日本大震災においては、特にホームページやブログなどのネットでの情報公開に

より電話などによる問合せを少なくできたことから、インターネットを利用した参加の呼び

かけを推進する。 

４. 災害時おけるボランティアの登録、派遣 【総務班、福祉班】 

災害の状況に応じた、より実践的なボランティア活動体制を立ち上げるため、ボランティア

の受付、登録は原則として発災後に実施することとし、町（福祉班）、県及び関係機関が十分

な連携を図りながら迅速に対応する。 

(１) 県担当部局による登録 

専門分野での活動を希望する個人及び団体については、県の各活動担当部局が中心となっ

て対応する。 

町の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、県の担当部局と調整を

図る。 
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活動分野 個人・団体 県受付窓口 町受付窓口

医療救護 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 健康福祉部医療整備課 福祉班 

被災建築物応急危険

度判定 

被災宅地危険度判定 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 
被害調査班

高齢者支援 支援団体 
健康福祉部高齢者福祉

課 
福祉班 

障害者支援 支援団体 健康福祉部障害福祉課 福祉班 

外国語通訳、翻訳、

情報提供 

(公財)ちば国際コンベンション

ビューローボランティア通訳 

災害時外国人サポーター 

総合企画部国際課 情報収集班

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア無線連盟

千葉県支部 
防災危機管理部消防課 総務班 

(２) 被災現地における受付 

被災地域内住民のボランティア希望者や被災地周辺市町村による登録を経ずに直接現地へ

きたボランティア希望者については、被災現地のボランティア窓口（福祉班）において受付

を行い、そこでの災害対策活動に従事する。 

(３) ボランティアニーズの把握 

町は、被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

また、県災害ボランティアセンターとの連絡を密にするとともに、巡回パトロールによる

情報収集、各種ボランティア団体との情報交換等により、町全域のボランティアの需要状況

の把握に努める。 

(４) 各種ボランティア団体との連携 

町は、日本赤十字社千葉県支部や県及び市町村社会福祉協議会、県災害ボランティアセン

ター、独自に活動するボランティア団体等と十分な情報交換を行うとともに必要な支援を実

施し、密接な連携の下に各種救援救護策を進める。 

５. ボランティア受入体制 【福祉班】 

(１) 食事、宿泊場所の提供 

ボランティアの食事や宿泊場所については、自己調達を基本とする。 

(２) 活動拠点の提供 

町ボランティアセンターや活動拠点については、町と大多喜町社会福祉協議会が協議の上、

用意する。 

(３) 活動費用の負担 

ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる町が負

担する。 

(４) 保険の付与 

ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、町ボランティアセンターは町内で活

動するボランティアの把握に努め、ボランティア保険の加入を活動の条件とする。 
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６. ボランティアコーディネーターの養成 【福祉班】 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進めるためには、その活動の中で行政

やボランティア団体・ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコ

ーディネーターが必要である。 

そこで、県等が主催する次のような研修会や講習会を通じて、普段から防災ボランティアコ

ーディネーターの養成を進める。 

(１) 災害対策コーディネーター養成講座（県防災危機管理部） 

(２) ボランティアコーディネーター育成講座（県環境生活部） 

(３) さわやかちば県民プラザにおける研修・情報提供（県教育庁） 

(４) ボランティアコーディネーター研修（災害編）（県社会福祉協議会） 
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第４章 災害復旧計画 

第１節 被災者生活安定のための支援 

震災により被害を受けた住民が、安心した生活を取り戻せるように、経済的支援をはじめ、

医療や雇用面における支援、さらに心のケア等を行うことによって、住民に自力復興心をもた

せ、もって生活安定の早期回復を図る。 

１. 被災者の生活確保 【総務班、被害調査班、福祉班、建設班】 

(１) 被災者生活再建支援金 

町は、「被災者生活再建支援法」（平成 10 年法律第 66号）に基づき、自然災害により生活

基盤に著しい被害を受け、自立して生活を再建することが困難な被災者に対し、生活再建支

援金の支給手続きを行う。 

ア 目的 

自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、自立して生活再建することが困難な被災者

に対し、その生活の再建を支援し、もって生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること。 

イ 対象となる自然災害 

(ア) 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村

における自然災害 

(イ) １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

(ウ) １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

(エ) 上記（ア）又は（イ）に規定する被害が発生した市町村を含む都道府県内で、５世

帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口１０万人未満）における自然

災害 

(オ) 上記（ウ）又は（エ）に規定する都道府県に隣接する都道府県内の市町村(人口１０

万人未満)で、（ア）～（ウ）に規定する被害が発生した市町村に隣接し、かつ、５

世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

(カ) 上記（ウ）又は（エ）に規定する都道府県が２以上ある場合において、その自然災

害により５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口１０万人未満。

ただし、人口５万人未満の市町村にあっては２世帯以上）における自然災害 

ウ 対象となる被災世帯 

(ア) 住宅が「全壊」した世帯 

(イ) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

(ウ) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が継続している世帯 

(エ) 住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯（大規模半壊世帯） 

エ 支援金の支給額 

支給額は、住宅の被害程度と再建方法に応じた渡し切りとし、以下の２つの支援金の合計
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額となる。ただし、世帯人数が１人の場合は各該当欄の金額の３／４の額となる。 

■ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊 

支給額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 

■ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200 万円 100 万円 50 万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を購入･建設(又は補修)する場合は、合計で 200（又は 100）万円 

 

オ 支援金支給手続 

支給申請は町に行い、提出を受けた町は申請書等の確認を行いとりまとめの上、県へ提出

する。 

県は当該書類を委託先である（公財）都道府県会館へ提出し、申請書を受理した（公財）

都道府県会館は、交付決定等を行う。 

（被災者生活再建支援法人として、（公財）都道府県会館が指定されている。） 

(２) 公営住宅の建設等 

災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定を図るため、災害公営住宅の建設又は公営

住宅の空き家の活用を図る。 

ア 災害公営住宅の建設 

自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、住宅被害の状況、

被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買取又は被災者へ

転貸するための借上げを検討する｡ 

町は、災害公営住宅の建設等を行う場合は県と協議し、適切な指導、支援を受ける｡ 

イ 公営住宅の空き家の活用 

公営住宅の入居者資格を有する被災者（災害が大規模な場合等において、被災市街地復興

特別措置法第 21 条の規定に該当する者については、同条に規定する公営住宅の入居者資格

の特例を適用する。）に対しては、既存公営住宅等の空き家を活用し、優先的に入居できる

措置等を講ずる。 

(３) 災害弔慰金等の支給等 

ア 災害弔慰金の支給 

町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48年法律第 82号）に基づき、災害によ

り死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

イ 災害障害見舞金の支給 

町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により負傷し又は疾病にか

かり、治癒後に精神又は身体に著しい障害がある住民に対して災害障害見舞金を支給する。 
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ウ 災害援護資金の貸付け 

町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の

世帯主に対し、生活の建て直しのために災害援護資金の貸付けを行う。 

エ 町災害見舞金の支給 

町は、災害救助法の適用を受けない災害については、「大多喜町災害見舞規程」（平成８

年訓令第４号）に基づき、見舞金を支給する。 

(４) 生活福祉資金の貸付 

大多喜町社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付事業制度要綱」（厚生労働省）に基づき、

災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を

貸付ける。 

なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48 年法律第 82 号）に基づく災害援護資

金の貸付対象となる世帯は、原則としてこの資金の貸付け対象とならない。 

(５) 税等の減免等 

町税条例、県税条例等の規定に基づき、被災した町税及び県税等の納付義務者（以下「被災

納税者等」という。）に対し、町税等の災害救済措置として、期限の延長及び減免について速

やかに適切な措置を講ずるものとする。 

ア 期限の延長 

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又は納付若しくは納入する

ことができないと認めるときは、町長は適用地域及び期日を指定してその期限を延長するも

のとする。 

イ 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が町税等を一時に納付し、又は納入すること

ができないと認められるときは、その者の申請に基づき法令等に定められている期間におい

て、徴収を猶予する。 

ウ 滞納処分の執行の停止 

災害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、換価

の猶予の減免等適切な措置を講ずる。 

エ 減免 

被災納税者等の申請に基づき、減免する。 

オ 保育料の減免等 

町は、災害等の特別な事由により保育料負担者が保育料の全部又は一部を負担することが

できないと認めるときは、その事由がやむまでの間、保育料の全部又は一部を減免する。 

(６) 雇用の確保 

茂原公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離

職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行

い、離職者の早期再就職のあっせんを行う。 

① 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

② 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、又は巡
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回職業相談の実施 

③ 職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等の活用 

④ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

(７) 義援金の取扱い 

町は、震災時における被災者の自立的生活再建を支援するため、関係機関、団体等と協力

し、被災者に対する義援金品の募集及び配分の措置を講ずる。 

ア 義援金品の募集及び受付 

町長は、義援金の募集が必要と認められる災害が発生した場合は、直ちに義援金品の受付

窓口の設置を被害調査班に指示し、義援金品の募集及び受付を実施する。 

なお、被害調査班は、様々な受入ルートから入ってくる義援金品を統括的に管理する。 

また、日赤に寄託された義援金品は、日赤千葉県支部及び大多喜町分区において受け付け

る。ただし、被災の状況により、前期の場所での受付が困難な場合には、他の場所で受け付

けることがある。 

イ 義援金品の保管 

義援金については、被災者に配分するまでの間、総務班が出納機関の協力や指定金融機関

への一時的預託により保管する。 

また、管理に関しては、受払帳簿を作成する。 

義援品については、福祉班が一時保管場所を定め、保管する。 

ウ 義援金品の配分方法の決定 

義援金の配分は、被害の状況等が確定した後、配分計画を本部長が決定する。 

なお、県又は日赤から送付された義援金品を、日赤奉仕団等関係団体の協力を得て被災者

に配分する。 

＜資料編 義援金品の関係様式＞ 

(８) 郵便物の特別取扱い 

日本郵便株式会社は、災害救助法が適用された場合、災害の態様及び公衆の被災状況等被

災地の実情に応じ、次のとおり、郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速か

つ的確に実施する。 

■郵便事業における措置 

① 郵便関係 

○ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

○ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

○ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

② 郵便貯金関係 

○ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金免除 

○ 郵便貯金業務の非常取扱い 

③ 簡易保険関係 

保険金及び保険貸付金の非常即時払、保険料の特別払込猶予等の非常取扱い
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(９) 公共料金の特例措置 

各公共機関は、被害を受けた住民の生活を支援するため、災害の規模に応じ公共料金等の

支払いについて特例措置をとる。 

(１０) 介護保険における対応 

町は、災害によって被害を受けた被保険者に対して、認定更新申請期限の延長、給付差し

止め等の緩和、給付割合の変更等の対応をとる。 

(１１) 生活相談 

町は、被災者のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取し、その解決を図るほか、

その内容を関係機関に連絡し、広聴活動を実施する。 

被害調査班は、役場庁舎内に生活相談の窓口を開設する。 

２. 事業者等への融資 【産業振興班】 

災害の状況に応じて、次のような資金融資の措置及び利用について住民に周知する。 

(１) 中小企業者への融資資金 

町は、災害により被害を受けた中小企業が再建のため、復旧に必要な資金並びに事業費の

融資等の支援策について、商工会議所等と連携を図り広報等を行う。 

(２) 農林業者への融資資金 

町は、農林業者に対する災害の応急復旧に係る各種融資制度について周知する。 
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第２節 ライフライン関連施設等の復旧計画 

水道・電気・ガス・通信等の施設、農林業用施設、道路・河川等の公共土木施設は、それぞ

れ都市生活及び生産の基盤であり、社会経済活動の基幹となるものである。 

これらの施設については、震災直後の応急復旧の後、社会全般が落ち着いた段階で将来計画

も踏まえた施設等の復旧を行うものとする。 

１. 水道施設 【環境水道班】 

応急復旧が一段落し、給水が確保された段階で、水道事業の正常化を図るため、総合的に施

設の復旧を行う。 

(１) 復旧対策 

復旧工事は、特に次の点に留意して進める。 

ア 取水・導水・浄水施設及び管路等の重要施設について 優先で復旧を行う。 

イ 施設の耐震化を図る。 

ウ 管路は多系統化、ブロック化及びループ化を基本とする。 

エ 町の計画的復興に伴う施設の整備を図る。 

(２) 漏水防止対策 

震災後の管路は、漏水の多発が予想されるので、配水の正常化を図るため、早急に漏水防

止対策を行う。 

ア 漏水調査を実施する。 

イ 調査に基づき、漏水修理計画を作成し実施する。 

この場合は次の点に留意する。 

(ア) 漏水の多発している管路は布設替えを行う。 

(イ) 修理体制を整備し、断水時間の短縮、住民への広報、保安対策に万全を期する。 

２. 電気施設 【東京電力株式会社】 

原則として復旧の順位は、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公署、生活の安定のた

めに重要な報道機関、避難場所等の施設について優先的に復旧計画を立てるが、震災状況、施

設復旧の難易度を勘案し、電力供給上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

(１) 送電設備 

送電線路の復旧順位は次のとおりである。 

ア 全回線送電不能の主要線路 

イ       〃   のその他の線路 

ウ 一部回線送電不能の重要線路 

エ    〃   のその他の線路 

(２) 変電設備 

ア 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

イ 都市部に送電する系統の送電用変電所 
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ウ 重要施設に供給する配電用変電所 

(３) 通信設備 

ア 給電指令回線並びに制御・保護及び監視回線 

イ 保守用回線 

ウ 業務用回線 

(４) 配電設備 

病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その他重要

施設への供給回線 

３. ガス施設 【大多喜ガス株式会社】 

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、下記の手順に

より慎重に進める。 

なお、復旧の順位として、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公庁、避難場所等の施

設について優先的に復旧計画を立てるが、震災状況、施設復旧の難易度を勘案し、ガスの供給

上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

(１) 被害状況の調査と復旧計画の作成 

復旧計画の作成のため、次の設備について被害調査を行う。 

ア 供給設備 

イ 通信設備 

ウ 需要家のガス施設 

これらの調査結果に基づき、被災した製造・供給設備の修理復旧順位及び供給再開地区の

優先順位を定め、復旧計画を作成する。 

(２) 復旧措置に関する広報 

復旧措置に関して安全確保のため、付近住民及び関係機関等への広報に努める。 

(３) 復旧作業 

ア 整圧所における復旧作業 

ガスの受入、送出を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の

点検、補修を行い、各設備の安全確認の後、標準作業に基づいて供給を再開する。 

イ 高・中圧導管の復旧作業 

(ア) 区間遮断 

(イ) 気密試験（漏えい箇所の発見） 

(ウ) 漏えい箇所の修理 

ウ 低圧導管と需要家設備の復旧作業 
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(ア) 閉栓確認作業 

(イ) 被災地域の復旧ブロック化 

(ウ) 復旧ブロック内巡回点検作業 

(エ) 復旧ブロック内の漏えい検査 

(オ) 本支管・供内管漏えい箇所の修理 

(カ) 本支管混入空気除去 

(キ) 内管検査及び内管の修理 

(ク) 点火・燃焼試験 

(ケ) 開栓 

(４) 再供給時事故防止措置 

ア 供給施設 

ガス再供給時のガス漏えい等による二次災害を防止するため点検措置を行う。 

イ 需要家のガス施設 

各需要家の内管検査及びガスメーターの個別点検試験を実施し、ガスの燃焼状態が正常で

あることを確認した後、使用再開する。 

４. 通信施設 【東日本電信電話株式会社】 

(１) 東日本電信電話㈱における復旧の順位 

震災により被災した通信回線の復旧については、予め定められた順位にしたがって実施す

る。 
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■重要通信を確保する機関の順位 

順 位 確保する機関（各社の契約約款に別の定めがある場合はその定めによる） 

第１順位  気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送

の確保に直接関係のある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給

の確保に直接関係のある機関 

第２順位  ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金業務

を行う金融機関、新聞社、通信社、放送事業者及び第１順位以外の国又は地方

公共団体 

第３順位  第 1順位、第 2順位に該当しないもの 

＊上記機関において、復旧を優先する電気通信サービスは、各１回線以上とする。 

【電気通信サービスとは：電話サービス、総合ディジタル通信サービス、専用サービス、

パケット交換サービス（インターネット接続サービスを含む）等】 

 

５. 農林業施設 【産業振興班、施設管理者】 

農林業用施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により被害を受けた場合は、被害状

況を速やかに調査し、応急復旧及び本復旧を行う。特に緊急に復旧を行う必要のあるものは次

のとおりである。 

(１) 農業用施設 

ア 用水施設 

(ア) 用水路等の破壊、決壊で、これを放置すると農業生産基盤に重大な影響を与えるも

の 

(イ) 用水路護岸の破壊で、決壊のおそれのあるもの 

イ ため池 

(ア) 堤体の決壊又はそのおそれがあり、ため池下流の地域住民及び農業生産基盤に重大

な影響を与えるもの 

(イ) 決壊したため池を放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの 

ウ 道路施設 

道路、橋りょう等が被害を受けた場合、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与える

もの 

エ 排水施設 

(ア) 堤防の破壊、護岸の決壊で、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの。

護岸等の決壊で、破壊のおそれのあるもの。 

(イ) 被害を受けた排水施設について、放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの。 

(２) 林業用施設 

ア 林道施設 

林道施設の被災で、これを放置すると、林業生産基盤及び地域住民の生活用道路としての

役割に重大な影響を与えるもの 
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イ 治山施設 

治山施設の被災で、これを放置すると、人家、公共用施設、道路等に被害を生じるおそれ

のあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 

６. 公共土木施設 【建設班、産業振興班、道路管理者、施設管理者】 

(１) 道路施設 

道路管理者は、道路、橋りょう及び道路附属物が異常な自然現象により被害を受けた場合

は、被害状況を速やかに調査し、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ復旧を行う。 

復旧にあたっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、「緊急輸送

道路一次路線」を 優先に実施するものとする。 

(２) 河川、砂防、急傾斜地崩壊防止施設 

河川、砂防、急傾斜地崩壊防止施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により被害

を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行う。特に公共の安全確保上、緊急に

復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。 

ア 河川管理施設 

(ア) 堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で、住民の日常生活に重大な影響を与えている

もの 

(イ) 堤防護岸等の決壊で、破堤のおそれのあるもの 

(ウ) 河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

(エ) 河川の埋そくで、流水の疎通を著しく阻害するもの 

(オ) 護岸、床上、水門、ひ門、ひ管又は天然の河岸の全壊等で、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 

イ 砂防施設 

(ア) 砂防堰堤、床固工等の決壊又はそのおそれがあるもの 

(イ) 砂防堰堤、床固工、護岸工等の脚部の深掘れで、根固をする必要があるもの 

(ウ) 護岸の決壊、天然河岸の著しい決壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそ

れのあるもの 

(エ) 天然河道の埋没で砂防堰堤等の築造を必要とするもので、放置すれば下流の埋そく

土砂が流下し、新たな被害の生じるおそれのあるもの 

ウ 急傾斜地崩壊防止施設 

急傾斜地崩壊危険区域内の急傾斜地崩壊防止施設の被災で、これを放置すると、人家、公

共施設等に被害を生じるおそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるも

の 
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第３節 激甚災害の指定 

町及び県は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して

早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37年 9月 6日法律

第 150 号 以下「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業

及び復興計画に基づく復興事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

１. 激甚災害指定の手続 【総務班】 

町域において大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、県知事の報告に基づき、中央

防災会議の意見を聴いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

中央防災会議は、内閣総理大臣の諮問に対し、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準

に基づいて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

なお、局地激甚災害の指定については、１月から12月までに発生した災害を一括して翌年の

１月から２月頃に手続を行う。 

２. 激甚災害に関する調査報告 【被害調査班、環境水道班、建設班、産業振興班】 

知事は、町の被害状況等を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要がある

と思われる事業について関係各部に必要な調査を行わせ、関係各部は、施設その他の被害額、

復旧事業に要する負担額その他激甚法に定める必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害

の指定を受けられるよう措置を講ずる。 

このため町は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

３. 特別財政援助額等の交付手続等  【総務班】 

(１) 町 

町長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出

しなければならない。 

(２) 県 

激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別ごとに激甚法及び算定の基礎となる法令に基

づき、関係部局は負担金を受けるための手続その他を実施するものとする。 
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第４節 災害復興 

１. 体制の整備 【各部各班】 

町は、住民の生活や地域の機能、文化・産業の再建を図る災害復興事業を速やか、かつ、計

画的に実施するための臨時組織として、災害復旧・復興本部を設置する。 

２. 災害からの復興に関する基本的な考え方 【各部各班】 

町の防災対策としての行政施策（公助）や、自分の身は自ら守る（自助）ことも重要である

が、大規模災害が発生し地域の復興を目指すためには、人と人との支え合い、地域の全ての主

体が復興に向けて連携する（共助）ことなど、地域住民・企業・団体等の相互の連携、「絆」

が重要である。 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、被害が甚大であったことから、単なる原状回復

である「復旧」にとどまらず、将来に向けて地域を活性化させる「復興」までを視野に取り組

むこととし、県は、復興に係る基本的な考え方や今後の施策の方向性を取りまとめた「千葉県

震災復旧及び復興に係る指針」を作成した。 

町は、今後起こりうる首都直下地震などの大規模災害に対応するため、この指針を参考に、

災害復興の理念、事業内容に関する研究に努める。 

３. 想定される復興準備計画 【各部各班】 

復興計画を実効ある内容とし、住民の立場に立ったよりよいものにするためには、被災後の

各方面からの復興調査が重要である。これらの調査は相互に関連しており、より効果的な復興

を目指すためにも、事前に各方面からの研究、検討を行い、実災害に対応できるよう備えてお

く。 

(１) くらしの復興 

被災者の自立を尊重し、当面の生活資金の支援から生業支援、雇用対策などの被災者の生

活再建支援を中心とした施策を盛り込む。 

また、被災者の心身の健康の回復は、全ての基礎となることから医師・保健師等の巡回診

断、心的外傷やＰＴＳＤ等、被災者、被害者に対する心のケアの重要性の認識など健康・福

祉面でのきめ細かい支援を向上させる。 

(２) 都市の復興 

壊滅的な被害を受けた都市の復興については、生活の基礎地盤となる地域社会の継続の必

要性と地域機能の回復の観点から、より質的向上を念頭に入れた、まちづくりを進める。そ

のためには、迅速で将来を見越した被災地の建築制限、行政と住民とが協働した都市計画の

策定を目指す。 

地域の特性、それぞれの歴史、文化を途絶えることなく継承するとともに、さらに、その

特性を考慮した対策をとり、より発展できるよう心がける。 

(３) 住宅の復興 
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被災者が、生活の拠点となる住まいを確保すること、宅地及び住宅の復旧は、被災者の自

立を促すこととなり、復興の礎となる。被災者が自力での住宅再建を支援することを中心に、

民間住宅の斡旋・補助、公的住宅の建設など多岐にわたり検討し、被災者の将来設計に合致

した住まいの復興を支援する。 

(４) 産業の復興 

地域の産業は、基幹産業のみならず、すべてにおいて地域の中心であり、地域の活力の源

である。その産業(事業者)が被災し、操業(営業)の停止を余儀なくされた場合、融資制度の

活用などによる財政的な支援とともに、賃貸工場・店舗の提供などの措置を検討する。また、

産業間を結ぶ流通、通信の復興については、できるだけ迅速な復旧・復興を支援する。 

町の重要な産業である観光などにおいても、復興を支援する観点からの積極的な情報の発

信、マイナスイメージを払拭するイベントの開催や宣伝など産業の復興を側面から支援する。 
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附 - 1 

第１章 総論 

第１節 計画策定の趣旨 

昭和 53年６月 15日「大規模地震対策特別措置法」が制定され、同年 12月 14 日に施行され

た。 

この法律は、大規模な地震の発生が予想され、当該地震が発生した場合に著しい地震災害が

生ずるおそれのある地域を地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）として指定する

とともに、強化地域に係る地震観測体制の強化、防災関係機関、事業所等における地震防災計

画の策定等により、地震予知を前提として被害の防止、軽減を図ろうとするものである。 

同法に基づき、昭和 54年８月７日、東海地震が発生した場合に木造建築物等に著しい被害を

生ずるおそれのある震度６以上と予想される地域が「強化地域」として指定された。平成 13

年度には、東海地震の震源等が再検討され、震度６弱以上又は発生 20分以内に大津波が来襲す

る８都県263市町村（合併により平成24年４月現在157市町村）が強化地域として指定された。 

大多喜町は、この強化地域には含まれていないが、東海地震に係る強化地域の周辺地域とし

て震度５強程度の揺れが予想され、局地的には被害の発生が懸念されるほか、警戒宣言が発せ

られた場合における社会的混乱の発生も懸念されるところである。 

このため、大多喜町防災会議は警戒宣言発令に伴う社会的混乱の発生を防止するとともに、

地震発生に当たっても被害を 小限にとどめることを目的として、大多喜町地域防災計画震災

編の附編として本計画を策定する。 
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第２節 震災編の附編としての位置付け 

１. 計画の内容 

計画の内容は、警戒宣言が発せられた場合においても、原則として平常時の社会経済活動を

維持しながら、 

(１) 警戒宣言の発令等に伴う社会的混乱の発生を防止するために必要な措置 

(２) 地震発生に当たっても被害を 小限にとどめるために必要な防災措置 

等を定めることによって、住民の生命、身体、財産を保護することを目的とした。 

２. 計画の範囲 

本計画の範囲は、警戒宣言が発令された時点から、地震発生（又は発生のおそれがなくなる）

までの間においてとるべき措置等を定めるが、東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの

間における防災対策上とるべき必要な措置についても可能な限り含める。 

なお、地震発生後の応急・復旧対策は、本計画書第２編 震災編 第３章「災害応急対策計画」

及び第４章「災害復旧計画」で対処する。 

３. 前提条件 

計画策定に当たっての前提条件は、原則として次のとおりである。 

(１) 東海地震が発生した場合の大多喜町の震度は、 も強い地域で震度５強程度とする。 

(２) 警戒宣言発令時刻は、原則として も混乱の発生の予想される平日の昼間（概ね午前

10時から午後２時）とする。 

なお、対策別に特に考慮すべき時間帯及び翌日以降の対応が異なる事項については、個別に

措置することとした。 

４. 計画の実施 

大多喜町は強化地域外であり、大規模地震対策特別措置法が適用されないことから、本計画

の実施に当たっては、行政指導、協力要請によって対処する。 

５. 計画の位置づけ 

本計画は、「大多喜町地域防災計画 第２編 震災編」の附編として位置付ける。 
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附 - 3 

第２章 防災機関の業務 
大多喜町及び本町の地域における防災関係機関が実施する業務の大綱は、次のとおりである。 

１ 大多喜町 

機 関 名 業    務    大    綱 

大多喜町 １ 町の防災会議及び災害対策本部の設置、運営に関すること。 

２ 東海地震対策の連絡調整に関すること。 

３ 東海地震に係る予防、応急対策に関すること。 

４ 東海地震予知情報等の受理、伝達等に関すること。 

５ 広報、教育、防災訓練に関すること。 

６ 消防、水防等対策に関すること。 

７ 町が管理又は運営する施設対策に関すること。 

８ 例外措置としての住民避難に関すること。 

２ 県関係機関 

機 関 名 業    務    大    綱 

夷隅地域 

振興事務所 

１ 警戒宣言、東海地震予知情報等各種情報の収集、伝達等に関すること。

２ 管内の各防災関係機関の業務に係る連絡調整に関すること。 

３ 管内の社会的混乱の防止に係る施策の決定及び実施に関すること。 

４ 報道機関等への情報提供に関すること。 

５ その他必要な事項に関すること。 

夷隅 

土木事務所 

１ 管内の国・県道路及び橋りょうに関すること。 

２ 管内の水防に関すること。 

３ 管内の河川管理施設及び急傾斜地崩壊防止施設の保全に関すること。 

４ 土木資材の確保に関すること。 

５ その他必要な事項に関すること。 

夷隅健康福祉 

センター 

１ 医療施設に対する指導に関すること。 

２ 医療、助産及び救護の指導及び協力に関すること。 

３ 保健衛生に関すること。 

４ 防疫に関すること。 

５ 食品衛生及び飲料水に関すること。 

６ 医薬品及び毒物、劇薬等取扱事業所の指導に関すること。 

７ 汚染物質等の発生源に対する監視及び指導に関すること。 

８ 危険動物の逃走防止に関すること。 

勝浦警察署 

 

１ 警備本部の設置、運営に関すること。 

２ 各種情報の収集、伝達等に関すること。 

３ 犯罪の予防その他社会秩序の維持に関すること。 

４ 交通の混乱等の防止に関すること。 

３ 指定地方行政機関 

機 関 名 業    務    大    綱 

東京管区気象台 

銚子地方気象台 

１ 東海地震注意情報及び東海地震予知情報の県知事への連絡に関すること。

２ 観測施設の整備並びに観測機器の保守及び観測に関すること。 

３ 地震予知及び地震津波に関する啓蒙活動並びに防災訓練に対する協力に

関すること。 
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附 - 4 

４ 自衛隊 

機 関 名 業    務    大    綱 

陸上自衛隊 

第１空挺団 

高射学校 

１ 県との連絡・調整に関すること。 

２ 東海地震関連情報の収集、伝達等に関すること。 

３ 災害発生時における救援活動の実施に関すること。 

５ 指定公共機関 

機 関 名 業    務    大    綱 

東日本電信電話 

㈱ 

電報、電話等の通信の確保に関すること。 

㈱ＮＴＴドコモ 

千葉支店 

携帯電話等の通信の確保に関すること。 

ＫＤＤＩ㈱ 電話、携帯電話等の通信の疎通に関すること。 

日本赤十字社 

千葉県支部 

１ 救護班の編成並びに医療、助産及び死体処理（一時保管を除く。）に関す

ること。 

２ 災害救護に関すること。 

３ 日赤医療施設の保全に関すること。 

４ 血液センター施設の保全に関すること。 

日本放送協会 

千葉放送局 

１ 東海地震予知情報等の放送に関すること。 

２ 放送施設の保全に関すること。 

東京電力㈱ 

木更津支社 

１ 電力の需給に関すること。 

２ 電力施設等の保全に関すること。 

日本通運㈱ 

千葉支店 

貨物自動車（トラック）による救助物資の輸送に関すること。 

６ 指定地方公共機関 

機 関 名 業    務    大    綱 

大多喜ガス㈱ 

 

１ ガスの供給に関すること。 

２ ガス施設、装置及び設備の保全に関すること。 

小湊鐵道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

１ 鉄道施設の保全に関すること。 

２ 鉄道輸送の確保に関すること。 

３ 鉄道旅客の混乱防止に関すること。 

一般社団法人 

夷隅医師会 

１ 医療及び助産活動に関すること。 

２ 医師会医療機関との連絡調整に関すること。 

一般社団法人 

夷隅郡市歯科医

師会 

１ 歯科医療活動に関すること。 

２ 歯科医師会医療機関との連絡調整に関すること。 

一般社団法人 

外房薬剤師会 

１ 調剤業務及び医薬品の管理に関すること。 

２ 医薬品の需給状況の把握及び情報の提供に関すること。 

３ 地区薬剤師会との連絡調整に関すること。 
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附 - 5 

第３章 事前の措置 

第１節 東海地震に備え事前に促進すべき事項 

地震災害を未然に防止し、また被害を 小限にとどめるためには、平常時から不断の準備を

進めることが必要である。このため「大多喜町地域防災計画（震災編）」においても各防災関係

機関の予防計画を定めているが、東海地震については予知できる可能性があり、その発生が懸

念されていることから、本節においては特に緊急に促進すべき事項について定めるものとする。 

１ 情報伝達手段の整備 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

総務課 

１ 他の通信施設の利用 

町及び防災関係機関は、非常時、通信の輻輳あるいは被災等による通

常通信施設の使用不能事態を考慮し、 寄りの機関等の通信施設を優

先利用できるよう平素から協力体制を確立する。 

２ 建築物・構造物の耐震対策 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

建設課 

１ 建築物の耐震対策 

地震時における建築物の安全を期するため、防災上重要な公共施設を

対象に耐震診断の実施及びそれに基づく耐震改修の促進を図るほか、

建築基準法による防災構造上の審査及び適切な指導を行うとともに、

住民に対してもパンフレット等により耐震化の促進に努める。 

２ ブロック塀等の倒壊防止 

ブロック塀等の倒壊防止のＰＲ、点検パトロールの指導強化を図るほ

か、施工業者、一般住民を対象として講習会の開催による正しいブロ

ック等の施工方法の周知徹底、コンクリートブロック塀等の制限を建

築協定事項とするための助言その他住民に理解しやすい啓蒙活動等

を行い、効果的な指導を行っていく。 

３ 建築物の窓ガラス落下防止 

建築物の窓ガラス、屋外突出物等の落下物による災害の防止に関する

国の指導指針に従い、新設の建築物について建築確認申請時に落下防

止のための設計、施工方法を指導強化する。 

３ 道路、河川等の対策 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

建設課 

施設等の点検整備 

道路及び橋りょう施設について、定期又は随時に点検整備を行う。 

夷隅土木事務所 

大多喜町 

建設課 

産業振興課 

１ 施設等の点検整備 

急傾斜地崩壊防止施設、河川、道路、橋りょう施設について定期又は

随時に点検整備を行う。 

２ 危険箇所の把握等 

急傾斜地等の崩壊による危険箇所の把握、定期的又は随時の点検整備

を行う。 
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４ 鉄道対策の強化 

機 関 名 内        容 

小湊鐵道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

１ 警戒宣言発令前の広報 

東海地震注意情報発表の公表、警戒宣言の発令、発災時の対応等、列

車の運転規制、旅客営業取扱等の概要、混乱防止のため利用者に求め

る要請等であって、次の内容とする。 

(1)東海地震の予知情報等の内容 

(2)警戒宣言発令時における列車の運行規制と輸送対策 

(3)旅客の待機、避難場所等緊急取扱い方 

(4)乗車券類の発売停止と入場制限 

(5)混乱防止のための旅行中止、時差退社、徒歩帰宅の要請 

２ 食糧の確保 

３ 飲料水の確保 

５ 食糧確保の計画 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

産業振興課 

災害応急食糧の精米計画 

発災時における応急食糧の配給において、米穀小売業者から調達する米穀

は、精米で引渡しを受けるが、政府から直接売却を受けて調達する米穀は

玄米であるため、町内の小売業者又は卸売業者等と精米計画を策定する。

６ 学校・病院・社会福祉施設の耐震性の強化 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

教育委員会 

学校に対する指導 

(1)防災上必要な設備器具及び用具の配置図を要所に掲示し、全職員が点

検確認すると同時に、その取扱いを熟知しておく。 

(2)戸棚、本棚、ロッカー、下駄箱等は、倒壊しないよう固定する。 

(3)避難経路となる廊下、階段、出入口等には、避難障害となる戸棚、本

箱等を置かない。 

(4)屋内の額縁、掛時計、植木鉢等、落下しやすい物品の設置場所、設置

方法等に留意する。 

(5)万年塀、バックネット、国旗掲揚塔、体育遊戯施設等の倒壊方向を可

能な限り把握する。 

(6)薬品の収納室や火気物の使用室は、特に落下・倒壊防止及び出火防止

の措置をする。 

夷隅健康福祉 

センター 

大多喜町 

健康福祉課 

一般病院、診療所等に対する指導 

夷隅郡医師会の協力を得て、次の事項を指導する。 

(1)医療器具の転倒及び落下物の安全対策 

(2)医薬品及び危険物等の安全対策 

(3)飲料水、薬品等の備蓄 

(4)発電機の整備 

(5)防火及び避難誘導計画の作成と訓練の実施 

大多喜町 

特別養護 

老人ホーム 

１ 転倒、落下物等の防止対策及び備品の固定化等の安全措置 

２ 可燃性危険物の安全管理及び出火防止対策 

３ 施設内における緊急避難用の安全スペースの確保 
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第２節 事業所に対する指導、要請 

警戒宣言が発せられた場合における社会的混乱の防止及び災害要因の事前抑止等については、

関係事業所の果たす役割が非常に大きくその協力は不可欠である。 

このため、本節においては、関係各事業所に対する指導事項及び協力要請事項について定め

るものとする。 

１ 防災上重要な事業所に対する指導、協力要請 

機 関 名 指  導  事  項  等 

大多喜町 

総務課 

１ 本計画に基づき町内事業所が警戒宣言発令時等においてとるべき対応措置を

消防計画、予防規程に定めるよう、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部

（以下「消防本部」という。）に指導を要請する。 

(1)対象事業所 

消防法第８条第１項若しくは第８条の２第１項に規定する消防計画を作成

すべき事業所及び同法第14条の２第１項に規定する予防規程を作成すべき

事業所 

(2)計画策定上の指導事項 

ア 消防計画 

(ア)火気の取扱い 

(イ)自衛消防組織 

(ウ)防火対象物の建築設備、消防用設備等の点検取扱い 

(エ)教育訓練 

(オ)顧客、従業員等の安全確保 

(カ)情報収集、伝達、広報 

(キ)薬品等地震により出火危険のある物品の安全措置 

(ク)営業方針、従業員の時差退社 

(ケ)その他必要な事項 

イ 予防規程 

(ア)施設の安全確保のための緊急措置 

(イ)火気の取扱い 

(ウ)教育訓練 

(エ)安全設備、消防用設備等の点検、取扱い 

(オ)危険物輸送の安全対策 

(カ)情報収集、伝達、広報 

(キ)必要資機材の点検整備 

(ク)操業方針、従業員の時差退社 

(ケ)その他必要な事項 

ウ 指導方法 

(ア)講習会、研修会 

(イ)印刷物 

(ウ)各種の集会 

(エ)消防行政執行時、その他 

夷隅健康福祉 

センター 

警戒宣言時においては、毒物、劇物製造所、営業所等に対して、次により指導を

行う。 

(1)施設等の緊急点検及び巡回 

(2)充填作業、移し換え作業等の自粛 

(3)施設の損壊防止措置 
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附 - 8 

２ 生活関連事業所に対する指導・要請 

機 関 名 指  導  事  項  等 

大多喜町 

産業振興課 

１ 食糧品、生活物資等を扱う事業所 

(1)生鮮食品の安定供給を確保するため、町内卸売業者に対し、警戒宣言が発せ

られた場合における平常業務の維持、集荷対策等について、事前に指導、要

請を行う。 

(2)食糧品及び生活必需品を取り扱うスーパーマーケット、小売店、町内卸売業

者等に対し売り惜しみの防止、営業継続等、物資確保についての指導を商工

会等を通じて要請する。 

(3)これらの指導、要請については、県の指示に基づき行う。 

２ 金融機関の業務確保 

警戒宣言が発令された場合、金融機関の業務の円滑な遂行を確保するため県

の指示に従い、次に掲げる事項について金融機関を指導する。 

(1)金融機関の業務対応 

ア 警戒宣言が発令された場合においても、原則として平常通り営業を継続す

る。 

イ 強化地域内に所在する金融機関向けの内国為替、手形交換、為替業務の取

扱いについては停止する。 

(2)金融機関の防災体制の確立 

ア 各金融機関は、店頭の顧客及び従業員の安全確保のため必要な措置を講ず

る。 

イ 発災後における被害の軽減及び発災後の業務の円滑な遂行を確保するた

め、各金融機関は危険箇所の点検補強、重要書類及び物品等の安全確保及

び要員の配置等について適切な応急措置を講ずる。 

(3)顧客への周知徹底 

ア 店頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を直ちに伝達するとともに、その

後の来店客に備え、店頭にその旨掲示する。 

イ 警戒宣言の発令に伴い、金融機関のとるべき業務態様については、平常時

より周知徹底を図る。 

３ 住民に対する指導 

警戒宣言発令中における貯金等の引出しについては、社会的混乱を防止する

ため、急いで貯金引出しの必要のないことを指導する。 

大多喜町 

税務住民課 

町税の対応措置 

(1)警戒宣言発令による混乱が発生し、町税の申告、納税が困難な場合には、そ

の期眼の延長等について弾力的に対処する。 

(2)警戒宣言発令中において町の一部又は全部の地域に災害が発生した場合に

は、町税の減免及び期限の延長等適切な措置をとる。 
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第３節 広報及び教育 

東海地震対策は、当該地震の発生の予知を前提として指導することから、これに対して防災

対策上適切に対応するためには、防災機関の職員はもとより、住民、事業所等が東海地震に対

する正しい認識を持つとともに、法律及び運用上のシステム、事業所等がとるべき行動等につ

いて、十分理解していることが必要である。 

このため、各防災機関は、警戒宣言が発せられた場合等において、住民等がこれを冷静に受

けとめ、的確な行動をとることによって、地域一体的な防災対応措置が迅速に講じられるよう、

平常時から広報、教育活動の徹底を期するものとする。 

１. 広 報 

警戒宣言発令時において予想される社会的混乱の発生を未然に防止し、また地震が発生した

場合においても被害を 小限にとどめるためには、各防災機関、住民、事業所等の一体的な協

力及び的確な行動が不可欠である。 

このため、各防災機関は、平常時からこれらに必要な事項について積極的な広報活動を展開

し、東海地震対策に関する正しい知識の普及啓発に努めるものとする。 

なお、東海地震に関する情報体系が見直され、平成23年３月より気象庁は新しい情報体系に

基づく発表を行うこととなったため、各情報の内容とそれらに基づいて行うべき防災対応につ

いて適切な理解が得られるようその周知に努める必要がある。 

(１) 町における広報 

ア 広報計画、広報例文の作成等 

広報活動の実施にあたっては、広報の効果的展開を目指した広報計画を作成するとともに、

広報内容の正確性、統一性を確保するため、あらかじめ広報例文等を作成しておく。 

なお、広報例文等は住民、事業所等が理解し易い簡潔平易な表現を用いるとともに、必要

に応じて、①平常時、②東海地震に関連する調査情報発表時、③東海地震注意情報発表時、

④警戒宣言発令時等の区分を明示し、情報の混乱防止を図る。 

イ 広報の内容 

広報すべき事項は、おおむね次のとおりである。なお、広報の実施にあたっては、特に生

活、社会活動等に密接に関連を有する事項に重点を置く。 

(ア) 東海地震に関する一般的知識 

a 大規模地震対策特別措置法の概要及び運用上のシステム等 

b 警戒宣言、判定会、東海地震注意情報等の用語の意味、警戒宣言の予想例文及びその意

味等 

c 地震が発生した場合の本町域への影響度等 

(イ) 警戒宣言時に主要防災機関のとる措置 

(ウ) 住民、事業所等が具体的にとるべき行動基準 

(エ) その他必要な事項 
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附 - 10 

ウ 広報の方法 

広報の方法は、広報すべき事項により、防災教育、「広報おおたき」等の印刷物によるほ

か、必要に応じて防災行政無線により実施する。 

２. 教 育 

(１) 町職員に対する教育 

町は、警戒宣言が発令された場合等において、地震防災応急対策が円滑かつ迅速に遂行さ

れるよう必要な事前の防災教育を実施する。 

ア 教育事項 

防災教育の内容には、次の事項を定める。 

(ア) 大規模地震対策特別措置法の内容及び法律運用上のシステム 

(イ) 東海地震に関する知識及びこれに基づきとられる措置 

(ウ) 警戒宣言、東海地震注意情報等の内容及びこれに基づきとられる措置 

(エ) 本計画に定める内容及び現在講じられている対策 

(オ) 町職員の果たすべき役割及び具体的にとるべき行動 

(カ) 今後取り組むべき課題 

(キ) その他必要な事項 

イ 教育の方法、手段等 

防災教育は、原則として一般的事項については総務課が実施するほか、必要に応じ各課等

において各所掌業務について実施する。 

教育の方法は、研修会、講演会等によるほか、手引書、パンフレット等の配布により必要

な事項の周知徹底を図る。 

(２) 児童生徒等に対する教育 

町教育委員会は、公立小中学校の児童生徒等に対し、東海地震を正しく認識させるととも

に、地震災害から身体の安全等を確保するために必要な知識、技能、態度の育成を図るため、

地震防災教育を次のとおり実施する。 

ア 教育内容 

(ア) 東海地震に関する基本的知識 

(イ) 東海地震が発生した場合の千葉県への影響度、予想される危険等 

(ウ) 警戒宣言が社会現象、人間行動等に与える影響 

(エ) 警戒宣言時に学校がとる措置 

(オ) 児童生徒等の学校内及び通学時における安全対策、行動指針 

(カ) 学校施設等の防災対策 

(キ) 訓練、その他地震対策に必要な事項 

イ 教育の方法、手段等 

防災教育の実施に当たっては、学級活動（ホームルーム）を中心に様々な教育活動を通じ

て指導し、防災訓練は、学級活動の検証場面としてとらえ、主に学校行事の中で取り扱う。 
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(ア) 内容の選択及び指導に当たって、地域、学校の立地条件を十分考慮する。 

(イ) 指導内容を精選し、その指導を通して他の災害にも応用できる態度、能力の養成を図

る。 

(ウ) 日常における継続的な指導を通して、東海地震に対する知識や対処行動の指導と実践

化を図り、自衛行動力の育成に努める。 

(エ) 防災訓練の実施に当たっては、学級活動（ホームルーム）、学校行事等を効果的に関連

付け、指導方法を工夫し、児童・生徒等が臨場感をもって参加するよう配慮する。 
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附 - 12 

第４節 地震防災訓練 

１. 総合防災訓練 

県は、市町村、各防災機関の協力を得て、例年実施する総合防災訓練において、警戒宣言時

における防災体制の円滑、迅速な確立及び的確な防災措置の習熟、住民、事業所等の協調体制

の確立等を目的として、地震予知対応型の訓練を併せて実施する。 

訓練には、できる限り住民、事業所等の参画を得ることにより、広く防災思想の普及と意識

の高揚を図る。 

２. 町が実施する防災訓練 

町は、上記１の総合防災訓練に参加するほか、それぞれ所掌する業務について、防災計画の

習熟、技能の向上等を目的として個別に訓練の実施に努める。 

訓練の実施に当たっては、必要に応じ他の機関の協力を得るほか、住民、事業所等と密接に

関連を有する事項については、これらの積極的な参画を図る。 

３. 住民、事業所が実施する訓練 

町は、自主防災組織、事業所等が独自に実施する防災訓練に関して、必要な助言、指導に努

める。この場合、訓練実施主体の特性及び地域の実情等を勘案して、効果的な訓練が実施され

るよう配慮する。



大多喜町地域防災計画 震災編附編 東海地震に係る周辺地域としての対応計画 
                         第４章 東海地震注意情報から警戒宣言発令までの対応措置 

附 - 13 

第４章 東海地震注意情報から警戒宣言発令までの対応措

置 
警戒宣言に伴う対応措置は、原則として警戒宣言が発令された後に行うこととなるが、本章

では、東海地震注意情報発表に伴う社会的混乱を防止する観点から必要に応じ実施すべき措置

について定めるものとする。 

第１節 東海地震注意情報の伝達 

１. 伝達系統及び伝達手段 

東海地震注意情報の伝達系統及び伝達手段は、次のとおりとする。 

また、各防災関係機関は、県等から東海地震注意情報を受けたとき、又は報道機関の報道に

接した場合の、機関内部及び出先機関等に対する伝達系統及び伝達手段をあらかじめ定めてお

くものとする。 

 

■東海地震注意情報の伝達系等及び伝達手段 

 

 

総務省消防庁 

応急対策室 

各課等 

関係機関・団体、医師

会、保育園、福祉施設、

小中学校等 

消防本部 各消防署 

消防団 

防災関係機関 支店等

警察庁 関東管区

警察局 

県警本部 勝浦警察署 交番・駐在所 

報道機関

住
民
・
事
業
所
等 

銚子地方気象台 

県防災危機管理部 

危機管理課 

大多喜町 

総務課

気象庁 

防災情報提供装置 

県防災行政無線

県防災行政無線 

町防災行政無線・広報

電話・庁内放送 電話 

電話

広報車

電話・消防無線 広報車

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ 

電話
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附 - 14 

２. 伝達体制 
機 関 名 内        容 

大 多 喜 町 １ 総務課は、県危機管理課から東海地震注意情報の通報を受けたとき

は、直ちにその旨を町各課（所・局）、教育委員会（以下「町各課等」

という。）及び防災対策上重要な機関、団体、住民等に対して伝達す

る。なお、勤務時間外においては、宿日直者が県危機管理課からの

通報を受信（領）し、総務課長に伝達する。 

２ 町各課等は、東海地震注意情報の通報を受けたときは、出先機関及

び所管業務上必要な関係団体に伝達する。  

勝 浦 警 察署 勝浦警察署は、東海地震注意情報の通報を受けたときは、直ちにその旨

を一斉指令電話、無線通信により署内各課、各交番等に伝達する。 

防災関係機関 各防災関係機関は、東海地震注意情報の通報を受けたとき、又は報道機

関による報道に接したときは、直ちに機関内部及び出先機関、必要な関

係機関、団体等に伝達する。 

 

３. 伝達事項 

(１) 町及び各防災関係機関は、東海地震注意情報を伝達するほか、警戒宣言の発令に備え

て必要な活動体制及び緊急措置をとることを併せて伝達する。 

(２) その他必要と認める事項 
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第２節 活動体制の準備等 

町及び各防災関係機関は、東海地震注意情報を受けた場合は、直ちに災害対策本部等の設置

準備等必要な措置を講ずるとともに、社会的混乱の発生に備え、必要な体制をとるものとする。 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

総務課 

１ 災害対策本部設置準備 

緊急連絡体制をとるとともに、災害対策本部設置準備に入る。 

２ 職員の参集 

職員の参集は、「大多喜町地域防災計画（震災編）」第３章第１節「災害応

急活動体制」の職員の動員配備に基づき参集するものとする。 

３ 東海地震注意情報発表時の所掌事務 

災害対策本部が設置されるまでの間、総務課が防災関係機関の協力を得な

がら、次の事項について所掌する。 

(1)東海地震注意情報、東海地震予知情報等その他防災上必要な情報の収集

伝達 

(2)社会的混乱防止のため必要な措置 

(3)県及び防災関係機関との連絡調整 

消防本部 １ 消防職員の動員 

(1)消防長は、東海地震注意情報の発表に関連する情報に接したとき、全消

防職員の動員を行う。  

(2)消防職員は、招集命令を受けたとき、又は報道機関の報道等により東海

地震注意情報の発表の事実を知ったときは、あらかじめ定められた場所

へ参集するものとする。 

２ 警戒隊等の編成 

各所属長は、東海地震注意情報の発表に関連する情報に接した場合、警戒

隊等の編成を行うものとする。 

３ 関係機関との連絡体制の確立  

消防団 消防団は、本計画第５章第４節「水防・消防等対策」に定める活動体制の準備

を行うものとする。 

勝浦警察署 １ 署災害警備対策室の設置 

２ 関係機関との連絡調整 

３ 情報の受理伝達等 

東日本電信電話

㈱ 

防災関係機関等の重要通信を確保するため、次の初動措置を実施する体制をと

る。 

(1)通信量及び通信疎通状況の監視 

(2)設備運転状況の監視 

(3)輻輳発生時の重要通信確保のための規制措置 

(4)電話利用の自粛等の広報活動 

㈱ＮＴＴドコモ 

千葉支店 

東海地震注意情報の発表を受けた場合、次の初動措置を実施する体制をとる。

(1)通信量、通信疎通状況の監視  

(2)設備運転状況の監視 

(3)輻輳発生時の規制措置 

小湊鐵道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

東海地震注意情報の発表を受けたときは、直ちに関係部門及び応急対策要員に

連絡し、警戒宣言発令に備える体制に入る。 

その他 

各防災関係機関 

東海地震注意情報の発表を受けた場合、要員を確保し、待機体制をとる。 
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附 - 16 

第３節 東海地震注意情報から警戒宣言発令までの広報 

東海地震注意情報の発表から警戒宣言が発せられるまでの間においては、原則として防災行

政無線、広報車等により住民に冷静な対応を呼びかける広報を行う。 

なお、各現場において混乱が予想される場合は、各防災関係機関において必要な対応及び広

報を行うとともに、関係機関（町総務課、消防本部、勝浦警察署等）へ緊急連絡を行う。 

連絡を受けた関係機関は、必要な情報等を速やかに住民等に広報する。 

各テレビ、ラジオの放送機関においては、東海地震注意情報の発表の連絡を受けた時点から

職員の緊急動員等を行うとともに、速やかに通常番組の中断をし、地震関係の報道を行うこと

としている。 

ＮＨＫ千葉放送局では、千葉ＦＭ放送（大多喜周辺 80.7MHz）により、県内向けとして県民

生活に必要な以下の情報を放送することとしている。 

(１) 東海地震注意情報の内容 

(２) 強化地域、観測データの解説 

(３) 混乱防止の呼びかけ 

(４) 防災知識の紹介 
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第４節 混乱防止の措置 

東海地震注意情報の発表に伴う社会的混乱を防止するため、町及び各防災関係機関は、次に

より対応策を講ずる。 

機 関 名 内        容 

大多喜町 総務課は、町各課等及び各防災関係機関の協力を得て、次により対

処する。 

１ 混乱防止に必要な情報を収集し、県防災危機管理部危機管理課

及び防災関係機関に伝達する。 

２ 各防災関係機関等が実施する混乱防止措置の連絡調整及び実施

の推進を図る。 

３ その他必要事項 

勝浦警察署 民心の安定を図り、混乱を防止するため、次の措置をとる。 

１ 警戒警備等必要な措置をとる。 

２ 住民及び自動車運転者のとるべき措置等について広報を実施す

る。 

東日本電信電話㈱ 東海地震注意情報の発表に伴い、住民及び事業所等による通話が集

中的に発生し、電話が著しくかかりにくくなることが想定されるの

で、次の措置をとる。 

１ 防災関係機関等の重要な通話は、 優先で疎通を確保する。 

２ 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせな

いようトラヒック状況に応じた利用制限を行うが、その代替手

段として公衆電話（緑・グレー）からの通話は、可能な限り疎

通を確保する。 

㈱ＮＴＴドコモ 

千葉支店 

東海地震注意情報の発表の報道に伴い、住民及び事業所等による通

話が集中的に発生し、携帯電話が著しくかかりにくくなることが想

定されるので、次の措置をとる。 

１ 防災関係機関等の重要な通話は、 優先で疎通を確保する。 

２ 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせな

いようトラヒック状況に応じた利用制限を行う。 

小湊鐵道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

警戒宣言発令に備えて、報道機関及び駅放送、掲示板、車内放送等

により運行状況の提供に努めるとともに、旅客の冷静な対応を要請

する。 

また、必要に応じて警察官の派遣を要請し、旅客の混乱防止に努め

る。 
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附 - 18 

第５章 警戒宣言発令に伴う対応措置 
本章では、警戒宣言が発せられた場合における社会的混乱を防止するとともに、地震の発生

に備え、被害の未然防止及び軽減を図るため、町及び各防災関係機関が警戒宣言の発令から地

震発生までの間又は地震発生のおそれがなくなるまでの間において、とるべき措置を定める。 

第１節 活動体制 

１. 警戒宣言発令時における町の活動体制 

警戒宣言が発令された場合、直ちに災害対策本部を設置し、社会的混乱を防止するとともに、

地震発生に備えて被害の未然防止及び軽減を図るため、組織的運営による対策を円滑に実施す

る。 

(１) 本部の設置 

災害対策本部は、町庁舎会議室に設置する。 

(２) 本部組織 

ア 本部の組織は、災害対策基本法、大多喜町災害対策本部条例及びこの計画に定めるとこ

ろによる。 

イ 災害対策本部の組織については、本計画第２編震災編 第３章 第１節「災害応急活動体

制」を準用する。 

(３) 所掌事務 

災害対策本部は、関係機関の協力を得ながら次の事項を実施する。 

ア 警戒宣言、東海地震予知情報等の収集及び伝達 

イ 各防災関係機関の防災体制及び必要な措置に係る連絡調整 

ウ 社会的混乱の防止に係る施策の協議及び実施 

エ 報道機関等への情報提供 

オ その他必要な応対事項 

(４) 配備体制 

震災編第３章 第１節「災害応急活動体制」の第３配備体制をとるものとする。 
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２. 各防災関係機関の活動体制 
機  関  名 内         容 

勝浦警察署 

(1)災害警備本部の設置 

(2)警備要員の招集 

(3)関係機関との連絡調整 

(4)情報の受理伝達 

陸上自衛隊 

第１空挺団 

高射学校 

計画に基づき災害派遣準備を実施 

東日本電信電話㈱ 
東日本電信電話㈱千葉事業部に情報連絡室設置し、情報の収

集、伝達体制をとる。 

㈱ＮＴＴドコモ 

千葉支店 

(1)情報連絡室の設置 

ＮＴＴドコモ千葉支店に情報連絡室を設置し、情報の収集、

伝達体制をとる。 

(2)要員確保 

ア 就労中の職員は、応急対策所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては、非常呼び出しを行い、応急対

策業務の実施に必要な要員を確保する。 

小湊鉄道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

災害対策本部を設置し、必要な措置をとり得る体制に入る。 
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附 - 20 

第２節 警戒宣言の伝達及び広報 

町及び各防災関係機関は、警戒宣言が発令された場合の対応措置を円滑に実施するため、警

戒宣言の発令に関する情報等を迅速かつ的確に伝達するとともに、住民に対する広報を実施す

る。 

１. 警戒宣言の伝達 

警戒宣言及び東海地震予知情報等の伝達系統及び伝達手段は、次のとおりとする。 

 

■警戒宣言及び東海地震予知情報の伝達系等及び伝達手段 

 

 

(１) 町は、県から警戒宣言及び東海地震予知情報等を受けたときは、防災対策の遂行上重

要な機関、団体等に対して直ちにその旨を伝達する。 

(２) 住民に対しては、消防本部（勝浦消防署）、消防団及び防災関係機関の協力を得て、サ

イレンの吹鳴、警鐘による防災信号並びに防災行政無線、広報車両等により、警戒宣

言が発令されたことを伝達する。 

警鐘 サイレン 

（５点） 

●－●－●－●－●  ●－●－●－●－●

（約45秒）      （約45秒） 

●         ●       

（約15秒） 

備 考  

１ 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること。 

２ 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 

警

戒

宣

言

総務省消防庁 

応急対策室 

各課等 

関係機関・団体、医師

会、保育園、福祉施設、

小中学校等 

消防本部 各消防署 

消防団 

防災関係機関 支店等

警察庁 関東管区

警察局 

県警本部 勝浦警察署 交番・駐在所 

報道機関

住
民
・
事
業
所
等 

銚子地方気象台 

県防災危機管理部 

危機管理課 

大多喜町 

総務課 

気象庁 

防災情報提供装置 

県防災行政無線

県防災行政無線 

町防災行政無線・広報

電話・庁内放送 電話 

電話

広報車

電話・消防無線 広報車

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ 

内閣総理大臣 

電話

東海地震予知情報 
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２. 伝達事項 

町及び各防災関係機関は、住民及び施設利用者等に対し、次の内容について広報する。 

(１) 町 

ア 警戒宣言の内容の周知徹底 

イ 防災措置及び冷静な対応の呼びかけ 

ウ 避難が必要な地域住民に対する避難の呼びかけ 

エ その他必要と認める事項 

(２) 各防災関係機関 

ア 警戒宣言の内容の周知徹底 

イ 各防災関係機関の対応状況及び施設利用者等に対する協力要請 

ウ その他必要と認める事項 

 

３. 情報の収集伝達 

地震防災応急対策を迅速かつ円滑に実施するためには、的確な情報の収集伝達が重要である。 

従って、電話、無線等利用可能なあらゆる機能により情報の収集伝達を実施し、必要によっ

て伝令等の収集連絡を行うものである。 

(１) 通信連絡網 

情報の迅速かつ確実な収集、伝達において、次の無線通信連絡網の効果的利用を図る。 

ア 大多喜町防災行政無線（移動系） 

町各班への指示の伝達等を行う。 

イ 大多喜町防災行政無線（固定系） 

地震情報の伝達及び広報を行う。 

ウ 千葉県防災行政無線 

県と町間の情報収集、予警報の伝達を行う。 

エ アマチュア無線 

町と地域内の情報収集の不足を補助する。 

(２) 情報伝達員の派遣 

一般加入電話の輻輳等により、連絡手段として使用困難な場合においては、防災関係機関

へ職員を派遣し、防災行政無線（移動系）等を利用した情報の収集伝達に当たるものとする。 
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４. 警戒宣言発令時等の広報文 

(１) 警戒宣言発令について 

こちらは、大多喜町役場です。こちらは、大多喜町役場です。 

只今のサイレンは警戒宣言が発令されたことを知らせるサイレンです。 

これから東海地震に係る警戒宣言発令についてお知らせ致しますので、落ち着いて行動して

ください。 

（２回繰り返す） 

月 日 時 分内閣総理大臣から地震災害に関する警戒宣言が発令されました。 

予想される地震の規模は、マグニチュード（  ）震源地は（  ）周辺で、 日以内に発

生するとのことであります。 

この地震が発生すると、町内では震度（  ）程度の地震になると予想されます。 

住民の皆様には、次のことに注意し、地震に備え冷静に行動してください。 

まず、第１は、テレビ、ラジオ等の正確な情報を注意して聞いてください。 

第２は、火気の使用について、火の元に十分注意してください。 

第３は、当座必要な食糧、飲料水、医薬品等を準備してください。 

第４は、自動車、電話等の使用を自粛してください。 

第５は、いざという時の避難場所を確認してください。 

繰り返しお願い致します。住民の皆様は正しい情報を聞いて冷静に行動してください。 

(２) 警戒宣言発令解除について 

こちらは、大多喜町役場です。こちらは、大多喜町役場です。 

只今から東海地震に係る警戒宣言発令解除についてお知らせ致します。 

（２回繰り返す） 

月 日 時 分内閣総理大臣から発令されました東海地震に係る警戒宣言は、 月日 

 時 分に解除されました。 

予想されました地震発生のおそれはなくなりました。 

(３) 本町への影響に関する事項について 

こちらは、大多喜町役場です。こちらは、大多喜町役場です。 

只今から東海地震の警戒宣言関連情報をお知らせ致しますので、落ち着いて行動してくださ

い。（２回繰り返す） 

月 日 時 分内閣総理大臣から発令されました東海地震に係る警戒宣言は引き続き発令

中です。予想される地震の規模は、マグニチュード（  ）震源地は（  ）周辺で、 日以

内に発生するとのことであります。 

この地震が発生すると、町内では震度（  ）程度の地震になると予想されます。 

住民の皆様は、引き続き今後のテレビ、ラジオ等の報道に十分注意してください。 

なお、詳しい情報は、その都度お知らせ致しますので、落ち着いて行動してください。 

(４) 住民等のとるべき防災措置等について 

こちらは、大多喜町役場です。こちらは、大多喜町役場です。 

只今から東海地震の警戒宣言発令に伴う防災措置並びに注意事項についてお知らせ致しま

すので、落ち着いて行動してください。 

（２回繰り返す） 

テレビ、ラジオ等で報道されておりますように、現在、東海地域に地震災害警戒宣言が発

令されております。 

このため、大多喜町でも万一に備え、防災体制を整えております。住民の皆様も万一に備
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え次のことに注意して、冷静な行動をとってください。 

まず、第１は、火気の使用を自粛してください。 

第２は、家具類等の転倒防止に努めてください。 

第３は、当座必要な食糧、飲料水、医薬品等必要な物を準備してください。 

第４は、まさかの時の避難場所を確認してください。 

第５は、この地震が発生しますと、特に急ながけや、施工方法の悪いブロック塀などが崩

れやすくなり、大変危険ですので、これらの付近には近寄らないようにしてください。 

繰り返しお願い致します。住民の皆様は正しい情報を聞いて、落ち着いて行動してくださ

い。 

(５) 避難勧告及び指示について 

こちらは、大多喜町役場です。こちらは、大多喜町役場です。 

只今から地区の皆様に避難のお知らせを致しますので、落ち着いて行動してください。（２

回繰り返す） 

（  ）地区の（  ）では地震による（        ）のおそれがあります。 

速やかに町の指定避難所（        ）又は安全な場所へ避難してください。 

なお、避難する時は、火の始末、ガスの元栓を確かめ、歩いて避難してください。 

(６) 水道、電気、ガス等の生活関連情報について 

こちらは、大多喜町役場です。こちらは、大多喜町役場です。 

只今、東海地震の警戒宣言が発令されております。 

これから、水道、電気の供給及びガスの取扱いについてお知らせ致します。 

まず、水道の状況についてお知らせ致します。 

水道は地震が発生すると断水することがあります。必要な水はポリタンクや風呂場などに

汲みおきしてください。 

次に電気の状況についてお知らせ致します。 

電気は、地震が起こるまで停電することはありません。停電に備え、懐中電灯はあらかじめ

用意してください。 

また、ガスを使う場合は、火のそばからはなれないでください。 
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第３節 警備対策 

勝浦警察署は、警戒宣言が発せられた場合、社会的混乱の防止及び民心の安定を図り、警戒

活動を迅速かつ適正に実施するため、次の措置をとる。 

１. 警備体制 

(１) 警備体制の確立 

事項 東海地震注意情報発表時 
東海地震予知情報（警戒宣言）

発令時 

要員の参集範囲 署警備対策室要員及び警備 

部隊要員 

警察全職員 

警備本部の設置等 署災害警備対策室 署災害警備本部 

(２) 警備部隊の編成 

警備部隊は、署部隊をもって充てる。 

２. 基本的な活動 

(１) 警備本部要員及びあらかじめ指定された警備要員又は特別に指示された警備要員の参

集 

(２) 避難の指示、警告又は誘導 

(３) 警備部隊の編成及び事前配慮 

(４) 通信機材・装備資器材の重点配備 

(５) 補給の準備 

(６) 通信の統制 

(７) 管内状況の把握 

(８) 交通の規制 

(９) 広報 

３. 東海地震に係る周辺地域としての特別な活動 

(１) 警備部隊の事前配置 

ア 主要駅等人の集中が予想される場所 

イ 交通規制・う回誘導箇所及び主要交差点等の交通要点 

ウ 災害危険場所 

エ その他必要と認める場所 

(２) 広報 

民心の安定を図り、混乱の発生を防止するため、次により効果的な警察広報を実施する。 

広報内容 (1)警戒宣言の内容及び関連する情報 

(2)住民及び自動車運転者のとるべき措置 

(3)公共交通機関、道路交通及び交通規制の状況 

(4)その他民心の安定を図るため必要な情報 
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広報手段 (1)パトロールカー、広報車等の警察車両 

(2)警察署、交番等の備え付け拡声器による広報 

(3)報道機関、防災関係機関への情報提供 

４. その他 

(１) 危険物等の措置 

ア 銃砲刀剣類の保管管理に関する指導 

イ 危険物（高圧ガス、消防危険物、放射性物質、火薬類等）取扱業者に対する危険防止措

置等に関する協力要請 

(２) 通信の運用等 

ア 警察無線、有線等の通信確保と統制 

イ 通信資機材の点検と確保 

(３) 警察施設の防護 

警察施設の防護対策を徹底するとともに、非常持ち出し物品の整理等について、必要な事

前措置を図る。 
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第４節 水防・消防対策 

町は、警戒宣言が発せられた場合、出火及び混乱防止等に関して次の事項を基本として対応

措置を講ずる。 

なお、水防対策は風水害等編第３章 第３節「水防計画」を、消防対策は震災編第３章 第５

節「消防・救助救急・医療救護活動」を準用する。 

(１) 正確な情報の収集及び伝達 

(２) 火災、水災害等防除のための警戒 

(３) がけ地崩壊危険地域等における避難地域の把握及び警戒避難体制の整備 

(４) 火災発生の防止、初期消火等に関する住民及び事業所への広報 

(５) 自主防災組織等の防災活動に対する指導 

(６) 資機材の点検整備の実施 
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第５節 公共輸送対策 

警戒宣言が発せられた場合、多数の人間の移動行動等に起因し、公共輸送に係る主要駅等に

おいては大きな混乱の発生が懸念される。 

このため、公共輸送機能を極力維持するとともに、これらの混乱の発生を防止し、乗客等の

安全を確保するため、次のとおり対応措置を講ずる。 

１. 民営鉄道の措置（小湊鐵道㈱・いすみ鉄道㈱） 

(１) 警戒宣言の伝達 

ア 伝達ルートは、次のとおりとする。 

 

駅

列車

旅

客

等

県 運輸担当責任者 関係各部署

 

 

イ 駅、車内等において警戒宣言、東海地震予知情報等の放送を行い、旅客及び貨物荷主の

協力を要請し、混乱防止と円滑な輸送の確保を図るとともに、テレビ、ラジオ等の報道

機関に情報を提供する。 

(２) 混乱防止対策 

駅、車内での混乱を防止するため、次の措置をとる。 

ア 平常時から、運転計画の概要、旅行見合わせ、時差退社の協力について広報を行う。 

イ 警戒宣言時に報道機関を通じて、正確な運転状況を報道するとともに、時差退社等の呼

びかけを行う。 

ウ 駅において、放送、掲示等により運転状況を旅客に周知させるとともに、時差退社等を

呼びかけ、協力を要請する。 

(３) 運行方針 

各防災関係機関、報道機関及び東日本旅客鉄道㈱との協力のもとに、地域の実情に応じた

可能な限りの運転を行う。 

なお、警戒宣言発令時の列車運行についての基本方針は、次のとおりである。 

輸送機関名 発令当日 翌日以降 

小湊鉄道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

警戒宣言が発せられたときは、現

行ダイヤを使用し、減速運転を行

う。 

なお、これに伴う列車の遅延は、

運転整理により対応するため、一

部列車の間引運転等を生じるの

で、輸送力は平常ダイヤより減少

する。 

震災時のダイヤとして、一部列車

の運転中止を、乗り入れ各社と調

整の上実施する。 

なお、輸送力は、平常ダイヤより

かなり減少する。 
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(４) 主要駅における対応 

ア 旅客の安全を図るための措置 

(ア) 適切な放送を実施し、旅客の沈静化に努める。 

(イ) 状況により、改札止めの入場制限等を行う。 

(ウ) 状況により、警察官の応援を要請する。 

イ その他の措置 

(ア) 状況を運輸担当現業責任者に通報し、早めに要請する。 

(イ) 状況により、乗車券の発売を制限し、又は中止する。 

(５) 列車の運転中止措置 

列車の運行確保に当たっては、県、警察及び消防機関と一致協力して上記の措置をとるも

のであるが、万一事業所等の協力が得られず駅等で混乱が発生し、人命に危険を及ぼすおそ

れが生じた場合又は踏切支障等が発生した場合には、やむを得ず列車の運転を中止するとき

がある。 

(６) その他の措置 

工事箇所については、危険防止措置を講じ、あるいは工事を中止するほか、必要に応じて

要注意箇所の点検、監視を行う。 

２. バス、タクシー等対策 

（一社）千葉県バス協会、（一社）千葉県タクシー協会は、関東運輸局千葉運輸支局の指導

のもとに、地域の実情に応じた可能な限りの運行を確保する。 
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第６節 交通対策 

１. 県警察のとる交通対策 

警察は、警戒宣言が発せられたときは、一般車両の強化地域への流入抑制及び緊急交通路の

確保のため、広域交通規制道路及び広域交通検問所の中から、必要な路線及び検問所を選定し、

次の措置を行う。 

(１) 緊急交通路確保のための誘導及び交通規制 

(２) 緊急通行車両（避難の円滑な実施又は地震防災応急対策に係る措置を実施するための

緊急輸送を必要とする車両）の確認事務 

大多喜町内には広域交通規制の対象道路は所在しないが、これらの交通対策の実施等によっ

て交通の混乱及び交通事故が発生するおそれのある場合は、必要に応じて交通規制が行われる。 

２. 道路管理者の対策 

(１) 県 

警戒宣言が発せられた場合、夷隅土木事務所は、緊急点検巡視を行い、道路状況の把握に

努め、必要に応じ事前策を講ずるとともに、関係機関との情報の交換を行い、対策の一本化

に努める。 

ア 危険箇所の点検 

警戒宣言が発せられた場合、その内容を検討し、災害時に交通の障害となるおそれのある

道路、橋りょう、トンネルの重点的な緊急点検巡視を実施する。 

イ 工事中の道路の安全対策 

緊急時の支障とならないよう、原則として工事を中止し、安全対策を確立した上で、緊急

車等の円滑な通行の確保を図る。 

(２) 町 

警戒宣言が発せられた場合、建設班は、緊急点検巡視を行い、道路状況の把握に努め、必

要に応じ事前策を講ずるとともに、関係機関との情報の交換を行い、対策の一本化に努める。 
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第７節 上下水道、電気、ガス、通信等対策 

１. 上水道対策 

警戒宣言が発令された場合、環境水道班は原則として平常どおりの供給を継続する。 

また、住民、事業所等が緊急貯水を実施することによって増大する需要に対し、円滑な供給

を行い、発災に備えた緊急給水活動等が迅速に遂行できるよう必要な措置をとる。 

(１) 人員の確保、資機材の点検整備 

警戒宣言の発令と同時に応急対策要員を確保するとともに、緊急広報、施設整備の保全、

応急給水、施設復旧等に必要な活動体制の確立を図り、指定給水装置工事事業者等との連絡

協力体制について確認する。 

また、発災に備え、応急対策の実施に必要な資機材、車両等の点検整備及び補完強化を図

る。 

(２) 施設の保安措置等 

警戒宣言時における施設、設備等の保安点検要領をあらかじめ定めておき、警戒宣言が発

せられた場合、直ちに点検確認を実施する。 

また、浄水場においては、薬品類の安全貯蔵に留意して、原則として搬入は行わない。 

なお、工事中の現場においては適宜工事を中止し、必要な安全措置を講ずる。 

(３) 広報 

住民等に対する緊急貯水の呼びかけを重点にして、広報車及び指定給水装置工事事業者の

店頭掲示等により実施する。 

ア 警戒宣言時においても、通常の供給が維持されていること。 

イ 発災に備え、飲料水及び生活用水を貯水すること。 

(ア) 飲料水の汲み置き 

ポリタンク、フタのできる容器を利用して、３日毎に新しい水に汲み替え、水質保持に

留意する。 

(イ) 生活用水の汲み置き 

浴槽等を利用し、貯水する。 

ウ 発災後、断水が起こった場合の連絡先及び応急給水体制 

エ 広報手段 

(ア) 報道機関への放送依頼 

(イ) 広報車による広報 

(ウ) 水道工事店の店頭掲示等 

(エ) ホームページによる広報等 

２. 電気対策 

東京電力(株)木更津支社は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講ずる。 
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(１) 電気の供給 

警戒宣言が発せられた場合においても、原則として電力の供給は継続する。 

(２) 人員、資機材の点検整備等 

ア 要員の確保 

非常災害対策本（支）部の構成員は、サービス区域内で震度６弱以上の地震発生、東海地

震注意情報あるいは警戒宣言が発せられた場合などの情報を知ったときは、速やかに所属す

る事業所に参集する。 

イ 資機材の確保 

警戒宣言が発せられた場合、各本（支）部は、工具、車両、舟艇、航空機、発電機車及び

変圧器車等を整備、確保して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量確認及び緊急確

保に努める。 

(３) 施設の予防措置 

警戒宣言が発せられたときは、東海地震予知情報等に基づき、電力施設に関する次に掲げ

る予防措置を講ずる。この場合においても地震発生の危険性に鑑み、作業上の安全に十分配

慮した判断を行うものとする。 

ア 特別巡視及び特別点検等 

東海地震予知情報等に基づき電力施設に対する特別巡視、特別点検及び機器調整等を実施

する。 

イ 通信網の確保 

保安通信設備の点検及び整備を行い、必要に応じ緊急時運用体制の確立を行う。 

また、東日本電信電話㈱、鉄道、警察、消防及び関係防災機関と連携を密にし、通信網の

確保に努める。 

ウ 応急安全措置 

仕掛り工事及び作業中の各電力施設については、状況に応じた設備保全及び人身安全上の

応急措置を実施する。 

(４) 広報 

感電事故又は漏電による出火を防止するため、次のとおり広報活動を実施する。 

ア 広報内容 

(ア) 無断昇柱及び無断工事をしないこと。 

(イ) 断線、電柱の倒壌折損等を発見した場合には、絶対に手を触れず、カスタマーセンタ

ーへ通報すること。 

(ウ) 屋外へ避難する場合は、安全器又はブレーカーを切ること。 

(エ) 地震発生後は、使用中の電気器具のコンセントを直ちに抜くこと。 

(オ) その他必要な事項 

イ 広報手段 

(ア) 報道機関（テレビ、ラジオ、新聞等）による広報 

(イ) 広報車等による広報 
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３. ガス対策 

大多喜ガス株式会社は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講ずる。 

(１) 基本方針 

地震発生時の二次災害の防止又は軽減を図るための応急措置を迅速かつ的確に講じ得る体

制を確立する。 

(２) 人員の確保、資機材の点検整備等 

ア 人員の確保 

(ア) 勤務時間内 

社内放送等により社員に伝達するとともに、社屋外の社員は無線、携帯電話、ラジオ、

テレビ等で警戒宣言を覚知した時点で帰社し、地震災害警戒本部の指示に従う。 

(イ) 勤務時間外 

伝達経路に従い、電話等で情報を受けた場合は、所属課所又はあらかじめ指示された箇

所に出動し、地震災害警戒本部の指示に従う。なお、ラジオ、テレビ等で警戒宣言の発令

を覚知した場合、動員は自動発令されたものとする。 

イ 緊急用工具、資機材及び車両の点検準備 

警戒宣言発令時において、次の事項を実施する。 

(ア) 初動装置に必要な車両を確保し、配置するとともに、緊急用工具及び資機材の点検準

備をする。 

(イ) 非常用の食料、飲料水、医薬品等を手配、準備する。 

(３) 施設の保安措置 

ア 連絡網の確認及び統制 

無線、電話等の連絡網を確認し、日常作業の交信を制限する。 

イ 工事等の作業の中止と安全措置 

警戒宣言発令後、社員、工事会社作業員、サービスショップ作業員は、需要家又は地先に

おける作業を中止又は速やかに作業を完了させ、工事による事故防止措置をとる。 

(４) 広報 

警戒宣言が発せられた場合、速やかに需要家に対する広報活動を実施するとともに、需要

家からの問い合わせに対応できる受付体制を整える。 

また、特定需要家に対しては個別に連絡をとり、ガス使用上の注意及び地震発生時の対応

について確認する。 

 

広報内容 

(1)引き続きガスを供給していること。 

(2)ガス器具の使用方法及びガス栓の取扱方法 

(3)例外的に避難する際のガス栓及びガスメーターコックの処置方法 

(4)地震が発生し、ガスの供給を停止した場合のガスについての注意 

広報手段 
(1)広報車により、直接需要家に呼びかける。 

(2)防災関係機関に対し、ラジオ・テレビ等の報道機関による広報につ
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いて協力を要請する。 

４. 通信対策 

東日本電信電話(株)千葉事業部は、警戒宣言の発令に当たっては、情報が正確かつ迅速に伝

達され防災対策上有効に機能されるよう、防災関係機関等の重要通信を確保するとともに、住

民に大きな支障を来さないことを基本として、次のとおり対処する。 

(１) 要員の確保 

応急対策等の業務を実施するために必要な要員の確保は、次による。 

ア 就労中の職員は、原則として応急対策等所定の業務に従事する。 

イ 休日、夜間等においては非常呼び出しを行い、必要な要員を確保する。 

(２) 情報連絡室の設置 

警戒宣言の受報後、速やかに情報連絡室を設置し、情報の収集及び伝達を行う。 

なお、情報連絡室は、次の場所に設置する。 

設置場所：千葉事業部千葉災害対策室（ＮＭビル８階） 

電話番号：043-211-8652（代） 

(３) 資機材の点検、確認等 

警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとる。 

ア 局用予備電源設備、移動電源車、携帯用発動発電機、可搬無線機、移動無線機等の点検

及び確認 

イ 応急ケーブル等災害復旧用資材及び車両の確認 

ウ 工事中施設等の安全措置 

(４) 応急対策 

ア 電話の輻輳対策 

警戒宣言の発令により、防災関係機関等による重要な情報連絡及び住民による家族間の連

絡等の急増による電話輻輳が懸念されることから、次の考え方で対処する。 

(ア) 防災関係機関等の重要な通話は、 優先で疎通を確保する。 

(イ) 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないようトラヒック状況

に応じた利用制限を行うが、その代替手段として公衆電話（緑、グレー）からの通話

は、可能な限り疎通を確保する。 

イ 手動通話、番号案内 

(ア) 非常、緊急通話の取扱いは確保することとし、その他“100”番通話に対しては、可能

な限り取り扱う。（平成 27年 7月末まで） 

(イ) 番号案内業務は、可能な限り取り扱う。 

ウ 電報 

非常、緊急電報の取扱いは確保することとし、強化地域内に向けて発信する電報は、遅延

承知のものに限り受け付ける。 

エ 窓口業務 

平常業務を行う。 
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(５) 電話の輻輳時の広報 

電話が輻輳した場合には、利用者の電話利用の自粛の協力を得るため、報道機関に対して

次の広報文により広報を依頼する。 

「○○地方の電話はただ今混み合ってかかりにくくなっております。防災関係機関、災害

救助機関などの緊急の通信を確保するため、○○地方への電話のご利用はできるだけ控えて

いただくようお願いします。」 

 

株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店は、警戒宣言が発せられた場合、次の対策を講ずる。 

(１) 基本方針、要員の確保及び情報連絡室の設置 

東日本電信電話(株)千葉支店に準じる。 

(２) 資機材の点検、確認等 

ア 可搬型無線基地局装置、移動電源車等の点検及び確認 

イ 災害復旧用資機材及び車両の確認 

ウ 工事中施設等の安全対策 

(３) 応急対策 

警戒宣言の発令により、防災関係機関等による重要な情報連絡、一般住民による家族間の

連絡等の急増による携帯電話の輻輳が懸念されることから、次の考え方で対処する。 

ア 防災関係機関等の重要な通話は、 優先で疎通を確保する。 

イ 一般通話については、集中呼による電話網の麻痺を生じさせないようトラヒック状況に

応じた利用制限を行う。 
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第８節 学校・病院・社会福祉施設等対策 

１. 学校対策 

町教育委員会は、警戒宣言が発令された場合、児童、生徒等の安全を確保するとともに、学

校施設の保全を図るため、次のとおり対処する。 

(１) 警戒宣言発令後は直ちに授業を中止し、下校（避難所への移動を含む。以下「下校」

という。）の措置をとる。 

(２) 児童生徒等の下校方法等については、実態に応じて次のように定める。 

ア 通学路の安全を確認し、集団で下校させるか、又は連絡網、メール配信により保護者の

来校を求めて下校させる。 

イ 交通機関を利用している児童生徒については、その運行と安全を確かめて下校させる。 

(３) 学校に残留し、保護する児童生徒等については、指名等を把握し、職員は、職務内容

に従って対処する。 

(４) 保護者への連絡は通信不能の事態も考慮の上、迅速かつ正確にできるようその手段を

定め、関係者に徹底しておく。 

(５) 警戒宣言が解除されるまで、臨時休校とする。 

(６) 校長は、校舎内外の施設･設備（理科室、調理室、工作室、戸棚類、下駄箱、がけ下、

万年塀、校舎間等）の安全を確認し、防災上改善が必要な部分について早急に必要な

処置をとる。 

(７) 実践的な防災計画により、職員一人ひとりが迅速適切な行動をとる。 

(８) 地域の関係機関、団体等との連絡を密にし、対応する。 

２. 病院対策 

警戒宣言が発令された場合の医療体制は、次の事項を基本方針とし、民間医療機関に対して

は夷隅医師会等を通じ、いすみ医療センターに準じた対応を要請する。 

(１) 外来診療は、可能な限り平常どおり行う。 

(２) 手術及び検査は、可能な限り延期する。 

(３) 警戒宣言の発令を外来及び入院患者に伝達するとともに、過剰な不安を与えないよう

必要な措置をとる。 

(４) 入院患者の安全確保に万全を期す。 

(５) 建物及び設備の安全点検を行い、薬品、危険物等の安全対策を図る。 

(６) 水及び食料の確保を図る。 

３. 社会福祉施設対策 

各社会福祉施設は、警戒宣言が発せられた場合において、迅速かつ的確な防災措置を講ずる

ことにより、施設及び要保護者等の安全を確保するため、次の事項を基本として、あらかじめ

対応計画を定めておくものとする。 

なお、計画は通所（園）施設、入所施設の別及び通所（園）者、入所者の特性等を考慮し、
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各施設の実態に即した具体的措置について定める。 

(１) 情報の受伝達 

職員間及び保護者との連絡方法、代替手段等 

(２) 施設の防災点検 

応急補修、設備備品等の転倒、落下の防止措置等 

(３) 出火防止 

消火器等の点検、緊急貯水等 

(４) 通所（園）者、入所者等の安全確保 

応急救護体制、避難スペースの確保、食料、飲料水、医薬品、衛生材料、生活物資の確保、

救護運搬用具等の確保 

(５) 要保護者の引き取り方法及び引き取りがない場合の措置 

(６) 保護者に対する当該施設の対応計画の事前周知措置 

(７) その他必要な事項 
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第９節 避難対策 

警戒宣言発令時においては、原則として避難する必要はないが、地震の発生によりがけ崩れ、

山崩れ等の危険性が特に高い地区にあっては、町長は住民の生命及び身体を保護するため、あ

らかじめ避難対象地区を選定しておくものとする。 

また、警戒宣言が発せられた場合には、避難対象地区に対して避難の勧告又は指示を行い、

住民を安全な場所へ避難させるため、次により対応措置を講ずるものとする。 

１. 警戒宣言時の措置 

(１) 避難勧告・指示 

町長は、消防本部等関係機関と協力して、防災行政無線、広報車等により速やかに避難勧

告又は指示を行う。 

(２) 避難所の確認 

ア 落下物及び転倒物の予防措置を確認する。 

イ 防災設備等を確認する。 

ウ 給食及び給水用資機材を確認する。 

エ 衣料品等生活必需物資を確認する。 

(３) 情報伝達体制の確認 

避難所におけるラジオ、無線機等による情報伝達体制を確認する。 

(４) 関係機関に対する通知 

避難所を開設した場合は、速やかに県、消防本部等関係機関に通知する。 

(５) 職員の派遣 

避難所を開設した場合は、管理運営に必要な職員を派遣する。 

(６) 要配慮者に対する支援 

幼児、児童、高齢者、病弱者等の要配慮者に対して必要な支援を行う。 

(７) 給食及び給水措置 

給水活動を行うとともに、食事が確保できない者に対して援護を行う。 

(８) 生活必需物資の給与 

(９) その他 

避難終了後、消防本部等と協力の上、避難対象地区の防火及び防犯パトロールを行う。 

２. 事前の措置 

町長は、警戒宣言発令時に避難活動が円滑に遂行できるよう、あらかじめ次により対応措置

を講じておくものとする。 

(１) 避難対象地区の選定 

関係機関とあらかじめ連絡調整を図った上、がけ崩れ、山崩れ等により災害発生の危険性

が特に高い地区を把握しておく。 

(２) 避難所の指定 
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避難者を一時的に収容又は保護するため、学校、公民館等を避難所として指定する。 

(３) 避難勧告・指示体制の確立 

防災行政無線、広報車等による避難勧告又は指示体制を確立しておく。 

(４) 情報伝達体制の確立 

避難所におけるラジオ、無線機等による情報伝達体制を確立しておく。 

(５) 要配慮者に対する支援体制の確立 

幼児、児童、高齢者、病弱者等の要配慮者の把握に努めるとともに、警戒宣言時における

支援体制を確立しておく。 

(６) 住民に対する周知 

避難対象地区の住民に対し、避難対策措置に係る必要事項について周知徹底させておく。 
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第１０節 救護救援・防疫対策・保健活動対策 

１. 救護救援対策 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

健康福祉課 
１ 警戒宣言が発せられた場合、福祉班を設置し、職員を非常招集するととも

に、関係機関との情報交換を密にする。 

２ 救護に備え、出動準備を整える。 

３ 夷隅医師会に対して、発災に備え連絡体制を確保するよう、また、発災後

の負傷者への対応を要請する。 

夷隅健康福祉 

センター 
関係機関との情報交換を密にするとともに、救援出動要請に備え、出動準備

を整える。 

夷隅医師会 １ 医師会員に対して発災に備え、連絡体制を確保するよう指示する。 

２ 会員医療機関に対して、発災後の負傷者への対応を要請する。 

２. 防疫対策 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

健康福祉課 
災害発生時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、防疫対策を

次のとおり推進する。 

(1)夷隅健康福祉センターが行う検病検査及び必要に応じて感染症法に基づ

く健康診断の結果、指示があった場合に、正確迅速に受理する体制を整

える。 

(2)出動要請に備え出動準備を整える。 

(3)防疫用の器具、器材の整備及び薬剤備蓄を確認し、出動準備を整える。

(4)防疫に関する情報を速やかに収集する。 

(5)防疫活動に必要な防疫作業員の出動準備を整える。 

(6)防疫活動に必要な防疫薬剤（主に消毒乳剤、油剤、クレゾール等）の備

蓄量の確認及び必要に応じて購入手配をする。 

(7)防疫活動に必要な車両及び機器の整備又は点検を行う。 

夷隅健康福祉 

センター 
災害発生時における感染症の発生と流行を未然に防止するため、防疫対策を

次のとおり推進する。 

１ 夷隅健康福祉センターが行う業務  

(1)検病調査及び健康診断の必要が予想されるため、夷隅医師会の協力を得

て班の編成を行う。 

(2)災害発生後の防疫情報及び防疫活動について、町に周知徹底を図る。 

(3)防疫活動に必要な人員、資材（主に薬剤、ワクチン等）の輸送は、必要

に応じ、県の計画に基づく動員指示により行う。 

(4)町が被災地で供給する飲料水の検水準備を行うとともに、町に対し、飲

料水の安全確保について指導する。 

 ２ 町に対する指導及び指示事項 

(1)防疫作業員の雇上げ及びその組織化等の準備に関すること。 

(2)災害発生後、必要と思われる防疫用の機具及び器材の整備並びに薬剤備

蓄量の確認に関すること。 
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３. 保健活動対策 

機 関 名 内        容 

大多喜町 

健康福祉課 

１ 平常時より管内概況・地図・医療機関等施設・避難行動要支援者のリスト

等について把握し、災害時には被災状況・医療機関開設情報や救護活動、

要配慮者の健康状態の把握等情報収集を行う。避難行動要支援者の把握に

ついてはプライバシー保護に十分注意すること。 

２ 避難者の健康管理及び要支援者への処遇調整を行う。 

３ 保健師の派遣の必要性について検討し、必要時は夷隅健康福祉センターを

通じ県に派遣依頼をする。 

４ 避難所におけるプライバシーの確保とマスコミ取材による住民不安への

対応を実施する。 

夷隅健康福祉 

センター 

１ 平常時より管内概況・地図・医療機関等施設・避難行動要支援者のリスト

等について把握し、災害時には被災状況・医療機関開設情報や救護活動、

要配慮者の健康状態の把握等情報収集を行う。避難行動要支援者の把握に

ついてはプライバシー保護に十分注意すること。 

２ 健康福祉センターは市町村が行う保健活動の状況により、その活動を支援

し、要請に応じ保健師を派遣するとともに、健康福祉課に連絡を行う。 

３ 健康福祉センター管内での対応では不足な場合は、速やかに健康福祉課に

連絡し管外からの支援を要請する。 
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第１１節 その他の対策 

１. 食糧及び医薬品の確保 

町及び夷隅健康福祉センターは、警戒宣言が発せられた場合、発災後の被災者の応急救護に

必要な食糧及び医薬品を確保するため、次の措置を講ずる。 

(１) 食糧の確保 

ア 米穀の確保に当たっては、県に対し災害応急食糧割当申請を行えるよう準備体制をとる。 

イ 町及び業者間の協力体制を確立し、運搬車両及び人員の手配を指示する。 

ウ 米穀小売業者又は卸売業者等へ精米準備体制をとるよう指示する。 

エ その他の食糧の確保に当たっては、町内小売販売業者等に対し、在庫の確認及び出庫準

備体制をとるよう要請する。 

(２) 医療品の確保 

町内の薬局から調達するため、医薬品の供給準備体制をとるよう協力を依頼する。 

２. 緊急輸送の実施準備 

警戒宣言が発せられた場合、応急対策を実施するため緊急輸送が必要となる事態に備えて、

次の措置を講ずる。 

(１) 緊急輸送車両の確保 

震災編第３章第６節「警備・交通の確保・緊急輸送対策」による。 

(２) 緊急輸送車両の確認 

震災編第３章第６節「警備・交通の確保・緊急輸送対策」による。 

(３) 関係団体による協カ 

トラックを必要とする場合、県を通じ（一社）千葉県トラック協会に協力を依頼する。 

３. 町が管理運営する施設対策 

町が管理運営する社会教育施設、社会体育施設、図書館等については、原則として開館（開

催）を自粛するものとする。 

(１) 町教育委員会 

警戒宣言が発せられた場合、各施設管理者は、原則として開館を自粛する。この場合図書

館等の個人使用形態をとる施設においては個人施設利用者に、野球場、テニススクエア等団

体利用形態をとる施設においては主催責任者に、それぞれ協力を呼びかける。 

なお、各施設においては、職員の役割分担の確認を行い、防災用施設及び設備の作動準備、

危険箇所の応急点検並びに危険物の保安措置を講ずる。 

■該当施設 

図書館、中央公民館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、多目的広場、野球場、雨天練習場、

テニススクエア 
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４. 町税の申告、納付等に関する措置 

警戒宣言発令時等における町税の取扱いについては、次のとおりとする。 

(１) 警戒宣言発令による社会的混乱の発生に伴い、町税の申告や納付等が困難な場合には、

その期限の延長等について、状況に応じて適切に対処する。 

(２) 警戒宣言発令に引き続き、町の一部又は全部の地域に災害が発生した場合には、町税

の減免及び申告、納付等の期限の延長等について、適切な措置を講ずる。 

５. 危険動物の逃走防止 

県において「危険な動物の飼育及び保管に関する条例」が制定されており、第２条別表にお

いて危険な動物が指定されている。 

なお、飼育者等が警戒宣言発令時においてとるべき措置は、次のとおりである。 

(１) 同条例により、あらかじめ届け出た緊急措置をとる。 

(２) 動物が施設から逃走したときは、同条例により、知事、町長、警察官その他関係機関

へ通報するとともに、当該動物の処分、捕獲その他必要な措置を講ずる。 

(３) 町は、前号の通報があったときは、直ちに緊急措置を適切に講じさせるとともに、防

災行政無線、広報車等により住民に注意を呼びかけ、危険な動物による住民の生命、

身体又は財産に対する侵害を防止する。 
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第６章 住民等のとるべき措置 
本町においては、東海地震注意情報の発表及び警戒宣言の発令等に伴い社会的混乱が発生す

ることが予想される。町、県、各防災関係は、一体となって社会的混乱の防止を図るものであ

るが、これらの機関が全ての防災活動を行うことは不可能であり、住民、自主防災組織、事業

所がそれぞれの立場で防災活動を行うことが重要な役割を果たすものである。 

本章では、住民、自主防災組織、事業所が平常時、東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令

時にそれぞれとるべき措置基準を示すものとする。 

第１節 住民のとるべき措置 

 

区 分 と る べ き 措 置                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平常時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 家や塀の耐震化を促進する。 

(1)わが家の耐震診断を行い、弱いところを補強する。 

(2)ブロック塀、石塀、門柱を点検し、不適確なものは改築、補強する。 

２ 家具類の転倒、落下防止措置をとる。 

(1)タンス、食器棚、ピアノ等の重い家具、倒れやすい家具は壁に固定などする。 

(2)家具類の上に重いものやガラス類を置かない。 

(3)窓ガラスのパテ等を点検し、弱い部分は補強する。 

３ 火気使用器具の点検整備及び火気管理を励行する。 

(1)ガスコンロ、ガスストーブ等の定期点検を行う。 

(2)プロパンガスボンベ等は固定し、設備の定期点検を行う。 

(3)火気使用場所の不燃化を図り、整理整頓する。 

(4)火気使用場所周辺に易・可燃性物品（灯油、ベンジン、アルコール、スプレー、

食用油、塗料等）を置かない。 

４ 消火器、消火用水の準備をする。 

(1)出火に備えて、消火器、バケツ等を準備しておく。 

(2)出火に備えて、風呂の水を常にためておく。 

５ 非常用飲料水、食料の準備をする。 

(1)飲料水は、市販のミネラルウォーターか水筒、水袋、ポリタンク等に入れて３日

分以上準備しておく（１人１日分 約３リットル）。 

(2)食料は、長期保存ができる食品（米、乾パン、乾メン、インスタント食料、漬物、

梅干、缶づめ、みそ、しょう油、塩など）を３日分程度準備しておく。 

６ 救急医療品の準備をする。 

傷薬、胃腸薬、目薬、脱脂綿、包帯、ばんそうこう、三角巾などを救急箱に入れ

て準備しておく。 

また、医療機関等発行の「お薬手帳」又は「お薬説明書」類を用意しておく。 

７ 生活必需品の準備をする。 

下着、毛布、タオル、石けん、ちり紙、マッチ、ろうそく等を準備しておく。 

８ 防災用品の準備をする。 

トランジスターラジオ、懐中電灯、ヘルメット、ビニールシート、かなづち、バ

ール、のこぎり、スコップ、なた、ロープ等を準備しておく。 

９ 防災講習会、訓練へ参加する。 

町、消防本部、自主防災組織が行う防災講習会、訓練に積極的に参加し、防災に

対する知識、行動力を高める。 

10 家族で対応措置の話し合いをする。 
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区 分 と る べ き 措 置                    

 

 

平常時 

 

(1)東海地震注意情報発表時、警戒宣言発令時、地震発生時における役割分担を話し

合っておく。 

(2)警戒宣言発令時には、電話がかかりにくくなるので、各自の行動予定を話し合っ

ておく。 

(3)発災した場合の避難場所、避難経路、安否の確認方法を話し合っておく。 

11 自主防災組織に積極的に参加する。 

12 町の指定避難場所のうち 寄りの避難場所を２ヶ所以上確認しておく。 

東海地震注

意情報の発

表から警戒

宣言が発令

されるまで 

１ テレビ、ラジオ等で正しい東海地震注意情報を入手し、冷静な行動をとる。 

２ 電話の使用を自粛する。 

３ 自家用車の利用を自粛する。 

４ 不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

５ 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 

警戒宣言が

発令されて

から地震発

生まで 

１ 警戒宣言情報を入手する。 

(1)町の防災信号（サイレン）等に接したときは、直ちにテレビ、ラジオで正しい警

戒宣言情報を入手する。 

(2)町、県、警察署、消防本部等防災関係機関の関連情報に注意する。 

２ 家具類の転倒、落下防止措置を確認する。 

(1)家具、棚等の上の重いものをおろす。 

(2)窓ガラスにガムテープ、ビニールテープ等をはる。 

(3)ベランダの置物をかたづける。 

３ 火気使用器具の安全確認と火気管理を確認する。 

(1)火気の使用は 小限にし、いつでも消火できるようにする。 

(2)ガス器具等の安全設備を確認する。 

(3)プロパンガスボンベの固定措置を確認する。 

(4)火気使用場所及びその周辺の整理整頓を確認する。 

４ 消火器、消火用水の置き場所を確認する。 

５ ブロック塀、石塀、門柱を点検する。 

危険箇所には安全措置をとり、付近に近寄らせないようにする。 

６ 非常用飲料水、食料を確認する。 

７ 救急医薬品を確認する。 

８ 生活必需品を確認する。 

９ 防災用品を確認する。 

10 電話の使用を自粛する。 

町、県、放送局等防災関係機関に対する電話による問い合せは控える。 

11 自家用車の利用を自粛する。 

(1)路上に駐車中の車両は、空地、駐車場に移動する。 

(2)走行中の車両は、減速走行し、目的地まで到達した後は車を使わない。 

12 幼児、児童生徒、高齢者、病者の安全を確認する。 

(1)幼児、児童、生徒、高齢者、病者（臨床者）が安全な場所にいるか確認する。 

(2)幼児、児童、生徒が登園、登校している場合は、定められた園、学校との打ち合

せ事項により対応措置をとる。 

13 エレベーターの使用をさける。 

14 不要な生活物資の買い急ぎを自粛する。 

15 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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第２節 自主防災組織のとるべき措置 

自主防災組織が結成されていない地域にあっては、町内会、自治会等がこの基準に準拠して

対応措置をとるものとする。 

 

区 分 と る べ き 措 置                    

平常時 

１ 組織の編成と、各班の役割を明確にする。 

２ 防災知識の普及活動を行う。 

(1)各戸に対して出火防止、倒壊物予防措置を呼びかける。 

(2)地域内の危険物集積地区、延焼拡大危険地区、山崩れ、がけ崩れ等災害危険箇所

を把握する。 

(3)地域内の消防水利を把握する。 

(4)地域内のブロック塀、石塀、門柱、擁壁等の安全点検を行う。 

(5)防災知識に関するチラシ、パンフレット等を作成し、各戸に配布する。 

３ 防災訓練を行う。 

災害時に備えて情報連絡訓練、消火訓練、給食給水訓練、救出救護訓練等を行う。

４ 火気使用器具の点検及び火気管理の励行を指導する。 

(1)各戸に対して火気使用器具、使用場所の点検を指導する。 

(2)各戸に対して易・可燃性物品の点検を指導する。 

(3)プロパンガスボンベの点検を指導する。 

５ 防災資機材等を整備する。 

地域の実情に応じて情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用

資機材等を整理しておく。 

６ 情報の収集、伝達体制を確立する。 

(1)町、消防本部等防災関係機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に地域住民に

対して伝達する体制を確立する。 

(2)地区ごとに収集伝達すべき情報を定めておく。 

東海地震注

意情報の発

表から警戒

宣言が発令

されるまで 

１ テレビ、ラジオ等で正しい情報を入手する。 

２ 地域住民に対して冷静な行動をとるよう呼びかける。 

 

警戒宣言が

発令されて

から地震発

生まで 

１ 自主防災組織の活動体制を確立する。 

(1)自主防災組織の編成を確認する。 

(2)自主防災組織本部を設置する。 

(3)自主防災組織の役割分担を確認する。 

２ 町、消防本部等防災関係機関から伝達された警戒宣言情報を、正確かつ迅速に地

域住民に対して周知する。 

３ 地域住民に対して住民のとるべき措置を呼びかける（第１節を参照のこと）。 

４ 防災資機材等を確認する。 

５ 幼児、児童、生徒、高齢者、病者の安全対策措置を呼びかける。 

６ 食料、飲料水の確保及び調達方法を確認する。 
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第３節 事業所のとるべき措置 

 

区 分 と る べ き 措 置                

平常時 

消防法により消防計画、予防規程を定めなければならない事業所はもとより、その他

の事業所においても、あらかじめ防災責任者（消防法で言う防火管理者にあたるもの）

を定め、防災計画を作成するものとする。 

防災計画作成上の留意事項は次による。 

１ 自衛防災体制の確立 

(1)防災責任者の選定及び自衛防災組織の結成 

(2)組織の役割分担の明確化 

２ 教育及び広報活動 

(1)従業員の防災知識の高揚 

(2)従業員の安否確認方法 

(3)従業員の顧客に対する安全対策措置に係る教育研修 

(4)従業員の帰宅対策 

３ 防災訓練 

災害時に備えた、情報連絡訓練、消火訓練、救出救護訓練、顧客の誘導訓練 

４ 危険防止対策 

(1)施設、設備の定期点検 

(2)商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒、落下防止措置 

５ 出火防止対策 

(1)火気使用器具、設備及び火気使用場所の定期点検 

(2)消防水利、機材の整備点検 

(3)商品の整備点検 

(4)易・可燃性物品の管理点検 

６ 消防資機材等の整備 

情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資機材等を整備する。

７ 情報の収集、伝達体制の確立 

(1)町、消防本部等防災関係機関から伝達された情報を、正確かつ迅速に顧客、従業

員に対して伝達する体制を確立する。 

(2)事業所の実情に応じた、収集伝達すべき情報を選定する。 

東海地震注

意情報の発

表から警戒

宣言が発令

されるまで 

１ テレビ、ラジオ等で正しい情報を入手する。 

２ 自衛防災体制を準備、確認する。 

３ 消防計画等により警戒宣言時にとるべき措置を準備、確認する。 

４ その他、顧客、従業員に対する安全対策措置等、必要に応じて防災措置をとる。

 

 

 

警戒宣言が

発令されて

から地震発

生まで 

 

 

 

 

１ 自衛防災組織の活動体制を確認する。 

(1)自衛防災組織の編成を確認する。 

(2)自衛防災本部を設置する。 

(3)自衛防災本部の役割分担を確認する。 

２ 情報の収集、伝達体制をとる。 

町、消防本部等防災関係機関及びテレビ、ラジオ等により入手した情報を正確か

つ迅速に顧客、従業員に対して伝達する。 

３ 危険防止措置を確認する。 

(1)施設、設備を確認する。 

(2)商品、設備器具、窓ガラス等の破損、転倒、落下防止措置を確認する。 

４ 出火防止措置を確認する。 
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区 分 と る べ き 措 置                

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒宣言が

発令されて

から地震発

生まで 

(1)火気器具等の使用は原則として自粛するものとし、やむを得ず使用する場合は、

小限とし、いつでも消火できる体制をとる。 

(2)火気使用場所及び周辺を確認する。 

(3)消防水利、機材を確認する。 

(4)易・可燃性物品を確認する。 

５ 防災資機材等を確認する。 

情報連絡用、初期消火用、水防用、救出救護用、給食給水用資機材等を確認する。

６ 食料品等生活必需物資を販売（取扱い）する事業所においては、生活の確保と混

乱防止のため、原則として営業を継続する。 

７ 不特定かつ多数の者が出入りする劇場、映画館、百貨店、旅館及び地下街の店舗

等においては、混乱防止のため、原則として営業を自粛する。 

８ 石油類、火薬類、高圧ガス等、出火、爆発等周辺地域に対して危険な影響を与え

る可能性のある事業所においては、原則として営業を自粛する。 

９ バス、タクシー及び生活必需物資を輸送する車両以外の車両の使用は、原則とし

て自粛する。 

10 一般事業所においては、原則として平常営業とするが、特に従業員を退社させる

必要のある事業所においては、駅、停留所、道路の混雑状況及び警戒宣言情報の

内容等を考慮して、時差退社させる。なお、近距離通勤者については、徒歩等に

よるものとし、原則として交通機関を利用しない。 

11 電話の使用を自粛する。 

県、町、放送局等防災関係機関に対する電話による問い合わせは控える。 

12 不要な預貯金の引き出しを自粛する。 
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大多喜町地域防災計画 

 

 

第３編 風水害等編 
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第１章 総則 

本編は、第１編総則で示された目的や基本的な考え方に基づき、集中豪雨や台風、竜巻など

に起因する被害を軽減し、住民の生命、身体及び財産を守ることを目的とし、平時からの災害

予防対策、発災時における災害応急対策及びその後の復旧・復興対策の基本について定め、防

災対策に万全を期するものとする。 

第１節 町域の保全 

本町は房総半島の内陸部に位置し、大雨、台風等による被害を受けやすい地形条件にあるが、

治水事業、治山事業等が計画的に推進されてきたこともあり、近年は風水害による被害は 小

限にとどめられているところである。 

しかしながら、都市化の進展、住民の生活様式の変化による水道、電気、ガス等ライフライ

ンへの生活の依存度の高まり、高齢化の進展などによる要配慮者の増加や、住民の相互扶助意

識の低下など、防災面に関する様々な課題が指摘されている。 

台風や集中豪雨、竜巻などの暴風の発生を防ぐことはできないが、災害時の被害を 小化す

る「減災」の考え方を基本とし、「命を守る」ことを 優先とした対策を講じていくものとする。 

１. 治水 

本町は、千葉県内の町村としては第 1 位の面積を持つが、その大部分が丘陵地であり、町の

中心として発展した旧城下町は、夷隅川中流域の平坦地に位置している。このため、ひとたび

河川がはん濫すると被害は多大なものとなるおそれがあることから、災害発生の可能性を軽減

し、又は発生した災害を 小限度にするために、各種防災・治水事業、河川改修事業等を推進

するとともに、流域の持つ保水・遊水機能の確保及び防災上安全な土地利用の誘導等の推進が

重要である。 

２. 治山 

本町を含む房総半島南部の山岳地帯は、地形が錯そうし、急流が多く、地質が軟弱なため崩

壊、崩落及び侵食が激しく、洪水はん濫、土砂流出等が見られるのみならず、小規模の地すべ

りも各所に起きて、道路、護岸等の公共施設や農宅地被害をしばしばもたらしている。 

このため、治山事業等の推進により森林を維持・造成し、山地からの土砂流出等を防ぎ、災

害の軽減・防止を図ることが重要である。 
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風 - 2 

第２節 浸水被害の想定 

千葉県では、平成 17年に改正された水防法（昭和 24年法律第 193 号）により、夷隅川と養

老川において、大雨によってはん濫した場合に、浸水が想定される区域について調査を実施し

た。 

本町は、養老川については浸水想定区域外であったが、夷隅川の浸水想定区域については、

大多喜町防災マップ（夷隅川浸水想定区域図）として公表しており、その災害規模を本計画の

前提条件とする。 
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第２章 災害予防計画 

第１節 防災意識の向上 

災害による被害を 小限にとどめ、被害の拡大を防止し、住民の生命、身体、財産を守るた

めには、防災関係機関の防災対策の推進にあわせて、住民一人ひとりが「自らの身の安全は、

自らが守る（自助）」ことを基本認識としながら災害についての正しい認識をもち、日頃から災

害時に冷静に行動できる力を身につけることが も重要なことである。 

このため、町、県、防災関係機関は、防災教育の推進に努めるとともに、特に台風シーズン

到来前などの時期をねらい、可能な限り多様な媒体を用いて防災及び減災思想の普及、啓発活

動を行い、住民の防災及び減災意識の向上を図るとともに、各地域の自主防災組織、各事業所

の防災体制の充実を図る。 

さらに、これら組織が災害時に円滑かつ的確に活動できるよう、実践的な防災訓練を積極的

に実施する。 

なお、防災知識の普及に当たっては、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者への広報にも十

分配慮するとともに、男女双方の視点を盛り込んだ分かりやすい広報資料の作成に努める。 

１. 防災教育 【総務課、教育課、生涯学習課】 

町は、児童生徒、各種社会教育団体や事業所の防災担当者、施設の防災要員等を対象に、学

校教育の場や講演会等により防災教育を推進し、防災知識の普及啓発を図るとともに、実践的

な防災行動力の向上に努める。 

(１) 学校における防災教育の実施 

防災教育は幼少期からの実施が有効であることから、安全教育の一環としてホームルーム

や学校行事を中心に、教育活動の全体を通じて行う。特に、発災時の危険、避難及び安全な

行動の仕方についての指導を行う。 

ア 学校行事としての防災教育 

防災意識の向上を図るため、防災に関する専門家や災害体験者の講演を実施する。 

イ 教科等による防災教育 

社会科教育や理科教育の一環として、自然災害の発生の仕組み、現在の防災対策、災害時

の正しい行動及び災害時の危険について教育を行う。また、自らの家庭、学校及び地域に関

する防災マップの作成等のテーマを通じて、身の回りの環境を災害の観点から見直すことに

より、防災を身近な問題として認識させる。 

ウ 教職員に対する防災研修 

災害時の教職員のとるべき行動とその意識、児童生徒に対する指導要領、負傷者の応急手

当の要領、火災発生時の初期消火要領、被災した児童の心のケア及び災害時に特に留意する

事項について研修を行い、その内容の周知徹底を図る。 

(２) 社会教育における防災教育の実施 

公民館等の社会教育施設において、防災教室などの防災学習の機会を設ける。また、ＰＴ
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Ａ等の各種社会教育団体の研修等において、防災に関する意識の啓発を図るように努める。 

(３) 事業所等の防災教育の実施 

事業所の防災担当者は、企業の社会的な位置づけを認識し、従業員等に対する防災研修や

防災教育を積極的に実施していく。 

(４) 防災上重要な施設における防災教育の実施 

ア 病院及び福祉施設における防災教育 

病院及び社会福祉施設の施設管理者は、要介護者の把握、避難誘導の訓練等、平常時から

十分な防災教育及び訓練活動を行うとともに、従業員及び入所者に対し、防災意識の高揚に

努める。また、夜間又は休日の発災に備え、近隣住民との共同訓練等により平常時から地域

との連携を深める。 

イ 観光施設、宿泊施設等における防災教育 

発災時の観光客の安全を図るためには、観光客への災害情報の周知及び避難誘導が も重

要である。このため、事業者は、従業員に対して消防設備、避難誘導、救出、救護等に重点

を置いた教育及び訓練を実施する。また、観光客には、災害時の避難等について掲示板、チ

ラシ等を通じて理解を得るよう努める。 

ウ その他不特定多数が集まる施設 

レクリエーション施設等不特定多数の人が集まる施設の管理者は、災害時に避難誘導、情

報伝達の他、各施設の特徴に応じた対策を迅速かつ確実に実施できるよう十分な防災教育及

び訓練を実施する。 

(５) 防災対策要員に対する防災教育 

ア 応急対策活動の習熟 

応急対策計画による被災者救護活動、情報収集活動、応急復旧活動等対策の周知徹底を図

る。 

イ 研修会及び講習会の開催 

学識経験者、防災機関の担当者等を講師とした研修会や講習会を開催していく。 

２. 過去の災害教訓の伝承 【総務課】 

町は、過去に起こった大規模災害の教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や

資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、住民に閲覧できるよう公開に努めるもの

とする。住民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自ら災害に備える手段を

講ずるとともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

３. 防災広報の充実 【総務課】 

平時から正しい知識を持ち、自ら考え行動する力を身につけるなど、自助・共助の取組みを

強化するため、町は、あらゆる広報媒体を活用し防災広報の充実に努める。特に、高齢者、障

害者、外国人等の要配慮者への広報に配慮し、男女双方の視点を盛り込んだ分かりやすい広報

資料の作成に努める。 

(１) 広報すべき内容 
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防災知識の普及に当っては、特に、住民及び災害関係職員に対して周知徹底を図る必要の

ある事項を重点的に普及するものとする。なお、普及すべき事項は、おおむね次のとおりで

ある。 

ア 災害時の心得 

災害が発生し、又は発生のおそれがあるときにおいて、あらかじめ各世帯が承知しておく

べき次の事項の周知に努めるものとする。 

(ア) 気象警報や注意報、気象情報などの種別と対策 

(イ) 避難する場合の携帯品 

(ウ) 避難予定場所と経路等 

(エ) 被災世帯の心得ておくべき事項 

イ 災害危険箇所等 

水害、土砂災害等の災害危険箇所の公表を行うとともに、町によるハザードマップの作成

を促進する。 

また、水防活動や避難行動の参考情報として県内の雨量や河川水位情報等を逐次公表する。 

ウ 災害予防の概要 

災害による被害が、各世帯における防災知識の徹底によって防止される事項、例えば台

風時における家屋の保全方法等については、それぞれ予想される災害シーズン前に各世帯

へ周知徹底するよう努めるものとする。 

エ 大多喜町地域防災計画の概要 

災害対策基本法第42条第４項に基づく「大多喜町地域防災計画」の要旨の公表は、大多喜

町防災会議が「大多喜町地域防災計画」を作成し、または修正した時に、その概要について

行う。 

(２) 実施方法 

ア ラジオ、テレビの利用 

防災知識の普及啓発は常時行うことが必要である。なお、季節的に発生が予想される災害

については、その季節の到来前に重点的に行う。 

イ 防災行政無線の利用 

防災行政無線、放送を利用して、防災知識、災害に関する資料放送、録音テープ又は放送

台本等の放送を随時行う。 

ウ 広報紙 

防災に関しての知識を深めるため、広報おおたきに、防災知識に関する事項を掲載する。 

エ 防災に関する講演会、説明会、座談会等の開催 

地震、台風、洪水、火災等に関する講演会、説明会、座談会を開催して防災意識の向上を

図るとともに、災害の予防対策に役立たせるため、随時住民及び町職員その他関係者を対象

として実施する。 

オ 学校教育 

児童生徒等の防災知識の普及と防災意識の向上を図るため、教材となる資料を提供する。 
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学校においては、児童生徒への防災教育の充実を図る。 

カ インターネットの活用 

ホームページ等を活用し、防災知識の普及を図る。 

(３) 報道機関との協力 

報道機関から防災に関する報道に当たり、資料の提供等の依頼を受けた場合は、積極的に

協力する。 

災害広報を行うに当たり、必要と認める場合は、報道機関に対し協力を依頼する。 

４. 自主防災体制の強化 【総務課、消防本部】 

発災直後の自助の取組みに加え、地域のつながりにより、自発的に救助活動や消防活動を行

う自主防災組織などの共助や事業所防災体制を強化するなど、地域コミュニティにおける防災

体制の充実を図る。 

(１) 自主防災組織の育成・地域防災ネットワークづくりへの支援 

災害による被害の防止又は軽減を図るためには、「自分たちの地域は自分たちで守る」と

いう共助として、住民の自主的な救助活動や防災活動、具体的には、住民自ら予防対策の推

進、出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難等を行うことが必要であり、特に高齢者、

障害者等の所在を把握し、救出救護体制を整備することが必要である。 

このため、町は地域住民による自主防災組織の設置促進と活性化を図ることとし、日頃か

ら大災害が発生した場合を想定した訓練の実施などを推進する。また、要配慮者の救出救護

体制の整備として、地域住民と協力して避難行動要支援者避難支援プランの策定を進めるこ

ととする。 

自主防災組織は、日頃地域活動に大きな役割を果たしている女性の経験や能力を活用する

とともに、十分な活動ができるよう各種資機材の整備の充実に努める。 

また、自主防災組織の災害時における迅速かつ的確な行動力の養成等を図るためには、継

続的な防災活動とそれを支える消防団、民生委員、小中学校、地域のボランティア等の地域

コミュニティによる防災ネットワークづくりが重要であり、町は県と協力してこれを促進す

る。 

■自主防災組織の活動形態 

平 

常 

時 

１ 防災知識の広報・啓発（地域ぐるみでの防災意識の醸成、家庭内の安全対策） 

２ 災害危険度の把握（土砂災害危険区域、地域の災害履歴、ハザードマップ） 

３ 防災訓練（個別訓練、総合訓練、体験イベント型訓練、図上訓練） 

４ 家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止、火気器具・危険物品・木造建物の点検） 

５ 防災資機材等の整備（応急手当用医薬品、消火用・救助用・防災資機材等の整備） 

６ 要配慮者対策（避難行動要支援者の把握、支援方法の整理など） 

７ 他団体と連携した訓練活動の実施（近隣の自主防災組織・消防団・福祉団体・企業などと

の合同訓練、学校等との避難所運営訓練） 

８ 避難者の健康管理及び感染症予防・栄養・食生活等の知識の啓発 
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発 

災 

時 

１情報の収集及び伝達（被害の状況、気象警報及び注意報、ライフラインの状況、避難勧告

又は指示など） 

２出火防止、初期消火 

３救出・救護（救出活動・救護活動） 

４避難（避難誘導、避難所の運営等） 

５給食・給水（避難所での食料や飲料水・救援物資の配分、炊き出しなど） 

(２) 事業所防災体制の強化 

ア 防災・防火管理体制の強化 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部（以下「消防本部」という。）は、消防法第 8 条の

規定に基づき、学校、病院等多数の人が出入りする施設について、出火の防止、初期消火体

制の強化等を指導する。 

また、高層建築物、雑居ビル等の防災体制については、消防法第8条の2の規定により、共

同防火管理体制が確立されるよう指導するとともに、発災時には事業所の共同防火管理協議

会が中心となった防災体制がとられるよう指導する。 

なお、平成 21年 6月から、百貨店・ホテル・オフィスビル等多数の人が利用する大規模・

高層の建築物等については、消防法第 36条の規定により防災管理者の選任、防災管理に係る

消防計画の作成、自衛消防組織の設置及び防災管理点検報告の実施が義務付けられたことか

ら、消防本部は、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保するよう指導す

る。 

イ 危険物施設及び高圧ガス施設等の防災組織 

危険物施設は、災害が発生した場合、周囲に及ぼす影響が大きいことから、事業所の自主

防災体制の強化及び相互間の応援体制を確立する。また、高圧ガスには爆発性、毒性等の性

質があり、災害によって高圧ガス施設等に被害が生じた場合には防災機関のみでは十分な対

応を図ることができないことが考えられる。 

このため、消防本部は危険物施設等管理者に対し自主防災体制の確立を図るよう指導する。 

ウ 中小企業の事業継続 

町は、災害等の危機管理対策の取組が遅れている中小企業者等を対象に、事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）の策定について、普及啓発と取組の促進を図る。 

５. 防災訓練の充実 【総務課】 

町は、災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、各防災関係機関相互及

び地域の自主防災組織や住民との協力体制の確立に重点を置いた総合訓練や各個別訓練を次

のとおり実施する。 

実施に当たっては、風水害及び被害の想定を明らかにするとともに通信や交通の途絶、停電

等、様々な条件を設定し、参加者自身の判断が求められるなど実践的なものとなるよう工夫す

る。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにしてその改善に努める。 

(１) 水防訓練 

町は、その水域に関する計画に基づく水防活動の円滑な遂行を図るため、次の方法により



大多喜町地域防災計画 第３編 風水害等編 
第２章 災害予防計画                                               

 

風 - 8 

水防に関する訓練を実施するほか、必要に応じ広域洪水等を予想して水防管理団体が連合し、

合同で訓練を実施するものとする。 

ア 実施時期 

洪水が予想される時期前の も訓練効果のあがる時期を選んで実施する。 

イ 実施地域 

河川危険箇所等洪水のおそれのある地域において実施する。 

ウ 方法 

実施に当たり、関係機関が緊密な連絡をとり、必要に応じて他の関連する訓練と併せて実

施する。 

(２) 消防訓練 

消防本部は、消防に関する計画に基づく消防活動の円滑な遂行を図るため、消防訓練を実

施する。 

(３) 避難等救助訓練 

町及び関係機関は、関係の計画に基づく避難その他救助の円滑な遂行を図るため、水防、

消防等の災害防護活動と併せ、又は単独で訓練を実施するものとする。なお、学校、病院、

鉄道、社会福祉施設、工場、事業所等にあっては、収容者等の人命保護のため、特に避難に

ついての施設を整備し、訓練を実施するものとする。また、地域の自主防災組織や住民の参

加を得て、地域の実情に即した避難訓練を行うことも必要である。 

(４) 総合防災訓練 

町、県及び防災関係機関は合同して、各種の総合防災訓練を実施する。 
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第２節 水害予防対策 

台風や集中豪雨などに起因して発生する水害から、住民の生命、身体、財産を守るため、河

川改修等の治水事業を実施し防災対策の推進を図る。 

１. 水害予防計画 【総務課、企画財政課、建設課、産業振興課、消防本部、夷隅土木

事務所】 

(１) 森林の水源かん養機能等におる流出抑制対策 

町は、県が策定する千葉南部地域森林計画書に基づき、県と連携して森林の整備に努める

とともに、立木の伐採制限、植栽義務を課する等により、水源かん養機能を高め、洪水等を

未然に防止するほか、治山事業の実施により、山地崩壊の防止及び復旧、水源かん養のほか

土砂流出防止等の機能を高めるよう努める。 

(２) 農作物等の水害予防対策 

町は、夷隅農業事務所、いすみ農業協同組合等と連携し、以下の事項を考慮して営農上の

水害予防対策を講ずる。 

ア 水害の気象的条件 

降雨による災害の発生は総雨量だけでなく、降雨継続時間が大きな要因となる。一般には

同程度の雨量でも短時間に集中して降った場合に被害がより大きくなる。 

大雨の降り方と水害の規模には次の３つのタイプがある。 

(ア) 短時間強雨 

雷雨など、短時間に降る強い雨によって、低地の浸水、土石流、山・がけ崩れなどが多

発する。 

(イ) 短時間強雨を含む大雨（集中豪雨） 

台風、低気圧、前線活動による大雨（強雨を伴う）で、山・がけ崩れ、中小河川の洪水・

はん濫など大きな災害に結びつくことが多い。 

(ウ) 一様な降り方の大雨 

前線活動などによる大雨が持続することにより河川が次第に増水し、低地の浸水や洪水 

などの災害に結びつく。雨の降り始めから災害発生までには時間的余裕がある。 

イ 水害に対する恒久的な防ぎ方 

(ア) 農林業経営の立場からの対策 

豪雨や長雨の時期を考慮する、水害に対してして抵抗力のある作物を栽培するなど、農

業経営（価格差等）及び水害リスクを考慮した経営等を行う。 

(イ) 農林土木からの対策 

農産物の被害や農地、農林用施設の被害を未然に防止するための防災事業を実施する。 

ウ 水害に対する応急的な防ぎ方 

(ア) 水害直前の対策 

・河川堤防の補強、土俵の配置、臨時の築堤 

・ポンプ排水、ダム放流による洪水調節、等 
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(イ) 水害直後の対策 

・水路内の阻害物の除去 

・排水ポンプ等にる耕地の停滞水の除去 

・客土による根株の固定 

・収穫期農作物の早期収穫と乾燥 

・病害虫防除対策 

・回復の見込みのない作物の早期除去、等 

エ 水害等に対する事前対策 

・基幹的な排水施設の事前運転 

・気象情報の入手と対策の実施、等 

(３) 雨水排水の流出抑制 

県では、宅地開発による雨水の流出量の増大に対処するため、従来、調整池を設置し、流

出量の増加を抑制してきたが、地下水のかん養、平常時における河川流量の保全、ヒートア

イランド現象の緩和等、水循環の保全・再生を目的に貯留浸透施設の導入を考慮した「千葉

県宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引き」を平成 15年に策定した。町は、

同手引きに基づき県の指導を受け、雨水排水の流出抑制対策を推進する。 

(４) 浸水予想区域の調査及び周知 

ア 危険区域の調査把握 

町及び県は、水害による被害の軽減を図るため、水害が発生するおそれのある地域をあら

かじめ調査し、危険区域の把握に努める。 

イ 浸水予想区域等の公表 

町は、水害の危険性を正しく認識してもらうために、洪水ハザードマップや広報誌等によ

り、一般住民に対し、浸水予想区域や避難所等の周知に努めるものとする。 

また、洪水ハザードマップを作成するに当たっては県から県管理河川の浸水実績図や浸水

予想区域図等の提供や指導を受けて作成する。 

(５) 高齢者等利用施設等の避難計画の作成 

水防法第 15条の規定に基づき、河川管理者より指定された浸水想定区域内に存在する高齢

者、障害者、乳幼児等の要配慮者利用施設等の所有者又は管理者は、利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るための避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自

衛水防組織の設置を行うこととする。 

(６) 道路災害による事故防止 

ア 道路防災施設等の整備 

台風や集中豪雨等により落石、法面崩落、道路冠水等のおそれのある箇所について防災施

設等の整備を進めることにより、災害に強い道路づくりに努める。 

イ パトロールの実施 

道路交通の危険防止と交通安全の確保のため、「千葉県道路パトロール実施要領」により、

パトロールの実施の徹底を図る。 
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ウ 異常気象時における交通規制 

異常気象時において、道路災害による事故を未然に防止するため、降雨出水等により道路

状態が悪く、がけ崩れ、道路損壊等が予想され、交通の安全が確保できない場合は、道路法

第４６条の規定による通行の禁止又は制限を行う。また、雨量が規制基準値に達したときは、

「異常気象時における道路通行規制要領」に基づく交通止めの措置をとる。 
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第３節 土砂災害予防対策 

土砂災害の防止に関しては、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律」（以下「土砂災害防止法」という。）、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」

（以下「急傾斜地法」という。）、「砂防法」等に基づいた対策に努めるものとする。 

１. 土砂災害防止法に基づく対策の推進 【総務課、建設課、産業振興課、夷隅土木事

務所】 

土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）から住民の生命及び身体を保護するため、

土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発

行為の制限を行うことを趣旨とする「土砂災害防止法」が平成 13 年４月に施行された。この

法律の趣旨に則り以下の手続きを推進する。 

(１) 土砂災害危険箇所カルテの整備と危険箇所の公表 

町は、県の作成する砂災害危険箇所カルテ（斜面カルテ、土石流危険渓流カルテの総称）

の整備に協力し、土砂災害危険箇所の把握に努めるものとする。 

県は、土砂災害危険箇所を県のホームページで公表するとともに、インターネットに不慣

れな高齢者等にも周知するため、土砂災害危険箇所マップを作成する。町はこのマップを公

民館等の公共施設で配布し、周知に努める。 

(２) 基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある土地、

当該土地のうち建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ

る土地について、その土地の利用状況、人家、公共施設等の状況、過去の災害実態等につい

て調査する。 

(３) 土砂災害警戒区域等の指定 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生命又は身体に危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」

として指定する。 

ア 土砂災害警戒区域 

「土砂災害警戒区域」は、土砂災害が発生した場合には、住民等の生命又は身体に危害が

生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するため

に警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として、政令で定める基準に該当するものを知

事が町長の意見を聴いた上で指定する。 

イ 土砂災害特別警戒区域 

「土砂災害特別警戒区域」は、警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合には、建築物に

損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の

区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制すべき土地の区域とし

て、政令で定める基準に該当するものを知事が町長の意見を聴いた上で指定する。 

  ＜資料編 土砂災害警戒区域一覧表＞ 
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(４) 土砂災害警戒区域等における危険回避のためのソフト対策 

ア 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるよう警戒避難体制の

整備を図る。 

イ 居室を有する建築物は、想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか

建築確認を行う。 

ウ 住宅宅地分譲や、要配慮者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限

って許可する。 

エ 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者に対して、移転等の勧告を図る。この

移転等が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又は、その斡旋に努める。 

(５) 緊急調査及び土砂災害緊急情報 

県は、地滑りを発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況となった

場合、緊急調査を実施し、その結果に基づき重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時

期を明らかにする。 

緊急調査の結果、自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫

した危険があると認めるとき、または当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が

明らかに変化したと認めるときは、当該緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される

土地の区域及び時期に関する情報（土砂災害緊急情報）を町長に通知するとともに、一般に

周知させるために必要な措置を講ずる。 

２. 土砂災害に対する警戒避難体制の整備 【総務課、建設課、産業振興課】 

(１) 土砂災害に関する情報の収集 

町及び県は、平常時から土砂災害危険箇所や砂防施設等を巡視することにより、危険箇所

や施設等の状況把握に努めるとともに、台風及び豪雨等により大雨が予測されるときは、住

民、警察、消防団等から土砂災害発生の前兆現象や災害発生等の情報を収集する。 

(２) 警戒避難体制の整備等 

町は、主として以下の項目に留意して土砂災害に対する警戒避難体制を整備するものとし、

県は、これらについて町に対し、必要な支援を行なうものとする。 

ア 町は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達等土砂災害を防

止するために必要な警戒避難体制に関する事項を地域防災計画に定めるとともに、要支

援者の円滑な警戒避難に資する土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めるものとする。 

また、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難体制を確保する上で必要な事項を住民

に周知させるため、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を講ずるも

のとする。 

イ 町は、土砂災害警戒情報が発表されたときは、体制の強化を図り、土砂災害発生の切迫

性や危険度の推移が分かる補足情報、前兆現象も参考にして、土砂災害が発生するおそ

れがある箇所（降雨により土砂災害発生の危険性が高まった箇所）を特定し、的確に避

難準備情報、避難勧告等を発令する。特に避難準備情報は、要配慮者等が避難を開始す

るための情報であることから、町は、当該要配慮者の避難に要する時間を的確に把握す
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るよう努めるものとする。 

ウ 町は、土砂災害警戒区域内において要配慮者施設が設置されている場合は、当該施設に

対し、土砂災害に関する情報、予報及び警報、避難勧告等の情報の伝達方法を定めると

ともに、当該区域内における在宅の要配慮者に対する避難支援体制の確立に努めるもの

とする。 

エ 町は、土砂災害警戒区域の指定がされていない土砂災害危険箇所についても、指定区域

における対応に準じた警戒避難体制の整備に努めるものとする。 

(３) 土砂災害警戒情報の発表 

県及び銚子地方気象台は、気象業務法及び災害対策基本法に基づき、迅速かつ的確な土砂

災害警戒情報の発表のための体制整備に努める。 

３. 防災知識の普及啓発 【総務課】 

(１) 町及び県は、住民に対しインターネット、広報紙、パンフレット等多様な手段により、

土砂災害に関する知識の普及と防災意識の向上を図るものとする。また、全国的に実施

される土砂災害防止月間等において、土砂災害から身を守るため、防災訓練の実施に努

める。 

(２) 県は、土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域の指定箇所を公表する。町は、当該箇所

が土砂災害発生のおそれのある箇所であることを対象地域の住民等に対し周知すること

により、住民の防災知識の普及啓発に努める。 

４. 急傾斜地災害等の防止 【総務課、企画財政課、建設課、産業振興課、夷隅土木事

務所】 

(１) 急傾斜地崩壊対策 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

崩壊するおそれのある急傾斜地は、県知事に対し急傾斜地崩壊危険区域の指定の促進を図

るものとする。 

なお、急傾斜地崩壊危険区域の指定基準は、次のとおりである。 

■急傾斜地崩壊危険区域指定基準 

次の各号に該当するがけについて、知事が必要と認めるもの。 

① 急傾斜地の勾配が 30度以上のがけ 

② 急傾斜地の高さが５ｍ以上のがけ 

③ 急傾斜地の崩壊により、危害が生ずるおそれのある人家が５戸以上あるもの、又は

５戸未満であっても、官公署・学校・病院・旅館等に危害を生ずるおそれのあるもの

 

イ 行為の制限 

県は、急傾斜地における災害を防止するため、急傾斜地法に基づき崩壊を助長するような

行為の制限、防災措置の勧告及び改善措置の命令等を行う。 

また、急傾斜地崩壊危険区域内の居住用建物については、建築基準法及び千葉県建築基準
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法施行条例に基づく災害危険区域の指定により、建築物の建築制限を行う。 

ウ 防止工事の実施 

県は、急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対し、急傾斜地の土地所有者、管理者及び被

害を受けるおそれのある者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められ、かつ、

急傾斜地法に基づく工事採択基準に適合するもののうち、緊急度が高く、地域住民の協力が

得られるものから順次、法面防護工、排水工等の防止工事を実施する。 

エ 急傾斜地崩壊危険箇所における施設整備の向上 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇

所について急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①要配慮者関連施設に係る危険箇所②避難所や

避難路を有する危険箇所③崖の状態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設整

備を実施する。 

  ＜資料編 急傾斜地崩壊危険箇所一覧表＞ 

(２) 土石流対策 

土石流危険渓流とは、土石流が発生するおそれのある渓流をいい、一般的には渓流の勾配

が約 15度以上の急勾配をなす地域をもち、渓流の中に多量の不安定な土砂がある渓流をいう。 

これらの渓流について、砂防法第２条により土石流の発生を助長するような行為を制限す

るため砂防指定を促進し、土石流が発生するおそれの高い箇所や保全対象の多い箇所から防

止工事を実施する。 

＜資料編 土石流危険渓流一覧表＞ 

(３) 山地災害対策 

山地災害危険地区とは、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出による災害が現に発生し、又は発生

する危険のある箇所で、人家又は公共施設に被害を及ぼすおそれのある地区をいう。 

現在本町における山地災害危険地区と思われる箇所は、資料のとおりである。 

これらの危険地区については、降雨等により崩壊の可能性が高く、早急な予防対策を必要

とする箇所から県と協議し、計画的に治山事業の実施を図る。 

  ＜資料編 山地災害危険地区一覧表＞ 

(４) 宅地造成地災害対策 

ア 規制区域の指定等 

宅地開発事業を行おうとする者は、都市計画法又は宅地開発事業の基準に関する条例の規

定により県の許可又は確認を必要とする。 

また、県は宅地造成工事に伴う災害の未然防止を図るため、宅地造成等規制法に基づき宅

地造成工事規制区域の指定を行い、同区域内において、宅地造成に関する工事を実施しよう

とする者は県の許可を必要とする。 

イ 宅地造成工事の指導 

町は、県の宅地開発等の開発行為に関する次のような指導等に基づき、宅地開発等が誘因

となる災害を未然に防止していく。 

(ア) 災害危険区域（建築基準法第 39条）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第 3条）
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及び急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法第 3 条）については、原則として宅地造成

の工事区域から除外し、工事を規制する。 

(イ) 宅地造成により生ずる人工がけ面は、その高さ、勾配、土質に応じ擁壁の設置その

他の保護措置を講ずる。 

(ウ) 宅地造成工事区域内の地盤が軟弱である場合は、地盤改良の措置を講ずる。 

５. 孤立集落対策の推進 【総務課】 

町は、孤立するおそれのある地区を把握し、必要に応じ県に支援を要請し、予防措置等の対

策を講ずる｡ 

町は、災害時に孤立するおそれのある地区について、以下の対策を講ずる。 

・ 集会所等への非常用食料、飲用水の備蓄を行う。 

・ トランシーバー等の外部との 低限の通信手段を確保する。 
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第４節 風害予防対策 

台風や、冬期の季節風、その他局地的な暴風が発生した場合、風害による人的被害、住家等

建物被害及び農作物被害が発生する。 

過去の台風や竜巻等における人的被害、建物被害を踏まえ、これらに関する知識の普及啓発

を図る。 

また、農作物等の風害を防止又は軽減し、併せて電力施設や通信施設における風害被害の予

防対策を推進する。 

１. 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発【総務課、消防本部】 

町は、台風・竜巻等による風害を 小限にとどめるため、住民や事業者等に対して、以下に

ついて普及啓発を図る。 

(１) 気象情報の確認 

気象庁が発表する警報や注意報、気象情報などの防災気象情報については、平時から、テ

レビ・ラジオ等により確認することを心掛けること。 

なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前に注意を呼びかける「予告的な

気象情報」と「雷注意報」、竜巻等の激しい突風が発生しやすい気象状況になった時点の「竜

巻注意情報」があり、各地の気象台から発表される。各気象情報の内容は次表のとおりであ

る。 

■突風に関する気象情報 

気象情報 内  容 

予告的な気象情報

 低気圧の発達などにより災害に結びつく気象現象が予想される場

合、半日～１日程度前に「大雨と雷及び突風に関する○○県気象情

報」等の標題で予告的な気象情報が発表される。 

 竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、「竜巻など

の激しい突風」と明記して注意を呼びかける。 

雷注意報 

 積乱雲に伴う激しい現象（落雷、ひょう、急な強い雨、突風など）

の発生により被害が予想される数時間前に発表される。 

 竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、注意報本文

の付加事項に「竜巻」と明記して特段の注意を呼びかける。 

竜巻注意情報 

 気象ドップラーレーダーの観測などから、竜巻などの激しい突風

が発生しやすい気象状況になったと判断されたときに発表される。

 雷注意報を補完する気象情報であり、発表から１時間の有効時間

を設けている。有効時間の経過後も危険な気象情報が続くと予想し

た場合には、竜巻注意情報を再度発表する。 

竜巻発生確度 

ナウキャスト 

 気象ドップラーレーダーの観測などを利用して、竜巻等の激しい

突風の可能性のある地域分布図（10 ㎞格子単位）で表し、その１時

間後までの移動を予測する。 

 平常時を含めて常時 10分毎に発表される。 

 発生確度は「竜巻が現在発生している（または今にも発生する）

可能性の程度」を示すものである。 
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(２) 身を守るための知識 

台風から身を守るためには、正確な気象情報を収集し、早めに安全な場所に避難すること。 

また、避難する時間が少ない竜巻等から身を守るためには、次のことを心掛け、頑丈な建

物内に移動するなど、安全確保に努めること。 

ア 竜巻が発生するような発達した積乱雲の近づく兆し 

(ア) 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる 

(イ) 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする 

(ウ) ヒヤッとした冷たい風が吹き出す 

(エ) 大粒の雨やひょうが降りだす 

イ 発生時に屋内にいる場合 

(ア) 窓を開けない、窓から離れる、カーテンを引く 

(イ) 雨戸・シャッターを閉める 

(ウ) １階の家の中心に近い、窓のない部屋に移動する 

(エ) 頑丈な机やテーブルの下に入り、両腕で頭と首を守る 

ウ 発生時に屋外にいる場合 

(ア) 車庫・物置・プレハブを避難場所にしない 

(イ) 橋や陸橋の下に行かない 

(ウ) 近くの頑丈な建物に避難する、又は頑丈な構造物の物陰や近くの水路やくぼみに身を伏

せ、両腕で頭と首を守る 

(エ) 電柱や太い樹木であっても倒壊することがあり危険であるため近づかない 

２. 農作物等の風害防止対策 【産業振興課】 

台風、冬期の季節風、その他局地的な強風等による農作物等への被害を防止するため、以下

の予防対策を推進する。 

(１) 風害の恒久的対策 

ア 防風林の設置 

防風林は、風害を起こす風向きに対して直角に、またできるだけ長く連続して設置する必

要がある。林帯の幅は樹高の５倍程度、実距離で 30ｍ程度が望ましいが、農業地では 10ｍ

程度までが一般的である。 

防風林用の樹種としては、土地の気候風土に適応し、成長が早く旺盛で、樹高が高く、幹・

枝が強く折れにくい樹種が望ましい。一般的な防風林用の樹種としては、クロマツ、スギ、

ヒノキのほか、シラカシ、エンジュ、ヤブツバキ、マサキ、アオキなどがある。 

イ 防風垣の設置 

(ア) 果樹園の周囲に設置するが、風向、風質、風速等により園を細分して囲う必要があ

る。なお栽植果樹に接近するので、養水分の競合を起こさせない樹種を選ぶこと。 

(イ) 幅員及び高さ 

一列植とし１～1.5ｍ幅で高さは一定しないが３～９ｍ位とする。なお下葉の枯上りを防

ぐため栽植距離その他管理に万全をつくすこと。 
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■防風しょうによる風速分布断面図（白鳥基準風速を 100 とする） 

 

 

 

 

 
ウ 多目的防災網の設置 

果樹は、風害対策として、防風林やネットを設置してきたが、 近は、風だけでなく、降

雹、害虫、鳥などを防ぐ多目的に利用できる多目的防災網が開発され、普及しつつある。 

この多目的防災網を的確に使用することで、ナシ等の果樹の風害等の被害を未然に防ぐこ

とが可能となる。 

強風害及び降雹を伴う強風害を防ぐために、適期に多目的防災網を設置する必要がある。 

３. 電力施設の風害(強風)防止対策 【東京電力(株)】 

(１) 災害予防計画目標 

建物に対する風圧力は建築基準法による。 

送電、配電、通信の各設備に対する風圧荷重は、電気設備技術基準の各該当項目による。

なお、変電設備の屋外鉄構については風速 40m/sとしている。 

(２) 防災施設の現況 

各設備とも、災害予防計画目標に基づき次により設置している。 

ア 送電設備 

支持物及び電線の強度は、風速 40m/s（地上 15ｍ）を基準にし、風速の上空逓増を考慮し

た風圧に耐え得るよう設計している。 

倒木等による事故を防止するため、平常時から風害発生のおそれのある樹木の伐採に努め

る。 

電線路に接近して倒壊し易い工作物（例えばテレビアンテナ等）を設置しないよう、平常

時からＰＲして一般の協力を求めるが、やむを得ない場合は、倒壊する事がないように施設

の強化を依頼する。 

イ 変電設備 

近の標準設計では、屋外鉄構の強度は風速 40m/s の風圧に耐え得るものにしている。 

ウ 配電設備 

電柱および電線の強度は、風速 40m/s の風圧に耐え得るように設計し、その他については

送電設備に準じている。 
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エ 通信設備 

無線のアンテナ支持物に対する強度は、前記のとおり電気設備技術基準によっている。 

(３) 防災事業計画 

全般計画及び実施計画は、各設備とも「防災施設の現況」に準じ実施するよう努める。 

４. 通信施設の風害(強風)防止対策 

(１) 局外設備 

過去の発生地域の調査検討により、重複災害の発生を防ぐため、設備の２ルート化及び地

下化を推進する。 

(２) 局内設備 

風害時の停電による通信機器用電源の確保対策を計画的に推進する。このため、大局にお

ける予備エンジンの整備、小局の可搬型電源の配備の重点的実施と移動電源車の配備を実施

する。 

(３) 空中線 

無線のアンテナ支持物に対する強度は、電気設備技術基準又は鋼構造物設計基準によって

いる。 
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第５節 雪害予防対策 

本町は豪雪地帯ではないため、家屋が倒壊するような大規模な被害は想定されないが、降雪

に慣れていないことから、道路の凍結などの社会機能の低下が危ぶまれるほか、特に農作物に

被害が出ることなどを鑑み、これらの被害を防止又は軽減するための対策を行う。 

１. 道路雪害防止対策 【建設課、産業振興課】 

(１) 雪崩防止対策 

本町は、積雪量が少ないために、特別な施設事業はないが、必要に応じて行うものとする。 

(２) 除雪区分（倒木処理含む） 

以下のとおりとする。 

ア 除雪区分 

(ア) 車道部 

道路種別 除 雪 区 分 実 施 内 容 

一級町道 ２車線の確保を原則と

し、バスの停留所などは

拡幅する。夜間除雪は原

則として行わない。 

２車線の 小幅を確保し、路面の維持作業は必

要の限り実施し、特別の場合、待避所を設け１

車線交通になることがある。 

二級町道 現道の確保を原則とし、

バスの停留所などは拡

幅する。夜間除雪は原則

として行わない。 

現道幅を確保し、路面の維持作業は必要の限り

実施し、特別の場合、待避所を設け１車線交通

になることがある。 

 

(イ) 歩道部及び歩道橋 

歩道は、通学路を優先とし、除雪に努める。 

なお、除雪対象の積雪量は定めないが、歩行者に危険のないよう処置する。 

イ 除雪路線 

(ア) 町道 

町道の除雪路線は、次のとおりである。しかし、路線の性格、地域並びに気象条件を考

えて決定する。 

道路種別 一 級 町 道 二 級 町 道 そ の 他 町 道 合  計 

路 線 数 ９ ９ ５ 23 

実 延 長 17.8 ㎞ 14.7 ㎞ 6.6 ㎞ 39.1 ㎞ 

(イ) 農道 

農道の除雪路線は、次のとおりである。 

・一般農道（国道 297 号線川畑地先から県道勝浦上野大多喜線田代地先を結ぶ一般農道

川畑地区及び平沢地区）  

  ＜資料編 除雪路線＞ 

(３) 除雪作業 

ア 町がタイヤショベル類の機械による除雪と人力による融雪剤等の散布を実施する。 
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イ 融雪時の夜間凍結による「スリップ」防止については、通行制限の実施等必要な措置及

び砂、散布剤等の諸資器材の準備など道路管理体制の整備を行っておく。 

２. 農作物等の雪害防止対策 【産業振興課】 

農作物が雪害を被る場合はいろいろあるが、これを分類すると、積雪の重さによるもの、積

雪の沈降によるもの、積雪の移動によるもの、長期積雪によるもの、積雪の崩壊によるものの

五つに分けることができる。なお、このほかにも間接的には、雪解けによる洪水又は積雪によ

る冷水の涵養によって生ずる冷水害などがあげられる。 

(１) 野菜について 

ア 事前対策 

(ア) ビニールハウスは、構造が簡単であるため強度が弱く、中でも連棟ハウスや年数を

経過しているものはさらに弱いので、丸太等で各部を十分補強し、倒壊の防止に努

める。 

(イ) ビニールハウスは、積雪 20cm 以上になると倒壊の危険があるので、屋根の除雪に注

意すると同時に、暖房器具の設置してあるものは、事故に留意して加温調節を行い、

トンネル栽培についてもハウスと同様に除雪を行う。 

イ 事後対策 

(ア) 降雪後は急激に気温が低下することが多いので、ビニールハウスやトンネルに定植

したものは寒害を予防するため、夜間の保温に注意を要するが、この際、暖房器具

の故障、調整等に注意しなければならない。 

(イ) 露地野菜も降雪による凍害を受けやすいので、できる限り除雪及び融雪に努め、融

雪後は追肥、薬剤散布等によって発育の回復を早めるようにする。 

(２) 果樹について 

ア 事前対策 

(ア) 降雪荷重による枝折れ、裂傷及び倒伏を避けるために支柱を立てること。降雪中に

竹竿等を利用して枝をゆさぶり、雪を落とすことが必要で、特に結果樹の除雪は大

切である。 

(イ) 降雪後の寒風害を防止するため、防風林、暴風網の設置、整備を行うこと。また、「寒

冷紗（カンレイシャ）」や「コモ」で樹を被覆する。ただし、被覆はかけ方によって

逆に荷重が加わって被害を大きくするので、樹の上部をトンガリ帽子状に被覆する。

また、幼木の被覆は１樹１束とする。 

イ 事後対策 

(ア) 融雪が遅れると、枝折れ、裂傷のほか生理障害を起こすことがあるので、雪の上に

黒土、灰等をまいて融雪を促進する。ただし、雪で埋まった幼木や下枝の除雪は、

気温が低い場合に行うとかえって冷害をうけるので注意する。 

(イ) 融雪期間が長くなると、湿害が起こりやすいので溝を掘って排水をよくする。 

(ウ) 裂傷樹は、折れた部分で切取り、剪定時に切りもどし、切口を削って保護剤を塗る

か裂傷した樹を結束し、保護剤を塗り支柱を立てる。 
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(３) 花きについて 

ア 事前対策 

(ア) ハウス等の施設については、積雪荷重による被害を防ぐため、支え木をハウスの内

側に打ちつける。特に、パイプハウスは、屋根部が弱いので中柱を立てて補強する。 

(イ) ハウス屋根の積雪は、20㎝を超えると倒壊の危険があるので、時々払い除く。 

(ウ) ハウス内の作物の保護は、暖房器具に注意し、停電等による中断や、たき過ぎに特

に注意する。 

(エ) 露地ものについては、支柱を立て、フラワーネット等を張って倒伏から守る。 

イ 事後対策 

(ア) 降雪後は、直ちに除雪を行い、晴天の日は、日覆をして直射光線による害から守り、

また除雪とともに融雪に努め、施設付近に堆積しておかないこと。 

(イ) 露地ものについては、降雪後くん炭等をまいて融雪に努め、湿害から守る。 

３. 電力施設雪害防止対策 【東京電力(株)】 

(１) 送電設備 

経過地の状況に応じ、着雪量、脱落条件を綿密な調査検討により想定する。これにより想

定される着雪荷重に対処して、電線及び支持物の強度を適切に定め、また、不均一着雪、ス

リートジャンプ及びギャロッピングによる短地絡事故防止のため、電線配列の適正化や難着

雪対策等必要な措置を講ずる。 

(２) 配電設備 

難着雪対策を施した電線を高圧電線に適用している。 

４. 通信施設雪害防止対策 【東日本電信電話(株)・(株)ＮＴＴドコモ千葉支店・ＫＤ

ＤＩ(株)】 

水害、風害防止対策に準じ、局外設備、局内設備対策を実施するとともに、通信施設途絶時

の対策として、可搬型無線機を配備している。 
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第６節 火災予防対策 

火災を予防し、その被害の軽減を図るための対策を推進する。 

なお、多数の死傷者等が発生するような大規模な火災を想定した対策については、第５編大

規模事故編の大規模火災に関する計画に、林野火災を想定した対策については、同編の林野火

災に関する計画によるものとする。 

１. 火災予防に係る立入検査 【消防本部】 

消防本部は、３月１日から７日間の春季、及び11月９日から７日間の秋季の火災予防運動期

間中を重点的に、消防法第４条の規定により防火対象物の所有者等に対して火災予防上必要な

資料の提出を命じ、又は防火対象物に立ち入って検査を実施し、火災予防の徹底を図る。 

立入検査の主眼点は次項に示すとおりである｡ 

(１) 消防法令に基づき、適正な防火管理体制がとられ、必要な業務が行われているか。また、

消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・その他消火活動上必要な施設が、消防法令で

定める基準どおり設置・維持管理されているかどうか。 

(２) 炉・厨房設備・ストーブ・ボイラー・乾燥設備・変電設備等火気使用設備の位置、構造及

び管理の状況が、夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例（以下、「条例」という。）

で定める基準どおり確保されているかどうか。 

(３) こんろ・火鉢等火を使用する器具及びその使用に際し、火災発生のおそれのある器具の取

扱状況が、条例どおり確保されているかどうか。 

(４) 劇場・映画館・百貨店等公衆集合場所での裸火の使用等について、条例に違反していない

かどうか。 

(５) 指定数量未満の危険物、指定可燃物等の貯蔵取扱の状況が、条例に違反していないかどう

か。 

(６) その他残火、取灰の不始末、たき火の禁止等屋外における火災予防事項、及び火災警報発

令下における火の使用制限等が遵守されているかどうか。 

２. 住宅防火対策 【消防本部】 

住宅火災の予防とその被害の低減を図るため、消防本部は、関係団体等と連携し、住宅用防

災機器の普及・促進や、住宅防火意識の普及啓発等を行う。 

特に、住宅火災による死者数の低減に有効な手段である住宅用火災警報器が、町内全ての住

宅に設置されるよう、普及促進に努めるとともに、防炎製品の活用を推進する。 

さらに、復電時における通電火災等を防止するため、関係機関と連携し、出火防止対策を推

進する。 

(１) 住宅用防災機器等の展示 

(２) 啓発用パンフレットの作成 

(３) 講演会の開催 
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３. 消防組織及び施設の整備充実 【消防本部、消防団】 

(１) 消防組織 

消防本部は消防職員の確保を、町は消防団員の確保を推進するとともに、消防署等の消防

組織の充実強化を図る｡ 

(２) 消防施設等の整備充実 

町及び消防本部が作成した消防施設整備計画に基づき、充足率や財政力等、町の実情を勘

案しつつ、実態に即した消防施設等の整備強化を促進する。 

４. 火災予防についての啓発 【消防本部、消防団】 

(１) 火災予防運動 

消防本部は、春季及び秋季火災予防運動において、火災予防思想の普及のため町内または

管内では次のような啓発活動を実施する。 

ア 防災行政無線、広報誌、消防団による啓発 

イ 消防団による消防演習の実施 

(２) 防災・防火管理者講習会、防火座談会、防火映画会の開催 

(３) 危険物施設、建築物、危険物車両等の査察 

(４) 商店街、小学校、保育所、デパート、病院等の消火・避難訓練 
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第７節 消防計画 

大規模災害・特殊災害などの各種災害の発生に対処するため、高度な技術・資機材など消防

体制及び消防施設の整備拡充に努めるほか、消防職員及び団員に対する教育訓練、消防思想の

普及及び市町村相互間の応援体制等の推進を図る。 

１. 消防団員の確保 【消防本部、消防団】 

町は、以下の点に留意し、消防団員の確保を図る。 

(１) 消防団に関する住民意識の高揚 

(２) 処遇の改善 

(３) 消防団の施設・設備の改善 

(４) 女性消防団員の積極的確保、能力活用等 

(５) 機能別団員・分団の採用推進 

２. 消防施設の整備 【総務課、消防本部、消防団】 

町及び消防本部は、必要に応じ県へ支援を要請して消防施設強化事業を推進し、消防力の充

実・強化を図る｡ 

(１) 消防ポンプ車等、水利等消防施設の現況の把握 

本町における消防力の現況は、以下のとおりである。 

■本町の消防力（平成 26年４月１日現在） 

体 制 
消防分団 

消防団員 

  6 

347 

設 備 

水槽付きポンプ車 

ポンプ自動車 

小型動力ポンプ積載車 

その他消防車輌 

  1 

  8 

 16 

  2 

施 設 

消火栓 

防火水槽 

その他水利 

178 

247 

 89 

 

(２) 消防団の施設・設備 

地域おける消防力の強化を図るために、財政事情その他必要に応じ県に支援を要請し、老

朽化した消防団詰所の改築や、消防ポンプ車の更新を実施する。 

３. 消防団員の教育訓練 【総務課、消防本部、消防団】 

県消防学校において、消防庁で示す「消防学校の教育訓練の基準」に基づく教育訓練を行う。 

(１) 基礎教育（新任科） 

(２) 専科教育（警防科） 

(３) 幹部教育（初・中級幹部科） 
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(４) 特別教育（指導員科・訓練指導科・女性消防団員科・一日入校及び現地教育） 

４. 市町村相互の応援体制 【総務課、消防本部】 

消防組織法第３９条の規定により、千葉県広域消防相互応援協定が締結されているので、運

営の推進を図るとともに、町においては、他の市町村との相互の連絡調整を密にして各種災害

に対応する。 

また、平成８年度に策定した「千葉県消防広域応援基本計画」に基づいた迅速かつ的確な広

域応援が市町村間で実施できるよう、情報受伝達訓練等の各種訓練及び応援可能部隊や応援可

能資器材リストの更新を行う。 

＜資料編 千葉県広域消防相互応援協定＞ 

５. 消防思想の普及 【総務課、消防本部、消防団】 

町及び消防本部は、各種の行事を行い消防思想の普及徹底を図る。 

(１) 春秋２回の火災予防運動を実施する。（各 1週間） 

(２) 消防大会及び操法大会を開催して、消防職員・団員の士気の高揚を図る。 

(３) 各種講習会等を開催する 

(４) 関係団体と協力して、消防思想の普及及び火災予防の徹底を図る。 
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第８節 要配慮者の安全確保のための体制整備 

東日本大震災においては、死者の多くを高齢者が占め、また、障害者が一般の人に比べて高

い割合で犠牲になったことが推察されるなど、高齢者や障害者など災害時に支援を要する人々

の犠牲が多かったことや、避難生活において特別な配慮が必要としたこと等を踏まえ、町及び

県は、高齢者や障害者のほか、難病患者・乳幼児・妊産婦・外国人などを含めた要配慮者の安

全確保体制の整備を図る。 

１. 在宅要配慮者に対する対応 【総務課、健康福祉課、子育て支援課】 

町は、次のような在宅要配慮者対策を行う。 

(１) 避難行動要支援者情報の共有 

ア 避難行動要支援者の所在把握 

町では、災害対策基本法の一部改定（平成 25年 6月、第四十九条の十）に定める「避難行

動要支援者名簿」を作成している。 

現在、避難行動要支援者の名簿は、健康福祉課及び総務課に保管されており、災害発生時

の所在確認をすることとなっている。今後も、定期的に名簿の更新を行う。 

また、在宅の状態にない、病院や社会福祉施設等に入院・入所している要配慮者に関して

も可能な限り把握する。 

イ 所在情報の管理 

平常時から名簿を提供することに同意を得られた避難行動要支援者について、自治会、自

主防災組織、民生・児童委員、社会福祉協議会、消防団、消防本部、勝浦津警察署等の避難

支援等関係者に名簿を提供する。 

避難行動要支援者の所在情報は個人情報であり、個人情報保護の観点から必要 低限の限

られた範囲での利用が求められているため、コンピュータを利用して、データ流出の防止等、

情報の適切な管理の基に、常に必要 低限の情報が取り出せるように整備する。 

なお、把握した要支援者名簿については、災害時における情報の開示時期、どのような機

関に対して情報を開示し、どのような協力を得ていくのか、情報開示の内容をどこまでの範

囲にするのか、それぞれ定めておく。 

(２) 支援体制の整備 

自主防災組織の育成及び指導並びに社会福祉施設等への指導を通じ、災害時における情報

伝達や救助、避難誘導等、自治会や町内会などの地域社会全体で避難行動要支援者を支援す

るための体制づくりを行う。 

なお、体制づくりに当たっては、女性の意見を取り入れる等、支援体制の中に女性を位置

づけるものとする。 

(３) 避難行動要支援者避難支援プランの策定 

ア 全体計画の策定 

町は、高齢者や障害者等の要支援者のうち、自力での避難が困難な者の避難活動を支援す

るために、「避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針」（内閣府（防災担当）、平成 25
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年 8月）に基づき、「大多喜町避難支援プラン＜全体計画＞」を策定する。 

全体計画において定める事項は、次のとおりである。 

■全体計画において定める必須事項 

項目 内容 

避難支援等関係者となる者 

（避難行動要支援者名簿を共有

して避難支援にあたる者） 

<改正災対法 第 49条の 11（避難情報の利用及び提供）の２> 

消防機関、区（区の役員、班長などの地域の支援者）、自主防

災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会 

避難行動要支援者名簿に記

載する者の範囲 

<改正災対法 第 49条の 10（避難行動要支援者名簿の作成）の１>

① 介護保険の要介護認定が３～５の者 

② 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の所持者 

③ 75 歳以上の一人暮らし高齢者 

④ 75 歳以上のみで構成される世帯の高齢者 

⑤ 上記のほか、災害時に避難情報の入手、判断又は避難行動

を自らが行うことが困難な者で、本人が希望する者（日中

独居の高齢者や 75 歳未満の高齢者、日本語に不慣れな外国

人など） 

名簿作成に必要な個人情報

及びその入手方法 

<改正災対法 第 49条の 10（避難行動要支援者名簿の作成）の１>

大多喜町個人情報保護条例第8条1項第6号の規定に基づき、

福祉部局が保有する情報や住民基本台帳などの行政内部情報を

活用する。 

名簿の更新に関する事項 <改正災対法 第 49条の 10（避難行動要支援者名簿の作成）の１>

定期的（毎年度）に情報の内容を更新するとともに、転出や

死亡など記載内容に変更が生じた場合にはその都度速やかに更

新する。 

名簿情報の提供に際し情報

漏えいを防止するために町

が求める措置及び町が講ず

る措置 

<改正災対法 第 49条の 12（名簿情報を提供する場合における配慮）>

町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難行動支

援関係者が適正な情報管理を図るよう、町において適切な措置

を講ずるよう努める。 

要配慮者が円滑に避難のた

めの立退きを行うことがで

きるための通知又は警告の

配慮 

<改正災対法 第 56条（市町村長の警報の伝達及び警告）の２> 

 町は、避難行動要支援者の状態やその特性、各種情報伝達の

特徴を踏まえ、防災行政無線（戸別受信機）や広報車、緊急速

報メールなど、多様な情報伝達手段の確保を図る。 

避難支援等関係者の安全確

保 

<改正災対法 第 49 条の 10（災害応急対策及びその実施責任）の

２> 

町は、避難支援者等関係者が、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等を行えるよう、避難支援等関係

者の安全確保に十分配慮する。また、避難行動要支援者に対し

ても、「避難支援等関係者等は全力で助けようとするが、助けら

れない可能性もあること」も含め、制度を正しく理解してもら

うよう周知に努める。 

イ 個別計画の策定 

町は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、地域の特性や実情を踏まえつ

つ、名簿情報に基づき、避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定

する。 
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個別計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当たっての

留意点、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対応などを、

地域の実情に応じて記載するものとする。 

(４) 防災設備等の整備 

一人暮らしや、寝たきり高齢者・障害者等の安全を確保するための緊急通報システム及び聴

覚障害者等への災害情報の伝達を確実に行うための文字放送受信装置等の普及に努める。 

また、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置及び火災報知器等の設置の推進に努める。 

(５) 避難施設等の整備 

要配慮者に特別な配慮をするための福祉避難所の整備に努め、「災害時における避難所運営

の手引き」（千葉県、平成 21年 10 月）に基づき、要配慮者が避難生活を送るために必要とな

る資機材等の避難施設等への配備、避難場所への手話通訳及び介護ボランティア等の派遣が

できるよう社会福祉協議会等との連携など要配慮者に十分配慮した構造・設備及び運営の確

保に努める。 

① トイレ、車椅子、簡易ベッド等の障害者・高齢者用備品 

② 児童遊具、ミルク、ほ乳びん等の乳児用備品及び授乳に配慮するための設備 

また、避難場所への手話通訳、介護ボランティア等の派遣ができるよう大多喜町社会福祉協

議会等との連携に努める。 

(６) 防災知識の普及、防災訓練の実施 

要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配布する等、広報の充実を図る

とともに、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、災害に対する基礎知識等の理解を

高めるよう努める。 

(７) 避難指示等の情報伝達 

要配慮者について、その状態に応じた情報伝達体制の確立に努めるとともに、発災時には、

速やかに巡回等による避難指示等の周知を図る。 

(８) 避難計画の作成 

要配慮者の避難誘導について、避難順位、避難後の対応、被災した要配慮者の生活の確保

を考慮した避難計画を作成する。なお、職員及び自主防災組織の隊員等による避難確認を行う

ものとする。 

２. 社会福祉施設における防災対策 【特別養護老人ホーム】 

(１) 施設の安全対策 

施設管理者は、施設の耐震化等、災害に対する安全性の向上に努める。 

また、電気、水道等の供給停止に備えて、施設入所者等が 低限度の生活維持に必要な飲料

水、食料、医薬品類等の備蓄を行うとともに、施設機能の応急復旧等に必要な非常用の自家発

電機等の防災設備の整備に努める。 

(２) 組織体制の整備 

施設管理者は、消防本部の指導などを受け、防火管理者等を中心として防災組織を整え、職
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員の任務分担、動員網、緊急連絡体制等を明確にしておく。 

また、日頃から近隣住民及び自主防災組織等とのつながりを深め、入通所者の実態等に応じ

た支援・協力が得られるよう体制づくりを行う。 

(３) 施設の防災計画の作成 

施設管理者は、災害時における業務の内容と従事職員の役割分担を整備し、施設の保全対策

や入通所者の避難対策等を明確にした施設の防災計画を作成するものとする。 

(４) 防災教育・防災訓練の充実 

施設管理者は、職員や入通所者に対し、災害に関する知識や災害時にとるべき行動について、

理解や関心を高めるための実践的な教育と防災訓練を定期的に行う。 

３. 外国人に対する対策 【総務課】 

町は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人を「要配慮者」と位置づけ、多言語による

広報の充実を図る。また、避難場所等の標識の多言語化に努め、外国人を含めた防災訓練・防

災教育の実施に努める。 
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第９節 情報連絡体制の整備 

大規模災害時には、通信の途絶や輻輳等が予想されるため、町、県及び防災関係機関は、情

報収集伝達手段として、防災通信網の整備充実を図り、応急対策における情報伝達を迅速に進

める。また、訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努める。 

１. 町における災害通信施設の整備 【総務課】 

(１) 災害通信網の整備 

町は、災害に対処するために、情報収集、広報活動が迅速かつ的確に行われるよう、町防

災行政無線を中心に、県及び指定地方行政機関等の出先機関、管内の公共的団体等との間に

通信連絡系統を整備し、災害時の通信を確保する。 

また、既設の通信機器及び機材が常に活用できるように、定期的に点検整備を行い、耐用

年数を考慮して機器の更新に努める。 

ア 町防災行政無線網の整備 

町は、町防災行政無線網を整備しているが、災害時における緊急の情報伝達手段を確保す

るため、定期的な保守点検を行い、施設の維持管理に努める。また、災害時における多量の

情報処理をより円滑にかつ迅速に行い、住民に情報が今まで以上に正確に伝達されるよう、

今後も情報伝達体制の充実、強化を図っていく。 

イ 有線通信施設 

(ア) 有線通信手段 

有線通信は、次のとおりとする。なお、災害時において、防災関係機関や民間等の協力

機関に応援や協力要請を迅速かつ的確に行うための名簿を作成しておく。 

a 電話・ファクシミリ通信 

b 県防災情報システム 

(イ) 災害時優先電話 

一般有線電話の輻輳又は通話不能の場合は、災害時優先電話により通話を行う。このた

め、既設の電話番号を東日本電信電話株式会社に登録し、「災害時優先電話」の承認を得て

おくものとする。 

なお、災害時優先電話番号は、次のとおりである。 

■災害時優先電話 

課名 電話番号 

総務課 ０４７０－８２－５１９１ 

建設課 ０４７０－８２－２９３４ 

宿直室 ０４７０－８２－５１９２ 

ＦＡＸ ０４７０－８２－４４６１ 

 

(２) 非常通信体制の強化 

町、県及び防災関係機関は、災害時等に自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等
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が使用できないとき、又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第 74条の規定に

基づく非常通信の活用を図るものとし、関東地方非常通信協議会の活動等を通じて、非常通

信体制の整備充実に努める。 

また、緊急を要する通信を確保し、又は優先通信の途絶に対処するため、非常（緊急）通

話若しくは非常（緊急）電報及び非常通信を活用するよう東日本電信電話株式会社及び各施

設管理者の協力を確保しておく。（※非常（緊急）通話は、平成 27年 7月末まで） 

(３) 情報通信設備の耐震化 

  町又は防災関係機関の情報通信設備設置者は、その耐震化対策を充分に行い、災害時の機

能確保に努める。 

  施設の耐震化対策は、次のとおりである。 

  ア 通信回線の多ルート化、制御装置の二重化等によるバックアップ化の推進 

  イ バッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等による非常用電源の確保 

  ウ 通信設備全体の耐震化・免震化 

(４) 職員の情報伝達手段の確立 

  災害時の職員の動員を図る手段は、電話及び防災行政無線によるものとする。 

なお、電話回線に被害があった場合に備えて、本町周囲の通信環境の状況をみながら携帯

端末等を活用した情報伝達手段の整備を今後検討していく。 

  また、電話で情報伝達が出来ない場合、防災行政無線（移動系）、アマチュア無線、使送等

による伝達方法を定める。 

２. 警察における災害通信網の整備 

 ア 警察災害通信施設は、災害の発生に備え、又は災害発生時における災害救助、災害復旧

等に使用することを考慮して、整備に努める。 

 イ 知事、市町村長及び指定（地方）行政機関の長は、災害対策基本法に基づく通信設備の

優先利用等に関する協定により警察通信施設を使用できる。 

３. 東日本電信電話株式会社千葉事業部における災害通信施設の整備 

  東日本電信電話株式会社千葉事業部では、県内の防災関係機関等の通信の確保のため、ポ

ータブル衛星通信局（衛星系）等を配備している。 

また、千葉事業部災害対策実施細則を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場

合の警戒体制及び非常災害時の措置を定めている。 

４. 株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店における災害通信施設の整備 

  株式会社ＮＴＴドコモ千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信の確保のため、可搬型

無線基地局装置及び移動電源車を整備している。 

  また、千葉支店災害対策実施要領を制定し、日常の準備体制、災害発生が予想される場合

の警戒体制及び非常災害時の措置を定めている。 
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５. ＫＤＤＩ株式会社における災害通信施設等の整備 

  ＫＤＤＩ株式会社では、災害時においても会社が提供する電気通信役務を確保できるよう

通信施設の分散化、伝送路の多ルート化等を進め、通信局舎及び通信設備の防災設計を行っ

ている。 

  なお、主要設備については予備電源を設置している。 

６. 非常通信体制の整備強化 【総務課】 

  県、町及び防災関係機関は、災害時等に自己の有する無線通信手段又は一般加入電話等が

使用できない場合又は使用が困難になった場合に対処するため、電波法第52条の規定に基づ

く非常通信の活用を図る。 

７. その他無線通信の活用・整備 【総務課、各関係機関】 

(１) アマチュア無線の活用 

災害発生時におけるアマチュア無線活動を活用するため、あらかじめアマチュア無線局の

開設者を把握し、発災時の協力依頼をするとともに、名簿の作成を行う。 

(２) 民間の無線通信の活用 

県、町、その他防災関係機関等の無線が災害により使用が困難な場合を想定して、民間の

無線を活用できるよう、平常時から協力体制の整備に努め、災害時に必要に応じて、タクシ

ー会社や運送業者等の民間業者の無線施設を活用できるよう、無線施設使用の協約の締結に

努める。 

■主な民間の無線施設 

東京電力株式会社 東京電力通信施設 

タクシー会社 タクシー無線 

運送業者 業務用無線 

(３) その他無線通信の整備 

ＣＡＴＶ、インターネット等多様な通信メディアの活用について検討し、災害時における

多様な情報連絡網の整備充実に努める。 
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第１０節 備蓄・物流計画 

町は、住民や自主防災組織、事業所等に対し、「自らの命は自らで守る。自らの地域はみんな

で守る。」という自助・共助の考え方を基本に、平時から、災害時に必要な物資の備蓄を推進す

るよう働きかけるとともに、住民の生命や財産を守るため、災害発生直後から被災者に対して

円滑に必要な物資等の供給が行えるよう、備蓄・調達並びに物流に係る体制の整備を図る。 

併せて、大規模災害時における医療救護などの救援活動を実施するために必要な資機材・物

資等の計画的な整備を図る。 

１. 食料及び生活必需品等の供給体制の整備 【総務課】 

(１) 備蓄意識の高揚 

各家庭や事業所等における食料・飲料水等の備蓄を推進するため、町は、家庭等における

３日分以上の食料や飲料水、生活必需品を備蓄することなど、住民の備蓄意識の高揚を図る

ための普及啓発を推進するとともに、自主防災組織等への炊き出し用機材や救助用機材など

の整備を促進する。 

(２) 備蓄・調達体制の整備 

町における備蓄及び調達は、自助・共助により賄われる備蓄物資等を補完する目的で行わ

れるものであるが、基礎的な地方公共団体として一義的に被災者への食料・生活必需品等の

供給を行う責務を有していることから、様々な事態に的確に対応できるよう、物資の備蓄・

調達体制の整備に努める。 

ア 生命維持や生活に 低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物資や避難所運営に必

要な資機材を中心とした備蓄に努める。なお、備蓄物資の選定に際しては、地域特性や

要配慮者・女性の避難生活等に配慮する。 

イ 被災者に物資を迅速に提供するため、避難所への分散備蓄の推進や輸送体制の構築など

に努める。 

ウ 消費期限が短いなどの備蓄に適さない物資や、大量に必要となるもので全てを備蓄する

ことが困難な物資、発災からの時間の経過とともに必要となる物資については、調達に

よる確保に努めるものとし、関係事業者等との協定締結の推進に努める。 

(３) 町及び県における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給される大量の物資を迅速に目的

地へ届けるためには、円滑な物流体制を構築することが重要であり、町及び県は、平時から

体制整備に努めるものとする。 

ア 県における物流体制 

県は、町の要請等に基づき、又は災害の状況に応じ要請を待たずに、備蓄、民間からの調

達又は国や他都道府県への要請等により必要な物資を確保し、町の指定する拠点まで物資を

輸送する役割を果たす必要がある。大量の支援物資等の受入れ、在庫管理及び払出しを円滑

に行い、かつ迅速に目的地へ輸送するため、物資の集積拠点としての物流倉庫や、輸送車両・

機材・ノウハウの提供等について、倉庫業界・トラック業界などの民間物流事業者の協力を
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受けるなど、官民連携による物流体制を構築するものとする。 

イ 町における物流体制 

町は、指定した拠点へ搬入される物資を避難所等へ輸送し、避難者へ供給する役割を果た

す必要がある。そのため、平時から物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量な物資の

仕分けや避難所への輸送等につき、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなどの体

制整備に努める。 

＜資料編 災害時における応急生活物資等の供給に関する協定書＞ 

＜資料編 災害時における緊急対応生活物資等の供給に関する協定書＞ 

２. 医薬品及び応急医療資機材等の整備 【健康福祉課】 

(１) 災害用医薬品等の確保体制の整備 

町は、初動救護活動に必要な医薬品・医療用資機材を夷隅健康福祉センター・夷隅医師会

等と連携して供給の調整に努める。 

(２) 応急医療資機材の備蓄 

大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護活動に必要な応急医

療資機材を夷隅健康福祉センター等に整備しており、町は県と連携し、平時から体制整備に

努める｡ 
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第１１節 防災施設の整備 

災害から住民の生命や財産を守るためには、被災時にあっても町が適切な応急対策活動を行

うための機能を維持することが重要である。このため町は、災害応急対応を円滑に行うための

防災拠点や避難所等の各種防災施設の整備を推進する。 

１. 防災拠点の整備 【総務課】 

町は、災害時に地域における災害活動の拠点となるように非常時の業務遂行上、 低限必要

な電源設備の整備、ならびに災害用備蓄倉庫、耐震性貯水槽等で構成される拠点の整備に努め

る。 

■防災拠点施設 

種別 施設名称 所在地 

防災拠点施設 大多喜町役場 大多喜町大多喜９３ 

 代替施設 中央公民館 大多喜町大多喜４８６－１０ 

上瀑ふれあいセンター 大多喜町下大多喜１００ 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 大多喜町大多喜４８６－１２ 

農村コミュニティーセンター 大多喜町三条４４０－１ 

防災備蓄施設 大多喜町役場 大多喜町大多喜９３ 

旧老川小学校 大多喜町小田代５２４－１ 

西小学校 大多喜町松尾２７７ 

旧総元小学校 大多喜町大戸４３３ 

大多喜小学校 大多喜町大多喜１２ 

旧上瀑小学校 大多喜町下大多喜１００ 

西中学校 大多喜町中野５８９ 

＜資料編 防災倉庫の状況＞ 

２. 緊急輸送の環境整備 【総務課】 

町は、道路・橋りょう等の災害により、車両による輸送が不可能になった場合に備えて、ヘ

リコプターの離発着が可能な場所の選定を行い、必要な整備を進める。また、災害の状況によ

り、新たなヘリポートの必要性が生じた場合は、臨時ヘリポート設置基準に基づき開設する。 

 ■指定臨時ヘリポート 

離発着場名称 
所 在 地 

施設管理者
広  さ 最 寄 消 防 

署から（ｍ） 

避 難 所 と

の 競 合
地名・地番 座  標 巾×長さ（ｍ） 区 分

多目的広場 大多喜 486-15 
N:35,16,54

E:140,14,21
教育委員会 195×105 中 2,000 海洋センター

【臨時へリポート指定基準】 

(１) 75ｍ×75ｍ以上の面積があり、周囲に障害物がないこと。 

(２) 施設周囲のうち少なくとも１～２方向に電柱、高圧線、煙突その他の高層建築物がないこ

と。 
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(３) ヘリコプターの着陸に際しては、約 20㎧の横風があるのでその風圧を考慮すること。 

＜資料編 ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

３. 避難施設の整備 【総務課、教育課、生涯学習課】 

町は、災害から住民の身の安全を確保するため、公共施設等を指定避難所として指定する。

なお、改正災対法（平成 25年法律第 54号）に定める指定緊急避難場所について、本町では学

校等、一定規模の敷地を持つ建物を指定避難所としていることから、指定緊急避難場所は本町

の指定避難所が兼ねるものとする。 

■ 指定緊急避難場所・避難所の区分 

区分 内容 

指定緊急避難場所 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるため

の避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一

定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する 

指定避難所 災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要

な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞

在させるための施設として市町村長が指定する 

 

(１) 指定避難所 

指定避難所は、避難所一覧のとおりとし、小中学校では原則として体育館を使用する。 

なお、今後の本町の宅地化動向によっては避難所配置の適宜見直しを行い、必要に応じて

新たな避難所を指定する。 

＜資料編 指定緊急避難場所・指定避難所一覧表＞ 

(２) 避難所の整備 

町及び避難所に指定された施設管理者は、避難所に指定した建物については、「災害時に

おける避難所運営の手引き」（千葉県、平成 21 年 10 月）により、次のような設備を整備す

る。 

ア 避難所の開設が予定される施設の耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収

容できる規模をもって適切に配置する。 

イ 避難所に指定した建物については、必要に応じ換気、空調、照明等避難生活の環境を良

好に保つための設備の整備に努める。 

ウ 救護所、貯水槽、井戸、通信機器等施設・設備の整備に努める。 

エ 避難生活の長期化、高齢者、障害者等の要配慮者に対応するため、要配慮者に特別の配

慮をするための避難施設（以下「福祉避難所」という。）の整備に努め、簡易ベッド、簡

易トイレ等の整備及び避難時の介助員の配置等について検討する。 

オ 被災者のプライバシー及び安全を確保するための設備の整備に努める。 

カ 避難場所に食料、水、非常用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、仮設トイレ等避難生

活に必要な物資等の備蓄に努める。 

(３) 避難施設管理体制の整備 
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避難を実施するにあたっては、平日休日の別、昼夜間を問わず、施設が即時に利用可能で

あることが重要である。そのため町は、門、建物の鍵等の管理体制を施設・町・地域代表の

間で明らかにし、緊急時の対応策を検討する。また、「災害時における避難所運営の手引き」

を参考とし、避難所の運営について検討する。 

(４) 避難路の整備 

町は、災害時において住民が安全に避難できるよう道路網の整備に努めるとともに、安全性

の点検及び安全対策の促進に努める。 

(５) 避難場所の周知 

町は、災害時に的確に避難ができるよう避難場所の周知を行う。住民への周知は、次の方法

を検討する。 

ア 「広報おおたき」や町ホームページを使って定期的に避難所の位置を周知させる。 

イ 防災訓練や自主防災組織の訓練等において、周知を図る。 

ウ 避難場所付近に避難場所の名称、方向等を示した誘導標識を設置する。 

エ 避難所位置を記載した防災マップを作成し、役場、公民館等で常時配布する。 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

帰宅困難者等対策は、東日本大震災において、県内で多くの帰宅困難者が発生したことや、

首都直下地震により東京を中心とした首都圏で広域的な被害が発生した場合に、大規模地震発

生当初の混乱防止や人命救助活動等の円滑化を図ることから、「むやみに移動を開始しない」と

いう一斉帰宅抑制の基本方針の周知徹底や、帰宅困難者等の安全確保などの対策を図るもので

あるが、台風等の風水害発生時においても、鉄道を中心とした交通機関の停止による帰宅困難

者等の発生が見込まれる。 

地震・津波災害の場合に比して、風水害については、一定の予測が可能なことから事前の対

策を講ずることができるなど、対策にも違いがあるが、台風の滞留や、出水又は土砂崩れ等に

より鉄道を中心とした交通機能が一定期間停止することが想定されるため、地震発生時に準じ

た体制整備を図るものとする。 

１. 一斉帰宅の抑制 【総務課】 

被害状況や公共交通機関の復旧見通し、家族などの安否等が確認できないことにより心理的

な動揺が発生し、職場や外出先などから居住地に向け一斉に帰宅行動を開始することが予想さ

れる。 

台風等の暴風雨が続いている場合は、移動行動そのもの困難な状況が想定されることから、

鉄道の駅舎等に大量の帰宅困難者等が滞留する可能性がある。 

帰宅困難者等対策においては、まず、帰宅困難者等の発生を抑制することが重要であり、「む

やみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底が不可欠である。総務課は、この基本

原則を実効性のあるものとするため、具体的な取組を実施していく。 

２. 情報連絡体制の整備 【総務課】 

台風等、ある程度の予測が可能な風水害の場合には、的確な気象情報の収集等により早めに

行動するなど、帰宅困難となる状況を回避することが可能である。また、暴風雨が続いている

状況下では、屋外での行動が制約されることから、交通機関などの関係機関との情報連絡体制

の確立が重要である。 

このため、主に地震災害を想定した対策を検討・実施している千葉県帰宅困難者等対策連絡

協議会など、関係機関における情報収集連絡体制を整備していく。 

３. 帰宅困難者等への情報提供 【総務課】 

企業、学校など関係機関において従業員や児童・生徒等を待機させる判断をすることや、個々

人が望ましい行動を取るためには、気象情報、被害情報、公共交通機関の運行・復旧状況など

の情報を適切なタイミングで提供することが必要である。 

このため、町は、気象情報や地域の被害情報、公共交通機関の運行・復旧状況などの情報提

供を図るとともに、エリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、ポータルサイト、ＳＮ

Ｓなどの情報発信手段についても検討していく。 
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４. 大規模集客施設を管理する事業者及び鉄道事業者の取組み 【各関係機関】 

大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、平常時から利用者の保護に係る方針を定めてお

くとともに、風水害等により交通機関が一定期間機能停止した場合における施設内待機に係る

案内や安全な場所への誘導手順についてもあらかじめ検討しておくよう努める。 
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第１３節 防災体制の整備 

 町域において災害が発生し、町自らの能力で対応できない場合に、他市町村や他地域の防災

関係機関に協力を要請するため、また、他市町村において災害が発生した際に、本町から応援

協力を行うため、あらかじめ応援協定を締結し、相互の連携を強化して防災体制の万全を期す

る。 

１. 防災体制の整備 【各課、各関係機関】 

(１) 災害対策本部の活動体制の整備 

町は、大規模災害に迅速かつ円滑に対応した体制を整備するため、災害対策本部事務局体制

を整備し、災害対策本部設置訓練や図上訓練を行うことにより、習熟に努めるとともに、検証

の結果、必要となる場合には、適宜体制の見直し等を図る。 

(２) 被災時における各種計画策定の検討 

町は、被災による災害対策本部機能及び行政機能の低下により、情報収集活動や救助活動に

支障をきたす場合を想定し、県、防災関係機関等の応援等を効果的に受けるための受援計画の

策定に努めるものとする。 

２. 市町村間の相互応援体制の整備 【総務課】 

(１) 相互応援協定の締結 

町内において災害が発生した際に適切な応急措置を行うため、大規模災害時の応援要請を

想定し、災害対策基本法第 67 条及び消防組織法第 39条の規定等に基づき、他市町村との応

援協定の締結を図る。 

【現在締結されている相互応援協定】 

ア 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 

イ 大多喜町と荒川区との非常災害時における相互応援に関する協定 

ウ 災害時における大多喜郵便局・大多喜町役場間の協力に関する覚書 

エ 千葉県広域消防相互応援協定   他 

＜資料編 協定・覚書等一覧＞ 

(２) 応援要請及び担当窓口 

町長は、災害時の応援が迅速かつ円滑に行われるよう、次の事項を示し応援要請を行う。 

ア 被害の状況 

イ 応援の種類 

ウ 応援の具体的な内容及び必要量 

エ 応援を希望する期間 

オ 応援場所及び応援場所への経路 

カ その他必要な事項 

応援要請及び受入担当窓口は、総務課とする。 

(３) 指定地方行政機関に対する職員派遣の要請 
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災害時に指定地方行政機関に対する職員派遣の要請が迅速かつ円滑に行えるように、応援

要請手続、情報伝達方法等について整備を図り、併せて職員への周知を図る。 

(４) 公共的団体等との協力体制の確立 

災害時に関する応急対策等について積極的な協力が得られるよう協力体制を整える。 

なお、公共的団体や公的団体等に対し防災に関する組織の充実を図るよう要請し、相互の

連絡を緊密にすることによって災害時の協力体制が十分発揮できるようにする。 

(５) 民間事業者及び民間団体との協力体制の確立 

災害時に人員、応急資機材、救援物資等に関する協力活動を迅速かつ円滑に行えるよう、

次のように民間事業者及び民間団体と協力体制を整える。 

ア 災害時の応援協力協定を締結する必要がある団体等 

・大多喜町商工会 

・いすみ農業協同組合 

イ 各事業者及び団体に対し防災計画、防災マニュアル等の作成促進 

ウ 協力要請の手続等所定事務の明確化 

エ 担当窓口の明確化 

 企画財政課、建設課、産業振興課 
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第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

災害が発生した場合、人的被害にとどまらず、家屋の倒壊や流失、火災、がけ崩れの発生、

道路・橋りょうの破損、さらには生活関連施設の機能障害などの被害の発生が予想される。 

このような被害の拡大を防止し、被災者の救援救護に全力を挙げて対処するため、町び各防

災関係機関は、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと災害応急対策に万全を

期す。 

１. 町の活動体制 【全課（全室・全局）】 

町及び防災関係機関は、町内及び近隣市町村に風水害による災害が発生した場合、応急対策

を迅速に行うための体制を直ちに整え、民間団体、住民等も含めて一致協力して災害の拡大防

止と被害者の救援救護に努め、被害の発生を 小限度にとどめるため、災害応急対策を実施す

るものとする。 

町の組織及び運営は、災害対策基本法、大多喜町災害対策本部条例及び大多喜町災害対策本

部規程の定めるところによる。 

(１) 災害対策本部設置前の初動体制 

ア 大雨・洪水注意報、大雨・暴風・洪水警報の１以上が県南部（夷隅・安房）に発表され、

あるいは、災害の発生が予想される場合で、町長が必要と認めたときは、総務課長及び

各組織の長は、次の措置を講ずる。 

(ア) 気象に関する情報の収集及び伝達 

(イ) 被害情報の把握及び報告 

イ 総務課長は、被害状況を取りまとめ、速やかに副町長を経由して町長に報告する。また、

必要に応じ、町防災会議、県の機関その他防災関係機関に同様の報告又は通報を行う。 

ウ 上記ア及びイについては、夜間、休日等の勤務時間外においても同様とする。 

(２) 災害対策本部 

ア 災害対策本部の設置 

町長は、災害応急対策を推進するため、町において局地災害が発生した場合、大規模な

災害が発生するおそれがある場合等で、町長が必要と認めたとき、災害対策本部を設置す

る。 

イ 災害対策本部の廃止 

災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、町の地域において、災害が発生するおそ

れが解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね完了したと認められるときは、

災害対策本部を廃止する。 

ウ 設置又は廃止の通報又は発表 

町長は、災害対策本部を設置し、又は廃止したときは、直ちにその旨を県に通報するとと

もに、次に掲げる者のうち必要と認めるものに通報する。 
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また、町長は、災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を報道機関に発表する。 

(ア) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

(イ) 隣接市町村長 

エ 災害対策本部の組織及び事務分掌 

災害対策本部の組織、編成及び事務分掌は、大多喜町災害対策本部条例及び大多喜町災害

対策本部規程の定めるところによるが、その概要は、次のとおりである。 

また、本部長は必要に応じて、災害対策本部に警察、消防、自衛隊等の関係者の派遣を求

めるものとする。 

 

 

■【災害対策本部の組織】 

 

 

（大多喜町災害対策本部会議） 

本部長 町長 

副本部長 
副町長 

教育長 

本部員 

会計室長 

総務課長 

企画財政課長 

税務住民課長 

健康福祉課長 

子育て支援課長 

建設課長 

産業振興課長 

特別養護老人ホーム所長 

環境水道課長 

教育課長 

生涯学習課長 

議会事務局長 

消防団長 

総務部 

福祉部 

建設産業部 

教育部 

特別養護 

老人ホーム部 

本部事務局 

本部連絡員 

現地対策本部 

本部派遣職員 
自衛隊、消防関係機関から

本部長が派遣を認めたもの

（活動部） 
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■【災害対策本部の事務分掌】 

部 班 担当課等 業務分掌 

総務部 総務班 総務課 

会計室 

議会事務

局 

(1) 配備体制の伝達に関すること。 

(2) 職員の動員、動員数及び配置状況の取りまとめに関すること。 

(3) 各部への命令、決定事項等の伝達に関すること。 

(4) 各部との連絡調整に関すること。 

(5) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 

(6) 災害時の町有車両の確保及び利用調整に関すること。 

(7) 消防団の動員及び連絡に関すること。 

(8) 県及び防災関係機関への被害状況報告及び総合連絡調整に関するこ

と。 

(9) 災害対策本部に関すること。 

(10) 防災会議に関すること。 

(11) 自衛隊出動要請及び連絡調整に関すること。 

(12) 相互要請協定に基づく応援要請及び受入体制に関すること。 

(13) 指定地方行政機関に対する職員派遣の要請に関すること。 

(14) 災害対策に必要な現金の出納及び物品の出納に関すること。 

(15) 義援金の保管に関すること。 

(16) 被災世帯への災害見舞に関すること。 

(17) 災害地視察の対応に関すること。 

(18) 職員の安否の確認に関すること。 

(19) 職員の服務及び公務災害補償に関すること。 

(20) 避難勧告及び避難指示の広報連絡に関すること。 

(21) 消防団の出動要請等緊急放送に関すること。 

(22) 報道機関との連絡調整に関すること。 

(23) 気象情報、災害情報等の広報に関すること。 

(24) 災害記録に関すること。 

(25) 部内の連絡調整に関すること。 

(26) その他災害対策の連絡調整に関すること。 

  情報収

集班 

企画財政

課 

(1) 災害に関する各種通報の受理並びに被害情報の収集及び本部への報

告に関すること。 

(2) 復興計画に関すること。 

(3) 災害対策及び応急復旧対策関係予算の編成及び執行に関すること 

(4) 災害応急対策用物資及び資材の購入に係る契約に関すること。 

(5) 庁舎の管理等に関すること。 

(6) 町有財産の被害調査及び応急復旧対策に関すること。 

(7) 交通機関の被害調査に関すること。 

(8) 緊急避難時の避難住民の輸送計画に関すること 

(9) 所管施設の防災対策及び被害調査に関すること。 

(10) 避難所(旧老川小学校)の設置及び管理に関すること。 

  被害調

査班 

税務住民

課 

(1) 避難誘導に関すること。 

(2) 被災者及び家屋の被害調査に関すること。 

(3) 被害調査担当職員への調査指示及び連絡に関すること。 

(4) 被害調査の集計及び報告に関すること。 

(5) 町税の減免及び徴収猶予に関すること。 

(6) 被災住宅の危険度及び被災度判定に関すること。 

(7) 被災者の相談に関すること。 

(8) り災証明に関すること。 

(9) 避難世帯及び避難住民の確認に関すること。 

(10) 義援金及び災害援助物資の受領、配分計画及び配布に関すること。

福祉部 福祉班 健康福祉 (1) 医療及び防疫に関すること。 
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部 班 担当課等 業務分掌 

課 (2) 医療機関との連絡に関すること。 

(3) 医師会に対する応援要請に関すること。 

(4) 薬品等の確保に関すること。 

(5) 救護所の設置に関すること。 

(6) 災害救助法の適用に関すること。 

(7) 避難住民等の健康管理に関すること。 

(8) 乳幼児及び妊産婦の救護に関すること。 

(9) 老人等災害時要援護者に関すること。 

(10) 避難所での避難住民の相談受付及び関係部署への連絡に関するこ

と。 

(11) 災害救助物資(災害備蓄品)の調達及び配分に関すること。 

(12) 被災者の医療救護に関すること。 

(13) 町社会福祉協議会との連絡に関すること。 

(14) 日本赤十字社との連絡に関すること。 

(15) 介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること。 

(16) 被災者の保険医療救援に関すること。 

(17) 災害ボランティアの受入れ及び配備に関すること。 

(18) 災害弔慰金の支給に関すること。 

(19) 災害援護資金等の融資に関すること。 

(20) 被災者生活再建支援金の支給に関すること。 

(21) 部内の連絡調整に関すること。 

  保育園

班 

子育て支

援課 

(1) 保育園児の避難誘導及び救助に関すること。 

(2) 保育施設の被害調査及び報告に関すること。 

(3) 保育園児等の応急保育に関すること。 

(4) 保育園児の登退園時の安全確保に関すること。 

(5) 入園児童及び世帯の被災状況調査に関すること。 

(6) 保育料の減免及び徴収猶予に関すること。 

(7) 避難所(各保育園)の設置及び管理に関すること。 

  環境水

道班 

環境水道

課 

(1) 被災地の環境整備に関すること。 

(2) 清掃施設の点検及び復旧に関すること。 

(3) 塵芥等の応急収集場所の確保に関すること。 

(4) 避難所への応急トイレの設置に関すること。 

(5) 遺体の埋葬に関すること。 

(6) 遺体安置所の確保に関すること。 

(7) 遺体の安置及び処置に関すること。 

(8) 塵芥等の収集処理に関すること。 

(9) 応急給水計画の策定に関すること。 

(10) 水道施設の被害調査及び報告に関すること。 

(11) 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

(12) 飲料水の水質検査及び応急措置に関すること。 

(13) 応急給水に関すること。 

(14) 給水車及び給水資機材の調達並びに給水活動に関すること。 

(15) 浄水機の運転及び管理に関すること。 

(16) 所管施設の防災対策及び応急復旧対策に関すること。 

建設産

業部 

建設班 建設課 (1) 災害対策に必要な労務及び建設重機等の確保に関すること。 

(2) 建設業組合等への応援要請に関すること。 

(3) 道路通行止等の措置及び警察、消防署等関係機関への連絡に関する

こと。 

(4) 緊急輸送路の確保に関すること。 

(5) 公共土木施設の被害状況調査及び報告に関すること。 

(6) 公共土木施設の点検及び復旧に関すること。 
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部 班 担当課等 業務分掌 

(7) 水防活動に関すること。 

(8) 河川災害の予防対策に関すること。 

(9) 災害復旧対策に係る土木建設工事に関すること。 

(10) 用水路及び排水路の点検整備及び復旧に関すること。 

(11) 公共土木施設の障害物の除去に関すること。 

(12) 道路被害の調査及び復旧に関すること。 

(13) 災害復旧資材等運搬車両の確保に関すること。 

(14) 救助物資及び防災対策用資機材の輸送に関すること。 

(15) 指定避難所の設営計画、確保及び設置に関すること 

(16) 避難所施設管理者への連絡に関すること。 

(17) 応急仮設住宅等の建設に関すること。 

(18) 避難所への仮設テント等の設置に関すること。 

(19) 自衛隊の宿泊施設等の確保に関すること。 

(20) 被災家屋再建等の融資援助に関すること。 

(21) 被災宅地危険度判定に関すること。 

(22) 部内の連絡調整に関すること。 

  産業振

興班 

産業振興

課 

(1) 農業施設の被害状況調査、報告及び復旧に関すること。 

(2) 所管施設の利用者の避難誘導に関すること。 

(3) 所管施設及び利用者の被災状況の調査、報告及び応急救護に関する

こと。 

(4) 応急食糧米の確保及び配分に関すること。 

(5) 農林水産省関東農政局千葉農政事務所との連絡調整に関すること。

(6) 食糧野菜の確保に関すること。 

(7) 避難所(農村コミュニティーセンター、基幹集落センター)の設置及

び管理に関すること。 

(8) 農業施設等の復旧融資に関すること。 

(9) 農林水産施設の被害状況調査、報告及び復旧に関すること。 

(10) ダム及びため池の防災管理に関すること。 

(11) 農林災害復旧に関すること。 

(12) 災害対策用資機材の置場及び応急避難土地等の公有地の確保に関

すること。 

(13) 災害対策用資機材の購入に関すること。 

(14) 災害対策用資機材の確保及び配分に関すること。 

(15) 山地災害の調査、報告、復旧及び災害発生予防対策に関すること。

(16) 所管施設の利用者の避難誘導に関すること。 

(17) 所管施設及び利用者の被災状況の調査、報告及び応急救護に関する

こと。 

(18) 災害救助物資(食糧、衣料、燃料等)の町内商店からの調達に関する

こと。 

(19) 災害救助物資の供給協定締結に関すること。 

(20) 町内企業の被害調査及び報告に関すること。 

(21) 観光施設の被害調査、報告及び復旧に関すること。 

(22) 自然公園の被害調査、報告及び復旧に関すること。 

(23) 観光客の救助及び保護に関すること。 

教育部 学校教

育班 

教育課 (1) 教育財産の被害調査、報告及び応急復旧に関すること。 

(2) 避難所(学校施設)の設置及び管理に関すること。 

(3) 応急校舎の建設に関すること。 

(4) 児童及び生徒の避難誘導に関すること。 

(5) 児童及び生徒の被災状況調査に関すること。 

(6) 児童及び生徒の登下校時の安全確保に関すること。 

(7) 応急学校教材の整備及び学用品の供給に関すること。 



大多喜町地域防災計画 第３編 風水害等編 
                                        第３章 災害応急対策計画 

風 - 49 

部 班 担当課等 業務分掌 

(8) 被災児童及び生徒の救護に関すること。 

(9) 児童及び生徒の応急教育に関すること。 

(10) 部内の連絡調整に関すること。 

  給食班 教育課 (1) 避難者等被災者及び災害対策業務従事者の応急食糧の調理及び供給

に関すること。 

(2) 調理材料等の調達に関すること。 

(3) 避難所等への応急食糧品(非常食)等の確保及び配給に関すること。

(4) 応急食糧の輸送計画及び輸送に関すること。 

  社会教

育班 

生涯学習

課 

(1) 所管施設の利用者の避難誘導に関すること。 

(2) 所管施設の利用者の被災状況の調査及び応急救護に関すること。 

(3) 所管施設の被害調査及び報告に関すること。 

(4) 所管施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

(5) 避難所(中央公民館、B＆G海洋センター、旧総元小学校体育館、旧

上瀑小学校体育館並びに上瀑ふれあいセンター)の設置及び管理に

関すること。 

(6) 文化財等の被害調査に関すること。 

特別養

護老人

ホーム

部 

特別養

護老人

ホーム

班 

特別養護

老人ホー

ム 

(1) 入所者及び利用者の避難誘導に関すること。 

(2) 入所者及び利用者の被災状況の調査、報告及び応急救護に関するこ

と。 

(3) 施設の防災対策、被害調査及び応急復旧に関すること。 

(4) 入所者の保護救助に関すること。 

(5) 入所者の食糧等確保に関すること。 

 

(ア) 本部会議 

本部長（町長）は、副本部長及び本部員を招集し、災害対策本部会議を開催し、次の事

項の基本方針について決定する。また、本部長に事故あるときは、①副町長、②教育長の

順により、その職務を代理する。 

a 災害応急対策の実施及び調整に関すること。 

b その他重要事項に関すること。 

(イ) 本部事務局 

a 事務局長は、総務課長をもって充てる。 

b 事務局次長は、会計室長及び議会事務局長をもって充てる。 

c 本部事務局員及び本部連絡員は、各本部員が指名し、本部事務局に勤務する。 

(ウ) 本部会議及び活動部の連絡方法 

a 本部長の命令あるいは本部会議で決定した事項等は、本部員又は本部連絡員が各活

動部に連絡する。 

b 各活動部で聴取した情報あるいは決定処理した事項のうち、本部会議あるいは他の

各活動部が承知しておく必要がある事項は、各本部員又は本部連絡員を通じて事務

局長が本部長に報告する。 

オ 災害対策本部の設置場所 

本部は、原則として町庁舎第３会議室に設置する。また、町庁舎及び周辺地域の被災状況

等によりその機能が維持できない場合は、①中央公民館、②上瀑ふれあいセンター、③Ｂ＆

Ｇ海洋センター、④農村コミュニティーセンターの順に設置する。 
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本部を設置した場合は、「大多喜町災害対策本部」の標識を掲示するものとする。 

カ 現地災害対策本部 

(ア) 現地対策本部の設置 

本部長は、災害の現地における応急対策を推進する上で必要があると認めたときは、現

地災害対策本部を設置する。 

なお、現地対策本部長及び現地対策本部員は、副本部長、本部員その他の職員から本部

長が指名する者を充てる。 

(イ) 現地対策本部の業務 

現地災害対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

a 本部長の指示による応急対策に関する業務 

b 被害状況、復旧情報の情報分析 

c 現場部隊の役割分担及び調整に関する業務 

d その他緊急を要する応急対策に関する業務 

 

(３) 職員の配備 

ア 災害対策本部設置前の配備 

風水害による災害に対処する本部設置前の配備は、災害の状況等により、次のとおりとす

る。 

■災害対策本部設置前の配備体制 

配備の種類 配 備 基 準 配 備 内 容 

第１配備  次の注意報の１以上が千葉

県南部に発表され、あるいは災

害の発生が予想される場合で、

町長が必要と認めたとき。 

１ 大雨注意報 

２ 洪水注意報 

活動部の職員で情報収集活動が

円滑に行える体制とする。 

第２配備  次の警報の１以上が千葉県

南部に発表され、あるいは災害

の発生が予想される場合で、町

長が必要と認めたとき。 

１ 大雨警報 

２ 暴風警報 

３ 洪水警報 

第１配備体制を強化し、事態の推

移に伴い速やかに災害対策本部を

設置できる体制とする。 

 

 

イ 災害対策本部設置後の配備体制 

風水害による災害に対処する本部設置後の配備は、災害の状況等により、次のとおりとす

る。 
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■災害対策本部設置後の配備体制 

配備の種類 配 備 基 準 配 備 内 容 

第３配備 気象業務法に基づく次の特別

警報のひとつ以上が管内に発

表されたとき 

 １ 大雨特別警報 

 ２ 暴風特別警報 

局地災害が発生した場合、大規

模な災害が発生するおそれが

ある場合等で、本部長が必要と

認めたとき。 

情報、水防、輸送、医療、救護等の応

急対策活動が円滑に行える体制とす

る。 

 

第４配備 大規模な災害が発生した場合、

町全域にわたり大規模な災害

が発生するおそれがある場合

等で、本部長が必要と認めたと

き。 

第３配備体制を強化し、対処する体制

とする。 

 

第５配備 町全域にわたり大規模な災害

が発生した場合で、本部長が必

要と認めたとき。 

町の組織及び機能のすべてをあげて

対処する体制とする。 

 

 

ウ 職員の動員 

(ア) 動員体制の確立 

部長及び班長は、各部各班から選出するものとする。 

部長及び班長は、各部及び各班の動員系統連絡の方法等をあらかじめ実態に即した方法

により具体的に定めておく。 

(イ) 動員系統 

職員の動員は、次の系統で伝達する。 

 

 

 

エ 動員の伝達方法 

事務局（総務課）からの職員の動員指令の伝達は、原則として次の方法による。 

(ア) 勤務時間内 

防災行政無線、庁内放送、電話又は口頭により行う。 

(イ) 勤務時間外 

防災行政無線又は電話により行う。 

オ 職員の非常登庁 

勤務時間外に災害が発生し、上記エの（イ）による伝達が不可能な場合で、テレビ、ラジ

オ情報、周囲の状況から被害が著しく、本部設置（第３配備以上）の参集基準に該当すると

判断される場合は、自主登庁するものとする。 

ただし、次のことを原則とする。 

本部事務局

（総務課）

配 備 決 定 

（本部長） 
各 部 長
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(ア) 家族の安否を確認した上で指定部署に参集すること。 

(イ) 事情により指定部署に参集できない場合は、 寄りの町施設に参集し、本部の指示

を受けること。 

※ 登庁の途中においては、可能な限り被害状況その他必要と思われることに注意を

払い、登庁後直ちにその状況を所属長に報告する。 

カ 動員状況の報告 

各部長は、職員の動員状況を速やかに把握し、所定の様式により総務部長に報告するもの

とし、総務部長は、速やかに本部長に報告する。 

また、報告の時間は、本部長が特に指示した場合を除き、１時間ごととする。 

   【報告事項】 

   ・班名 

   ・動員連絡済人員数 

   ・動員連絡不能人員数及び同連絡不能地域 

   ・登庁人員数 

   ・登庁不能のため 寄りの出先機関等に非常参集した人員 

   ・その他（職員の被災状況） 

２. 指定地方行政機関等の活動体制 【各関係機関】 

(１) 責務 

ア 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関 

風水害による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び

町地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施す

るとともに、町、県及び他の防災関係機関の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われるよ

う必要な施策を講ずる。 

イ 防災上重要な施設の管理者 

町の区域内の公共的団体、学校、病院、社会福祉施設など、防災上重要な施設の管理者及

びその他法令の規定による防災に関する責任を有する者は、風水害による災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合は、法令、防災業務計画及び町地域防災計画の定めるところに

より、その所掌事務に係る災害応急対策を速やかに実施するとともに、指定地方行政機関、

町及び県の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われるよう必要な措置を講ずる。 

(２) 活動体制 

ア 組織等の整備 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、防災上重要な施設の管理者等は、

それぞれの責務を遂行するため、必要な組織を整備するとともに、災害応急対策に従事する

職員の配備及び服務の基準を定めておく。 

イ 職員の派遣 

本部長は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認めるときは、指定地方

公共機関等の長に対して、その所属職員を必要な場所に派遣するよう要請する。 
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３. 町災害対策本部と県及び防災関係機関との連絡 【総務班】 

町は、災害の状況に応じ、町災害対策本部会議に指定地方行政機関、指定公共機関及び指定

地方公共機関の職員の出席を求め、災害状況、災害対策実施状況等情報の交換を行うとともに、

応急対策に必要な連絡調整を行う。 

また、県が災害対策本部会議を開催した場合及び現地災害対策本部を設置した場合には、町

職員が出席するなどして、情報交換を行うとともに応急対策に必要な連絡調整を行う。 

４. 災害救助法の適用手続等 【福祉班】 

(１) 災害救助法の目的 

災害救助法（昭和 22年 10 月 18 日法律第 118 号）は災害に際して応急的に必要な救助を行

い、災害にかかった人達の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。 

(２) 適用基準 

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号から第４号までの規定による

が、本町における適用基準は、次のとおりである。 

指 標 と な る 被 害 項 目 適用の基準 該当条項

町内の住家が滅失（被災）した世帯の数 40 世帯以上  
第１項 

第１号 

県内の住家が滅失（被災）した世帯の数 2,500 世帯以上  第１項 

そのうち町内の住家が滅失（被災）した世帯の数 20 世帯以上  第２号 

県内の住家が滅失（被災）した世帯の数 12,000 世帯以上  第１項 

そのうち町内の住家が滅失（被災）した世帯の数 多 数  第３号 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける 

おそれが生じたとき 

知事と厚生労働  

大臣で協議 

第１項 

第４号 

※【災害救助法施行令第一条第一項第四号の厚生労働省令で定める基準】 

①災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を

必要とすること。 

②災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、

又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

 

(３) 救助の実施機関 

ア 知事は、県内に災害救助法を適用する災害が発生した場合は、国からの法定受託事務と

して応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

イ 知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、その権限に属する事務の一部を

町長が行うこととすることができる。 

ウ 町長は、上記イにより町長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助する。 

(４) 救助の種類 

災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるもので

あり、次のような種類の救助を行う。 

ア 収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

イ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 
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エ 医療及び助産 

オ 災害にかかった者の救出 

カ 災害にかかった住宅の応急修理 

キ 学用品の給与 

ク 埋葬 

ケ 死体の捜索及び処理 

コ 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去 

(５) 被災世帯の算定基準 

ア 被災世帯の算定 

住家の滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半焼する等著しく損傷した世帯は２

世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態

となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。 

イ 住家の滅失等の認定 

(ア) 住家が滅失したもの 

居住のための基本的機能を喪失したもので住家の損壊、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、又は住家の主要な構成要素

の経済的被害の損害割合が、住家全体の 50％以上に達した程度のもの 

(イ) 住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので住家の損壊又

は焼失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住家

の主要な構成要素の経済的被害の損害割合が 20％以上 50％未満のもの 

(ウ) 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となっ

たもので、（ア）及び（イ）に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達

した程度のもの、又は土砂等の堆積等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 

ウ 世帯及び住家の単位 

(ア) 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位 

(イ) 住家 

現に居住のために使用している建物。ただし、耐火構造のアパート等で居住の用に供し

ている部屋が遮断され、又は独立しており、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住家として取り扱う。 

(６) 救助法の適用手続 

ア 本部長は、町内の被災状況が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

みであるときは、直ちにその旨を知事に報告する。 

イ 災害救助法施行細則（昭和 23 年千葉県規則第 19 号）第５条の規定により、災害の事態

が急迫して知事による救助の実施を待つことができないとき、本部長は救助法の規定に
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よる救助に着手し、その状況を知事に報告する。 

(７) 救助の程度、方法及び期間等 

災害救助法が適用された場合の応急救助の程度、方法及び期間等については、災害救助法

施行細則別表第一によるものとする。 

 

＜資料編 千葉県災害救助法施行細則（別表第一）＞ 
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第２節 情報収集・伝達体制 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、被害を 小限にとどめるため気象情

報等の防災情報及び被害情報を一刻も早く地域住民等へ伝達することが必要である。特に高齢

者や障害者等の要配慮者への伝達に万全を期する必要がある。また、円滑な応急対策活動を実

施するため各防災機関は、緊密な連携のもと、災害に関する情報を的確かつ迅速に把握する体

制を整える。 

１. 通信体制 【総務班】 

災害発生後、災害の状況や被害の状況を的確に把握し、迅速な応急対策を実施するため、非

常通信手段を確保する。 

(１) 無線通信 

ア 防災行政無線等 

(ア) 県との連絡 

町は、県との情報連絡を千葉県防災行政無線、千葉県防災情報システムにより行う。 

(イ) 各班及び防災関係機関との連絡 

町関連施設、災害現場等に出動している各部及び防災関係機関との連絡は、大多喜町防

災行政無線によるものとする。 

また、必要に応じて消防無線や警察無線により、関係機関との連絡を行う。 

(２) 有線通信 

ア 災害時優先電話 

(ア) 連絡体制 

町及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する電話を定め、窓口の一元化を図る。 

また、災害時においては、災害時優先電話を平常業務に使用することを制限し、迅速か

つ円滑な通信連絡体制を確保する。 

(イ) 連絡責任者 

町及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保す

るため、連絡責任者を定める。 

(ウ) 災害時優先電話の利用 

災害時において、町が迅速な通信連絡を確保するため、あらかじめ東日本電信電話株式

会社に対し、電話番号を指定し届出て災害時優先電話としての承認を受けておくものとす

る。 

イ 非常・緊急通話（平成 27年 7月末まで） 

(ア) 利用方法 

原則的に「災害時優先電話」により 102 番をダイヤルし、オペレーターへ次のことを告

げて申し込むものとする。 

・非常又は緊急扱い通話の申込みであること。 

・災害時優先電話に登録された電話番号及び機関名称 
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・相手の番号及び通信内容 

(イ) 接続順位 

非常通話又は緊急通話は、他の手動接続通話に優先して取扱われ、非常通話相互間は、

その通話の請求の順序により接続され、非常通話は緊急通話より優先的に接続される。 

ウ 非常・緊急電報 

非常電報又は緊急電報を発信するときは、東日本電信電話（株）に依頼することとし、非

常扱い電報（緊急扱い電報）である旨を告げるものとする。 

(３) その他の無線通信 

ア 防災関係機関の通信 

災害情報の伝達に際して、緊急通信の必要があるときは、次の無線設備を使用する。 

また、災害発生時における救急措置の実施上緊急かつ特別な必要があるときにも、次の無

線設備を使用することができる。 

・警察通信設備 

・消防通信設備 

・自衛隊通信設備 

イ アマチュア無線の活用 

(ア) アマチュア無線ボランティア等への協力依頼 

町は、県が平成 13年１月に日本アマチュア無線連盟千葉県支部と締結した災害時応援協

定書の内容に準じて、アマチュア無線ボランティア等へ協力を依頼する。 

(イ) アマチュア無線ボランティアの活動内容 

アマチュア無線の協力者は、町の指示に従い、主に次の活動を行う。 

a 災害情報の収集 

b 災害情報の報告 

c 災害情報の伝達 

(４) その他通信における留意事項 

ア ファクシミリ等による文書連絡の優先利用 

災害対策本部、町の出先機関、防災関係機関の指令の授受伝達及び報告等の通信連絡は、

原則としてファクシミリによる文書連絡による。 

イ 通信の統制 

災害の発生時には、各種通信の混乱が予想される。このため、全ての携帯・可搬用無線機

は、災害対策本部に一旦集結させる。 

災害対策本部に集結した携帯・可搬用無線機の使用・搬出は、総務部長が指示する。 

ウ 本部員による伝達 

有線及び無線通信の利用が不可能な場合又は困難な場合は、徒歩、自転車、バイク等によ

り、本部員によって伝達を行う。 

エ 放送機能の利用 

総務班は、災害に関する通知、要請、伝達等の放送を、知事を通じて日本放送協会千葉放
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送局に要請することができる。 

(５) 通信連絡系統 

災害時の情報連絡の流れは、次の通信連絡系統図のとおりである。 

■通信連絡系統図 

 

２. 気象情報等の収集 【総務班】 

(１) 気象情報等 

ア 気象情報 

総務班は、電話及び千葉県防災情報システム等を通じて、気象庁及び銚子地方気象台が発

表する気象情報、災害情報を速やかに収集する。通信回線の障害・不通時は、気象・災害に

関する情報をテレビ・ラジオから入手する。 

 

 

 

 

 

住民 
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災害対策本部

内閣総理大臣 

消防庁 
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千葉県 

災害対策本部
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■主な気象情報の種類と発令基準（予報区：千葉県南部、地域：夷隅・安房） 

注

意

報 

強風注意報 強風による災害が発生するおそれがあると予想される場合 

平均風速が陸上 13m/s、海上 15m/s 以上 

風雪注意報 同上（雪を伴う） 

波浪注意報 高い波により災害が発生するおそれがあると予想される場合 

有義波高が 2.5ｍ以上 

高潮注意報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生するおそれがあると予想される場

合（本町は該当しない） 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想される場合 

基準雨量：平坦地で 3時間雨量が 60㎜、平坦地以外で 1時間雨量が 40㎜ 

土壌雨量指数基準：112 

洪水注意報 

 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想される場合

基準雨量：平坦地で 3時間雨量が 60㎜、平坦地以外で 1時間雨量が 40㎜ 

流域雨量指数基準：夷隅川流域 19、西畑川流域 8、養老川流域 8 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合 

24 時間の降雪の深さが10㎝以上 

地面現象注

意報 

大雨、大雪等による山くずれ、崖くずれ、地すべり等によって、災害が発生するおそれがあ

ると予想される場合 

警

報 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

平均風速が陸上 20m/s、海上 25m/s 以上 

暴風雪警報 同上（雪を伴う） 

波浪警報 高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

有義波高が 6.0ｍ以上 

高潮警報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害の起こるおそれがあると予想され

る場合（本町は該当しない） 

大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

基準雨量：平坦地で３時間雨量が 90㎜、平坦地以外で１時間雨量が 70㎜ 

土壌雨量指数基準：137 

洪水警報 

 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想され

る場合 

基準雨量：平坦地で３時間雨量が 90㎜、平坦地以外で１時間雨量が 70㎜ 

流域雨量指数基準：夷隅川流域＝24、西畑川流域＝10、養老川流域＝15 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

24 時間の降雪の深さが20㎝以上 

地面現象警

報 

大雨、大雪等による山くずれ、崖くずれ、地すべり等によって重大な災害が発生するおそれ

があると予想される場合 

特

別

警

報 

大雨 

特別警報 

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 

特別警報 

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暴風が吹くと予想される場合 

高潮 

特別警報 

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高潮になると予想される場合 

波浪 

特別警報 

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高波になると予想される場合 

暴風雪 

特別警報 

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雪を伴う暴風が吹くと予想される場

合 

大雪 

特別警報 

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

記録的短時間大

雨情報 

1時間雨量 100mm を観測したとき 

竜巻注意情報 竜巻、ダウンバースト等の激しい突風をもたらすような発達した積乱雲が存在しうる気象状

況となった場合 

※予想区域の単位は一次細分区域又は二次細分区域で、本町は、一次細分区域「千葉県南部」、二次細

分区域「夷隅・安房」に該当する。 
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イ 水防活動用気象注意報・警報 

銚子地方気象台は、水防活動の利用に適合する予報・警報を発表する。発表は、一般の利

用に適合する予報・警報をもって行う。 

■水防活動用気象注意報・警報の種類 

水防活動用注意報・警報 一般の注意報・警報 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用気象警報 大雨警報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 

ウ 火災気象通報 

銚子地方気象台は、消防法に基づき、次のような気象状況のとき、知事に対し火災気象通

報の発表及び終了の通報を行う。町長は、知事からこの通報を受けたとき又は気象の状況か

ら火災の予防上危険であると認めたときは、火災警報を発令することができる。 

なお、林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として行い、火災気象通報の発表及び終

了の通報をもって行う。 

■火災気象通報の基準 

① 実効湿度が60%以下で 小湿度が30%以下になる見込みのとき 

② 平均風速13m/s以上の風が吹く見込みのとき 

ただし、降雨（雪）を伴うときは、火災気象通報を行わない事がある。 

基準値は気象官署の値（ただし、銚子地方気象台は15ｍ以上） 

(２) 土砂災害警戒情報 

県及び銚子地方気象台は、市町村を単位として次の基準により土砂災害警戒情報を発表す

る。また、県はホームページ等を利用して、町内の災害発生の危険度や雨量予測等の詳細情

報を提供する。 

総務班は、土砂災害警戒情報が発表されたときは、周辺住民に対し周知徹底するとともに

避難情報、避難勧告及び避難指示の判断を行う。 

■土砂災害警戒情報について 

① 発表基準 

２時間先までの予測雨量が土砂災害発生危険基準線(CL)を超過するとき。 

② 土砂災害警戒情報の解除基準 

土砂災害警戒避難基準雨量を下回り、かつ、短時間で再び発表基準を超過しな

いと予想されるときとする。ただし、無降雨状態が長時間継続しているにもかか

わらず基準を下回らない場合は、県と銚子地方気象台が協議のうえで解除できる

ものとする。 

③ 土砂災害警戒情報の伝達経路 

土砂災害警戒情報の伝達経路は、警報・注意報と同様の経路で県から町へ伝達

される。 

④ 情報の特徴 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難勧告等の災害

応急対応が必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。 
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(３) 河川情報 

知事（発表者：夷隅土木事務所所長）は、夷隅川の水防警報及び水位情報について、町長

に通知する。 

■基準水位（ｍ） 

名称 
観測所
名 

位置 
水防団待

機(通報)

水位 

はん濫注

意(警戒)

水位 

避難判断

(特別警戒)

水位 

はん濫危険水位

(計画高水位) 

夷隅川 
大多喜 

大多喜町久保 198-6 

大多喜出張所内 
4.80 6.60 11.40 11.95 

桑田 いすみ市岬町中滝 2.50 3.50 4.00 未改修 

 

３. 被害情報等の収集・報告 【情報収集班、消防本部、消防団】 

  災害が発生した場合は、必要に応じ、警察署、消防本部その他防災関係機関と緊密な連携

をとり、被害情報を収集する。 

(１) 被害情報の種類 

災害発生後、直ちに収集する情報は、次のとおりである。 

また、報告は、既定の報告様式で行う。 

  ■収集すべき被害情報 

調査実施者 収集すべき被害状況の内容 

町（情報収集班） ①各部からの情報を整理する 

②県及び防災関係機関からの情報収集 

③町有財産の被害 

④商店、工場、危険物取扱施設その他土地等の物的被害 

⑤被災地の傷病者の状況 

⑥避難場所及び避難所施設の被害 

⑦ライフライン施設の被害 

⑧農作物、家畜等の被害 

⑨学校教育施設等の被害 

⑩児童生徒に関する被害 

 ⑪園児に関する被害 

各施設の管理者 ①所管施設の来所者、入所者、職員等の人的被害 

②所管施設の物的被害及び機能被害 

消防本部 

消防団 

 

①全ての人的被害（他で調査した人的被害の集計） 

②住宅の被害（物的被害） 

③火災発生状況及び火災による物的被害 

④危険物取扱施設の物的被害 

⑤要救護情報及び医療活動情報 

⑥避難経路の被害状況 

⑦避難の必要の有無及びその状況 

⑧その他消防活動上必要ある項目  
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調査実施者 収集すべき被害状況の内容 

警察署 

 

 

 

①被害状況、治安状況、救援活動状況及び警備活動状況 

②交通機関の運行状況及び交通規制の状況 

③犯罪の予防活動の状況 

④避難者の状況 

⑤ライフラインの状況 

⑥その他活動上必要がある事項 

その他防災関係機関 ①町域内の所管施設に対する被害状況及び災害に対してとった

措置 

②その他生活上必要がある事項 

＜資料編 被害調査集計表＞ 

＜資料編 被害状況箇所別調査票＞ 

＜資料編 被害状況報告書＞ 

 

(２) 被害情報等の伝達方法 

災害時における情報等の伝達の通信連絡は、通信施設の被害状況等により異なるため、次

の方法のうち実状に即した方法で行う。 

■被害情報の伝達方法 

発信者 

 →相 手 
電 話 

防災行

政無線
広報車

公共の

放 送
口 頭 文 書 

インター

ネット 

災害対策要員 

 →町 
○ ○      

町 

 →町出先機関 
○ ○      

町 

 →消防機関 
○ ○      

住民 

 →町 
○    ○   

町 

 →住民 
○ ○ ○ ○ ○  ○ 

町 

 →防災関係機関 
○ ○      

本部内 

 →本部内 
    ○ ○  

 

４. 県への被害情報の報告 【総務班】 

(１) 被害情報等の収集報告系統 

被害情報等の収集報告系統は、次の図のとおりとする。 
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■被害情報等の収集報告系統 

〔大多喜町〕

報
道
機
関
等

〔千葉県災害対策本部〕

千葉県総合防災情報システム
による報告ルート

凡例

部門担当部
(部･局･庁)

支部総務班
(夷隅地域振興

事務所)

災害対策本部
事 務 局

(危機管理課)

千葉県
防災情報
システム
サーバー

電話・ＦＡＸ等による報告ルート

被

災

現

場

等

各 部
(部門担当課)

（ 本 部 ）

国
(総務省
消防庁）

及び
関係省庁

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部
大多喜町消防団

指定地方行政機関
指定公共機関

指定地方公共機関

（ 支 部 ）

部門出先機関

大 多 喜 町
災害対策本部
事 務 局

（ 総 務 部 ）

 

(２) 県へ報告すべき被害の状況 

県本部事務局（危機管理課）及び夷隅地域振興事務所への報告の種別、時期及び方法は、

別表のとおりとする。 

(３) 報告すべき事項 

上記の状況の際に報告すべき事項は、次表のとおりとする。 

■県へ報告すべき事項 

① 災害の原因 

② 災害が発生した日時 

③ 災害が発生した場所又は地域 

④ 被害の状況 

⑤ 被害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

・災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

・主な応急措置の実施状況 

・その他必要事項 

⑥ 災害による住民等の避難の状況 

⑦ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

⑧ その他必要事項 
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■別表 県への報告一覧 

報告の種類 報  告  の  内  容 報告時期・方法 
 
 
 
 
災害緊急報告 

１ 庁舎等の状況 
２ 災害規模概況 

災害の発生場所、概況、人的被害、住家被害、火災
発生の有無等の被害状況 

３ 応急対策の状況 
当該災害に対して講じた応急対策について報告 

４ 措置情報 
災害対策本部等の設置状況、避難勧告・指示等の状

況、避難所の設置状況等について報告 

①覚知後直ちに 
②第１報の後、詳細が判明の
都度直ちに 
 
[電話、ＦＡＸ] 

 
 
 
災 
 
害 
 
総 
 
括 
 
報 
 
告 

定時報告 被害情報及び措置情報の全般的な情報を定時に報告 
１ 被害情報 

各市町村区域内の人的被害、住家被害及びその他施
設等の全般的な被害状況（件数） 

２ 措置情報 
災害対策本部の設置、職員配備、住民避難等の状況

①原則として１日２回９
時・15 時現在で把握して
いる情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった
場合はその指定する時刻
まで 

[電話、FAX 及び端末入力] 
確定時報告  同一の災害に対する応急対策が終了した後、10日以内

に報告。本報告は、災害復旧の基礎となるものであるた
め、正確を期すること。 
１ 被害情報 

各市町村内の全般的な被害状況（件数） 
２ 措置情報 

災害対策本部の設置、職員配備、住民避難等の状況
３ 被害額情報 

各市町村内の施設被害及び産業別被害額 

応急対策終了後 10日以内 
 
[端末入力及び文書] 

年報 ４月１日現在で明らかになった１月１日から 12月 31
日までに発生した災害について報告 

４月 20日まで 
[端末入力及び文書] 

 
 
 
災害詳細報告 

災害総括報告で報告した被害情報の内容（日時・場
所・原因等）及び措置情報の詳細を報告 

①原則として１日２回９
時・15 時現在で把握して
いる情報を指定時刻まで 

②県から別途指定があった
場合はその指定する時刻
まで 

[電話、FAX 及び端末入力] 

 

(４) 情報収集報告 

町の区域に災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、速やかに被害情報を収集

し、千葉県防災情報システム及び電話・ファクシミリ又は防災行政無線により県本部事務局

に報告する。ただし、県に報告できない場合にあっては、総務省消防庁に報告するものとし、

事後速やかに県に報告する。 

また、同時多発の火災等により消防機関へ通報が殺到したときは、その旨を総務省消防庁

及び県に報告する。 

(５) 情報収集報告にあたって留意すべき事項 

ア 人的被害、住家被害、住民避難、火災の発生、延焼の状況等、災害応急対策を実施する

上で重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先して収集・報告する。 

イ 被害等の調査及び報告にあたっては、関係機関及び内部の連絡を密にし、調査漏れや重

複等のないよう、十分留意するとともに、被害数値等の調整を図る。 

ウ 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集連絡に係る組織、設備、要領等の整備



大多喜町地域防災計画 第３編 風水害等編 
                                        第３章 災害応急対策計画 

風 - 65 

を図る。特に発災初期の情報は、住民組織を通じて直ちに通報されるよう体制を整えて

おく。 

エ 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門的な

知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 

オ り災世帯、り災人員等の把握にあたっては、現地調査のほか、住民基本台帳等を照合し、

正確を期する。 

(６) 報告責任者の選任 

町は、次の基準により、被害情報等の報告に係る責任者を定めておく。 

区  分 所 掌 事 務 町 

総括責任者 
町及び防災関係機関における被害情報等の

報告を総括する。 
総務部長 

取扱責任者 
町及び防災関係機関における各部門の被害

情報等の報告事務を取り扱う。 
消防防災係長 

(７) 千葉県被害情報等報告要領 

被害情報等の収集報告活動に関する具体的な運用は、「千葉県被害情報等報告要領」により

行うものとする。 

(８) 国及び県への連絡方法 

■勤務時間内における国及び県への連絡方法 

総務省消防庁（応急対策室） 

①消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

電話 120-90-49013（地上系） 048-500-90-49013（衛星系） 

FAX  120-90-49033（地上系） 048-500-90-49033（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 03-5253-7527 FAX 03-5253-7537 

千葉県（危機管理課） 

①県防災行政無線 

電話 500-7314（地上系） 012-500-7314（衛星系） 

FAX  500-7298（地上系） 012-500-7298（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 043-223-2175 FAX 043-222-1127 

■勤務時間外における国及び県への連絡方法 

総務省消防庁（消防庁宿直室） 

①消防防災無線（県防災行政無線を使用） 

電話 120-90-49102（地上系） 048-500-90-49102（衛星系） 

FAX  120-90-49036（地上系） 048-500-90-49036（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 03-5253-7777 FAX 03-5253-7553 



大多喜町地域防災計画 第３編 風水害等編 
第３章 災害応急対策計画                                              

 

風 - 66 

千葉県（防災行政無線統制室） 

①県防災行政無線 

電話 500-7225（地上系） 012-500-7225（衛星系） 

FAX  500-7110（地上系） 012-500-7110（衛星系） 

②一般加入電話 

電話 043-223-2178 FAX 043-222-5219（県防災行政無線統制室） 

 

５. 災害時の広報 【総務班】 

町は、流言飛語等による社会混乱を防止し、被災地の住民の適切な判断と行動を助け、安全

を確保するため、防災関係機関と相互に協力し正確な情報の迅速な提供に努める。 

(１) 実施機関 

広報活動は、本部長の決定に基づき、総務班が行う。 

(２) 広報内容 

ア 避難方法等に関する情報 

イ 交通規制等に関する情報 

ウ 被害に関する情報 

(ア) 人及び家屋関係 

(イ) 公益事業関係 

(ウ) 交通施設関係 

(エ) 土木施設関係 

(オ) 農林水産関係 

(カ) 商工業関係 

(キ) 教育関係 

(ク) その他 

エ 応急対策活動に関する情報 

(ア) 水防、警備、救助及び防疫活動 

(イ) 通信、交通、土木施設等の応急対策活動 

(ウ) その他住民及び被災者に対する必要な広報事項 

オ 県外で発生した災害に係る支援に関する情報 

カ 流言飛語の防止に関する情報 

(３) 広報方法 

ア 一般広報活動 

(ア) 防災行政無線、広報車等を活用した広報 

(イ) 広報紙、チラシ、ポスター、掲示板等を活用した広報 

(ウ) 県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

(エ) インターネット、メールを活用した広報 

イ 報道機関への発表 
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町は、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関に対して正確な情報を迅速に発表する。 

なお、報道への窓口は、総務班が一括して行う。 

(ア) 発表内容 

a 災害の種別及び発生日時 

b 被害発生の場所及び発生日時 

c 被害状況 

d 応急対策の状況 

e 住民に対する避難勧告等指示の状況 

f 一般住民並びに被害者に対する協力及び注意事項 

g その他本部長が必要と認める情報 

(イ) 発表者 

発表は、原則として本部長が実施する。ただし、必要に応じて、各部において発表する

場合は、あらかじめ総務部長に発表内容、発表場所等について了承を得るものとし、発表

後、速やかにその内容について総務部長に報告する。 

(ウ) 指定公共機関及び指定地方公共機関の発表 

指定公共機関又は指定地方公共機関が情報を報道機関に発表する場合は、原則として総

務部長と協議の上実施する。 

ただし、緊急を要する場合には、発表後、速やかにその内容について総務部長に報告す

る。 

(エ) 発表情報の送付 

総務部長は、報道機関に発表した内容を災害対策本部各部のうち、必要と認められる部

及び関係機関に送付する。 

ウ 放送機関への放送要請 

町長が行う避難の勧告、指示等で緊急やむを得ない特別の事情がある場合は、別に定める

「緊急警報放送の実施に伴う災害時の放送要請について」により日本放送協会千葉放送局に

緊急警報放送を行うよう求めるものとする。 

なお、要請に当たっては、原則として県を経由して行う。 

■放送要請協定機関及び窓口 

機関名・窓口 
県防災行政無線 一般加入電話 

電 話 ＦＡＸ 電 話 ＦＡＸ 

日本放送協会千葉放送局 
(放送) 

500-7393 500-7394 043-203-0597 043-203-0395
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第３節 水防計画 

町内の河川に対し、水防上必要な監視、警戒、予防等を行うとともに、消防機関や水防管理

団体等との協力、水防資材及び設備の運用等を実施し被害の軽減を図る。なお、水防計画は、

県土整備部河川環境課が作成する「千葉県水防計画」による。 

１. 水防の目的  

水防計画は、水防法（昭和 24年 6月 4日法律第 193 号。 終改正 平成 25年 6月 21 日法

律第 124 号、以下「法」という）に基づき、洪水その他による大規模な水災の発生又は発生す

るおそれがある場合において、洪水等を警戒し、防ぎょし、これによる被害を軽減する目的を

もって、町内各河川等に対する監視、警戒その他水防上必要な事項について定めるものとする。 

２. 水防組織  

 水防組織は、本章第１節「災害対策本部活動 １町の活動体制」を準用する。 

３. 気象情報・水防情報等の伝達 【総務班、建設班】 

気象情報、土砂災害警戒情報及び河川情報の伝達については、本章第２節によるものとし、

総務班と建設班が連携して行う。 

町は、気象の状況から相当の被害が発生するおそれがあると認めたときは、県土整備部河

川環境課（県水防本部）及び夷隅土木事務所（現地指導班）と緊密な連絡をとり、情報を交

換するとともに管内の雨量、水位等の正確な資料を観測者から敏速に入手し、常に的確な情

報の把握に努めるものとする。 

なお、水防法第 15 条による洪水予報等の伝達を行う浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳

幼児その他の要配慮者が利用する施設は、本町には存在しない。 

４. 水防警報 【総務班、建設班】 

水防法第 16条第１項に基づき行う水防警報は、洪水により災害が起こるおそれがあるとき、

水防警報を行う必要がある旨を通知して行う発表をいう。 

また、町及び県は、その情報の目的及び性質を十分理解するとともに、伝達の系統及び方法

等について精通し、その情報の目的を有効に利用して効果的な水防活動に努めるものとする。 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次の表のとおりである。 

 

種 類 内   容 発表基準 

 

待 機 

 

 

待 機 

１増水あるいは水位の再上昇等が予想される場合

に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できる

ように待機する必要がある旨を警告するもの 

２水防機関の出動期間が長引くような場合に、出

動人員を減らしてもさしつかえないが、水防活

動をやめることはできない旨を警告するもの 

気象予報、警報等及び河川

状況により、特に必要と認

めるとき。 

準 備 
水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水こ

う門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努め

雨量、水位、流量その他の

河川状況により必要と認
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種 類 内   容 発表基準 

るとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要

がある旨を警告するもの 

めるとき。 

出 動 

水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの 夷隅川はん濫注意情報（洪

水注意報）等により、はん

濫注意水位（警戒水位）を

越えるおそれがあるとき、

又は水位、流量その他の河

川状況により必要と認め

るとき。 

警 戒 

増水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要で

ある旨を警告するとともに水防活動上必要な堤防

から水があふれる・漏水・堤防斜面の崩れ・亀裂

等河川の状態を示し、その対応策を指示するもの

夷隅川はん濫警戒情報（洪

水警報）等により、又は既

にはん濫注意水位（警戒水

位）を越え、災害のおこる

おそれがあるとき。 

解 除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び

当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解

除する旨を通告するもの 

夷隅川はん濫水位（警戒水

位）以下に下降したとき、

又ははん濫注意水位（警戒

水位）以上であっても水防

作業を必要とする河川状

況が解消したと認めると

き。 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表

する。 

５. 水防機関の活動 【総務班、建設班、消防団】 

(１) 水防配備体制 

水防対策本部が設置された場合の水防体制は、次のとおりとする。 

種   類 配 備 体 制 

水防準備体制 災害対策本部設置前第１配備体制に準ずる。 

水防注意体制 災害対策本部設置前第２配備体制に準ずる。 

水防警戒体制 災害対策本部設置第３配備体制に準ずる。 

水防非常第１体制 災害対策本部設置第４配備体制に準ずる。 

水防非常第２体制 災害対策本部設置第５配備体制に準ずる。 

(２) 水防活動 

町長（水防管理者）は、気象状況等により洪水のおそれがある場合は、直ちに事態に即応

した配備体制をとるとともに、おおむね次の水防活動を行うものとする。 

ア 河川、堤防等の巡視を行い、水防上危険であると認められる箇所があるときは、その管

理者に連絡して必要な措置を求める。 

イ 気象状況及び水位に応じて河川等の監視警戒を行い、異常を発見したときは、直ちに関

係機関に連絡するとともに、事態に即応した措置を講ずる。 

ウ 水防作業に必要な技術上の指導を行う。 

エ 水防作業に必要な資機材の調達を行う。 
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オ 町長（水防管理者）は、次の場合、直ちに消防団に対して準備及び出動を要請する。こ

の場合は、直ちに夷隅土木事務所（現地指導班）を経由し、県土整備部河川環境課(県水

防本部)に報告するものとする。 

(ア) 準備 

a 水防警報により、待機又は準備の警告があったとき。 

b 河川の水位が、通報水位に達し、なお上昇のおそれがあり、出動の必要が予想され

たとき。 

(イ) 出動 

a 水防警報により、出動又は指示の警告があったとき。 

b 水位が警戒水位に達し、危険のおそれがあるとき。 

c その他水防上必要と認められたとき。 

カ 町長（水防管理者）は、水防のためやむを得ない必要があるときは、その区域内に居住

する者又は現場にある者をして、作業に従事させることができる。 

キ 町長（水防管理者）は、堤防その他の施設が決壊又はこれに準ずる事態が発生したとき

は、直ちに関係機関に通知する。決壊したときは、できる限りはん濫による被害が拡大

しないよう努める。 

ク 町長（水防管理者）は、洪水による著しい危険が切追しているときは、必要と認める区

域の居住者に対し、立退き又はその準備を指示する。この場合は、遅滞なく警察署長に、

その旨を通知する。 

ケ 町長（水防管理者）は、水防のため必要があると認めるときは、現場の秩序又は保全維

持のため警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。 

コ 町長（水防管理者）は、水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管理者に対し、

応援を求めることができる。応援のため派遺された者は、応援を求めた町長（水防管理

者）の所轄の下に行動する。 

サ 町長（水防管理者）は、水防のため緊急の必要があるときは、知事に対して自衛隊の派

遣を要請することができる。 

(３) 夷隅土木事務所の体制 

ア 水防の責任 

夷隅土木事務所は、その管内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように情報

を交換し、技術的な援助を与えるなどその調整を図るものとする。 

イ 水防資機材 

水防資機材を要請する場合、夷隅土木事務所に電話（後日文書）で要請し、資材を水防倉

庫から払い出すものとする。 

(４) 消防団 

ア 消防団の水防区域 

消防団が行う水防区域は、町全域とし、特別の指示のない限り各分団が行う水防の区域は、

分団管轄区域内とする。 
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＜資料編 町の重要水防区域一覧表＞ 

イ 通報 

(ア) 団員は、水災の発生するおそれがあると認められる異常な現象を発見したとき、又

は水災が発生したときは、直ちに分団長を通じ団本部に通報する。 

(イ) 団本部は、団員からの通報を受けた場合は、直ちに町長（水防管理者）に通報する

ものとする。 

ウ 出動の指示 

(ア) 団長は、水災の発生するおそれがあると認められるとき、若しくは発生したとき、

又は分団から通報を受けたときは、町長（水防管理者）と協議し、必要な団員に出

動を指示するものとする。 

(イ) 分団長は、気象状況等に分団区域内に被害の発生のおそれが認められるとき、又は

被害が発生したときは、その被害の規模に応じた団員を出動させることができる。

この場合において、分団長は、速やかに出動した場所及び出動団員数を団本部に報

告しなければならない。 

エ 指示等の伝達 

団本部の指示又は分団の通報等の伝達は、次の要領により行うものとする。 

    千葉県 → 大多喜町 ←→ 消防団本部 ←→ 分団 → 団員 

オ 広報活動の協力 

消防団は、必要に応じ、各種広報活動に協力するものとする。 

カ 消防団出動基準 

水災現場活動の出動は、次の基準により実施するものとする。 

(ア) 待機 

団員は、自宅に待機し、必要に応じ、直ちに出動できる態勢 

(イ) 準備 

水防に関する情報連絡及び水防資機材の整備点検等消防団の出動の準備態勢 

(ウ) 出動 

消防団が被害現場に出動する態勢 

(エ) 解除 

水防活動を必要とする状況が解消し、消防団の水防体制の終了の通知 

キ 出動の要領 

出動は、団本部の指示があった場合のほか、気象状況等により分団区域内に被害の発生の

おそれが認められたとき、又は被害が発生したときは、分団長は、その被害の規模に応じ、

団員を出動させるものとする。 

この場合、分団長は、出動ごとに出動した場所及び出動団員数を団本部に報告しなければ

ならない。 

ク 監視及び警戒 

分団長は、気象状況等により、分団管轄区域内に水防上危険であると認められるときは、
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所属する団員による監視及び警戒を行い、事態に対応した措置を講ずるものとする。 

ケ 水防作業報告 

分団において水防作業を実施した場合は、その経過及び結果について、随時、団本部に報

告するものとする。 

(５) 勝浦警察署の協力 

ア 町長（水防管理者）から、水防上の必要により、警察官の出動を求められた場合は、避

難誘導、人命救助等基礎的警備活動に支障のない限り警備本隊を応援出動させる。なお、

要請がない場合においても事態が急を要すると認められるときは、積極的に出動するも

のとする。 

イ 水防現場においては、町長（水防管理者）及び消防機関等と緊密な連絡調整をし、水防

活動に協力するとともに、水防上必要と判断されるときは、警戒区域を設定し、関係者

以外の立入制限及び禁止又は立退き等必要な措置を講じ、水防活動が迅速に行われるよ

う努める。 

ウ 水防機関及び消防機関等で、水防現場に向うものの通行については、なるべく優先通行

等の便宜を与え、水防活動が迅速に行われるよう努める。 

エ 被災者等に対する救助業務について、災害初期においては、可能な限りこれに協力する

こととし、状況に応じ逐次警察本来の活動に移行する。 

(６) 決壊時の処置 

ア 警戒員その他の者からの連絡報告等により決壊を確認したとき、又はこれに準ずる事態

が発生したときは、町長（水防管理者）又は消防団長は、直ちに夷隅土木事務所（現地

指導班）を経由し、県土整備部河川環境課(県水防本部)に通報するともに、関係機関に

通報し、相互に緊密な連絡をとるものとする。 

イ 決壊後、町長（水防管理者）は、できる限り被害が拡大しないように努めなければなら

ない。 

ウ 洪水等による著しい危険が切迫していると認められるときは、町長（水防管理者）又は

その命を受けた者は、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立退きを指示する

ことができる。この場合、遅滞なく警察署長にその旨を通知しなければならない。 

(７) 費用負担及び公用負担 

ア 費用負担 

町は、水防に要する費用を負担するものとする。 

ただし、応援のために要した費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとし、

その額及び方法は、町が当該応援を求めた場合、町と応援を求められた水防管理団体が協議

して定める。（水防法第 41条、第 23条第３項及び第４項） 

また、区域外の市町村が当該水防により著しく利益を受ける場合には、当該水防に要する

費用の一部を受益市町村が負担する。 

この負担費用の額及び負担方法は、両者が協議して定めるものとし、協議が成立しないと

きは、知事に斡旋申請することができる。（水防法第 42条） 
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イ 公用負担 

(ア) 公用負担権限 

水防のため緊急の必要のあるときは、町長(水防管理者）又は消防機関の長は、次の権限

を行使することができる。（水防法第 28条） 

・必要な土地の一時使用 

・土石、竹、木材その他の資材の使用及び収用 

・損失補償 

・車その他の運搬具又は器具の使用 

・工作物その他の障害物の処分 

(イ) 損失補償 

公用負担権限行使によって損失を受けた者に対しては、水防管理団体は時価によりその

損失を補償するものとする。（水防法第 28条） 
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第４節 避難計画 

風水害等による災害に際し、住民等を安全な場所に避難させ、人的被害の軽減を図る。 

この際、高齢者、障害者等の要配慮者の安全避難について、特に留意する。 

１. 避難の勧告又は指示等 【総務班】 

災害に際し、危険地域の住民を安全な場所に避難させ、人的被害の軽減を図るとともに、こ

れらの者と現に被害を受けて避難しなければならない者を、一時的に学校、集会所、公民館等

の既存建物又は野外に仮設したテント等に収容し、保護する。また、「災害時における避難所

運営の手引き」（千葉県、平成21年10月）に基づき、適切な避難誘導体制を整える。 

(１) 避難勧告・指示等の発令 

本部長（町長）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、必要と認める地域

の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、緊急を要すると認め

るときは避難のための立ち退きを指示する。 

また、避難勧告・指示に先立ち、住民の避難準備と要配慮者の避難開始を促すため「避難

準備情報」を伝達する。 

総務班は、本部長へ避難に関する情報を伝達し、避難勧告・指示等の事務を行う。 

なお、「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がそ

の勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。「指示」は、

被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるも

のである。 

■避難の種類及び発令基準の目安 

種 類 内  容 基  準 

避難準

備情報 

避難勧告・指示が発令されたときに、

いつでも避難できるような体制をと

ること。要支援者等、特に避難行動に

時間を要する者は、避難行動を開始。

① 基準水位がはん濫注意水位に達したとき 

② その他の状況により本部長（町長）が必要と認

めるとき 

避難 

勧告 

危険区域の住民が避難すること ① 基準水位が避難判断水位に達したとき 

② 水位、気象状況により浸水被害が発生するおそ

れのあるとき 

③ 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

④ 火災の拡大、がけ崩れ、危険物質の流出拡散等

により、住民に危険が及ぶと認められるとき 

⑤ その他災害の状況により、本部長（町長）が必

要と認めるとき 

避難 

指示 

危険の切迫性があり緊急的に避難す

ること。ま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

低限の行動を実施。 

① 基準水位がはん濫危険水位に達したとき 

② 河川がはん濫したとき 

③ その他の浸水が発生したとき 

④ その他災害の状況により、本部長（町長）が必

要と認めるとき 
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■避難勧告・指示の発令権者及び要件 

発令権者 勧告・指示を行う要件 根拠法令 

町長 ○勧告：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、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特に必

要があると認めるとき 

○指示：急を要すると認めるとき 

災害対策基本法

第60条第1項 

知事 ○災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったとき 

災害対策基本法

第60条第5項 

○洪水又は高潮のはん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 

海上保安官 

○町長が避難のための立退きを指示することができないと認められると

き 

○町長から要求があったとき 

災害対策基本法

第61条 

○人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要

するとき 

警察官職務執行

法第４条 

災害派遣を命じら

れた部隊等の自衛

官 

○人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要

する場合で、その場に警察官がいないとき 

自衛隊法第94条

知事又は知事の命

を受けた県職員 

○洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき 水防法第29条 

○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 地すべり等防止

法第25条 

水防管理者 ○洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき 水防法第29条 

 

(２) 避難情報等の伝達 

ア 住民への伝達 

総務班は、避難勧告又は指示等を発令又は解除した場合、直ちに次の方法により伝達広報

を行い、住民への周知徹底を図る。 

■避難情報等の伝達方法及び伝達内容 

① 伝達方法 

○ 町防災行政無線     ○ 広報車 

○ 報道機関        ○ 町ホームページ 

② 伝達内容 

○ 避難の対象区域     ○ 避難先      ○ 避難経路 

○ 避難勧告・指示等の理由 ○ その他注意事項 

イ 県に対する報告 

総務班は、避難の準備情報及び勧告、指示又は解除を発令した時は、その旨を「千葉県被

害情報等報告要領」に基づき、県災害対策本部事務局（危機管理課）及び夷隅地域振興事務

所に報告する。 

ウ 関係機関への通報 

本部長（町長）が避難の勧告又は指示を行った時、又は警察官等から勧告又は指示を行っ

た旨の通報を受けた時は、総務班は、関係機関に通報する。 

 

(３) 警戒区域の設定 

本部長は、町内に災害が発生し、又は災害の発生するおそれがあると認められ、住民の避
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難が必要な場合は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する以外の者に対して当該地区

への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。 

警戒区域設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様に住民への周知及び関係機関への

その旨の連絡を行う。 

警戒区域を設定する権限のあるものは、次のとおりとする。 

■警戒区域の設定権者及び要件・内容 
設定権者 設定の要件・内容 根拠法令

町長 ○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は、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ことができ

る。 

災害対策基

本法第63条

知事 ○災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

たときは、上記の全部又は一部を町長に代わって実施しなければならない。 

災害対策基

本法第73条

消防長、消防署長 ○ガス、火薬又は危険物の漏えい、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おそれが著しく大であり、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る

とき、火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止し、又

は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しく

はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。 

消防法第23

条の2 

警察署長 次の場合、上記に記載する消防長等の職権を行うことができる。 

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防吏員若しくは

消防団員が現場にいないとき、又は消防長若しくは消防署長から要求があっ

たとき 

消防法第23

条の2 

消防吏員又は消防

団員 

○火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める以外の

者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域への出入を禁止し若し

くは制限することができる。 

消防法第28

条 

水防団長、水防団

員、消防機関に属す

る者 

○水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水防関係者以

外の者に対して、その区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区

域からの退去を命ずることができる。 

水防法第21

条 

警察官 次の場合、上記に記載する町長等の職権を行うことができる 

○町長若しくは町長の委任を受けた職員が現場にいないとき、又はこれらの者

から要求があったとき 

災害対策基

本法第63条

次の場合、上記に記載する消防吏員等の職権を行うことができる 

○消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき、又は消防吏員又は消防団

員の要求があったとき 

消防法第28

条 

○水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれら

の者の要求があったとき 

水防法第21

条 

災害派遣を命じら

れた部隊等の自衛

官 

○町長若しくは町長の委任を受けた町職員及び警察官が現場にいないとき、上

記に記載する町長等の職権を行うことができる。 

災害対策基

本法第63条

２. 避難誘導等 【被害調査班、産業振興班、消防本部、消防団】 

(１) 避難の誘導 

ア 危険地域における避難誘導 

本部長が避難勧告又は指示を行った場合の避難の誘導は、警察官、消防職員、消防団員、

町職員（被害調査班）等が行うものとするが、誘導にあっては極力安全と統制を図るものと

する。 

なお、自主防災組織等とも連絡をとり、協力を求めるものとする。 
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イ 学校等における避難誘導 

学校、保育所、社会福祉施設等については、その施設の管理者及び職員が、安全な場所へ

避難誘導等の措置を行う。 

(２) 住民等の避難準備 

避難する者は、次のことに留意する。 

ア 避難に際しては、必ず電気のブレーカー、火気及び危険物等の始末を完全に行うこと。 

イ 避難者は、安全に避難できる服装で、非常持ち出し袋を携行し、避難すること。 

ウ 避難者は、必要に応じて防寒雨具を携帯すること。 

エ 本人の住所、氏名、年齢及び血液型等が分かるものを所持すること。 

オ 事業所等においては、浸水その他の被害による油脂類の流失防止、発火しやすい薬品、

電気、ガス等の安全措置を行うこと。 

(３) 避難誘導の方法 

本部長は、収集された被害状況の情報をもとに、本部長が必要と思われる避難誘導の方法

により、適切な避難誘導措置をとる。 

ア 避難経路 

避難経路の選定にあたっては、災害の規模、道路や橋りょうの状況、落下物、危険物の状

況、火災の延焼拡大の経路等を考慮して、パニックの起こらない、 も安全と思われる経路

を選定する。 

イ 自主防災組織等 

消防団、自主防災組織、区長等は、地域住民の避難を促し、避難の誘導を図る。 

ウ 要配慮者の優先・安全確保 

避難にあたっては、住民に対し、高齢者、乳幼児、小児、心身障害者及び外国人等要配慮

者の安全確保の援助及び優先避難を呼びかけ、近隣者相互の助け合いによる全員の安全避難

を図るよう努める。 

エ 避難の単位 

避難誘導は、自主防災組織、区長会等の単位で行う。 

(４) 町内への通勤・通学者に対する避難対策 

ア 町内への通勤者・通学者 

事業所内において災害等にあった場合は、その事業所の避難マニュアル等にしたがって対

応する。 

また、学校教育施設において災害にあった場合は、その教育施設の避難マニュアル等で対

応する。 

イ 観光客その他 

産業振興班は、消防団等と連携をとり通勤・通学等の理由以外の来訪者（観光客等）に対

する避難誘導を行う。また、自動車等を使って移動中の者についても消防団、警察等と連携

をとり避難誘導を行う。 
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３. 避難所の開設・運営 【福祉班、建設班、産業振興班、学校教育班、保育園班、社

会教育班】 

災害により現に被害を受け、または受けるおそれのある住民を収容するため、町長は、学校

や公民館等の避難所を設置する。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、町長

はこれを補助する。町のみで対応が不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の

応援を得て実施する。 

なお、被災者のプライバシー及び安全の確保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障

害者をはじめとする要配慮者や女性への配慮、ペット対策などについても適切に対応するよう

努めるものとする 

(１) 避難所の開設 

町は、避難所を設置する必要があるときは、学校、集会所、公民館その他の公共建物等を

避難所として開設するが、これらの施設のみをもっては収容能力に不足が生ずるときは、野

外にテント又は応急仮設住宅を設置し、対応する。さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産

婦等の要配慮者については、被災地以外にあるものも含め、旅館やホテル等を避難所として

借り上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。なお、避難所の開設が予定される

施設については、耐震性を確保するとともに、対象地域の被災住民を収容できる規模をもっ

て適切に配置するよう努める。 

町は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災組織やボランティア組織と協力し

て避難所の効率的な管理運営がなされるよう、「災害時における避難所運営の手引き」を参考

として避難所整備運営方針等の作成に努める。 

町は、避難所を開設した場合には、各避難所との情報連絡を密にし、避難者の氏名や家族

構成などの情報を逐次、コンピュータ等を活用して把握に努めるとともに、広報や問い合わ

せに適切に対応するものとする。 

ア 対象者 

・住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

・現に災害に遭遇（旅館の宿泊者等）した者 

・災害によって、現に被害を受けるおそれのある者 

イ 設置場所 

・避難所としてあらかじめ指定している施設 

・教育施設については、原則として体育館を使用し、必要に応じて教室を使用 

ウ 収容地区 

避難所の地区割り当ては、原則として避難所の対象地に従って割り当てる。 

また、災害の状況、被災者の収容状況等により避難所の統合等を実施する。 

エ 県及び防災関係機関への報告 

避難所を開設した際は、次の内容を県に報告する。また、必要に応じて警察、消防等防災

関係機関に通知する。 

・開設した場所 
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・開設した日時 

・入所した人員 

・その他必要と思われる事項 

オ その他 

避難所が不足する等、本町限りで収容不可能な場合は、近隣の市町村その他の関係機関に

対して、協力を要請する。 

(２) 避難所の運営 

避難所の開設に伴い、福祉班を中心とした職員を配置し、責任者を指定する。 

避難所の運営にあたっては、警察等の防災関係機関、地域住民組織等の協力を得ながら避

難所の運営を行うが、男女双方の要望や意見を反映するため、男性ばかりでなく女性を管理

運営する者に入れるものとする。 

また、避難所における女性への配慮としては、更衣室やトイレなど施設の利用上の配慮、

女性相談窓口や女性専用の物資配付など運営上の配慮などが必要である。 

ア 職員の配置 

福祉部長は、各避難所に所要の職員を配置し、責任者を指定するものとする。 

避難所に配置された職員は、災害対策本部の指示に基づき、施設の管理者及び自主防災組

織等の協力を得て、避難所の管理及び運営を行う。 

イ 避難所職員の任務 

(ア) 避難所の開設 

(イ) 避難者の受付及び人員把握 

(ウ) 収容者の組織編成 

収容者を行政区（自主防災組織）ごとに適当な人員によって班を編成し、班長をきめる。

班長には各行政区の役員又は自主防災組織の役員をあてる。 

(エ) 情報伝達 

収容者に対して直接又は班長を通じて伝達する。 

ウ 食糧、生活必需品等の請求、受領及び配布 

責任者となる職員は、避難所全体で集約された食糧、生活必需品その他の物資の必要数に

ついて取りまとめ、災害対策本部会議へ要請する。 

到着した食糧や物資は、消耗品受払簿に記入の上、各居住区域に配給を行う。 

エ 設備・備品の整備 

町は、状況により避難生活が長期化するような場合に備え、基本的な生活に対応できる環

境を整えるために必要な資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。 

また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移り変わりにも柔軟に対応でき

る環境づくりに努める。 

オ ペットへの配慮 

町は、ペットとの同行避難に備えて、「災害時における避難所運営の手引き」を参考に、

ペットの収容場所を確保するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成に努める。 
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(３) 避難者の他地区への移送 

ア 避難者を他地区へ移送する場合 

本部長は、避難者を避難所に収容できない場合は、本町から も近い距離にある非被災地

若しくは小被災地又は隣接市町村へ移送する。 

移送にあたっては、町の車両又は民間の車両（バス等）を借り上げて行うものとするが、

必要に応じて、防災関係機関へ応援を要請する。 

イ 他地区の避難管理者 

他地区に避難所を開設する場合は、福祉班の職員又は本部長が指名した職員を派遣する。 

ウ 他地区からの受入 

本部長は、県知事から他地区避難者を受け入れるために避難所の開設を指示された場合は、

直ちに避難所の選定を行い、受入態勢を整備するとともに、本部職員を派遣して避難所運営

に協力する。 
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第５節 要配慮者の安全確保対策 

風水害により、住民の避難を要する地域が数多く出た際に、被災者の安全な場所への避難に

必要な可能な限りの措置をとり、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。 

特に、要配慮者のうち、災害時に支援を必要とする避難行動要支援者については、町が策定

した「大多喜町避難支援プラン＜全体計画＞」等に基づき、災害時の避難誘導をはじめ、避難

生活についても考慮し、安全確保に努める。 

１. 避難誘導等 【福祉班】 

災害時の避難に支援を必要とする避難行動要支援者については、避難行動要支援者支援プラ

ン等に基づき、避難支援者による避難誘導、支援を行う。 

(１) 避難誘導 

避難誘導は、次の事項に留意して行う。 

ア 避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所を

避け、安全な経路を選定すること。この場合なるべく身体壮健者、その他適当な者に依

頼して避難者の誘導措置を講ずること。 

イ 危険な場所には、表示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置すること。 

ウ 状況により、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、病弱者又は歩行困難者は適当な場所に

集合させ、車両等による輸送を行う。この場合、ロープ等の資材を利用して輸送途中の

安全を期すること。 

エ 避難誘導は、収容先での救助物資の配給等を考慮し、できれば町内会等の単位で行う。 

オ 高齢者、障害者等の要配慮者については、その状態や特性に応じた適切な避難誘導を行

うとともに、町職員及び自主防災組織の隊員等による避難確認を行うこと。 

(２) 避難順位 

避難誘導は、移動若しくは歩行困難な者を優先して行うものとし、優先順位は、おおむね

次のとおりとする。 

①介護を要する高齢者及び障害者 

②病弱者 

③乳幼児及びその母親・妊婦 

④高齢者・障害者 

⑤児童生徒 

⑥女性 

⑦男性 

(３) 緊急入所等 

福祉班は、在宅での生活の継続が困難な要配慮者や指定避難所あるいは福祉避難所での避

難生活が困難な要配慮者、身体状況等の悪化により緊急に入院加療が必要な者等については、

緊急入所、ショートステイ、緊急入院等により対応を行うものとする。 
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２. 避難所の開設、要配慮者への対応 【福祉班】 

(１) 避難所の開設 

避難所の開設は、本章「第４節 避難計画」によるものとする。 

町及び県は、高齢者や障害者等の要配慮者の避難状況を速やかに確認し、優先的に避難場

所を確保するとともに、健康状態の把握に努め、状況に応じて福祉避難所への移送、社会福

祉施設等への緊急入所を行う。 

さらに、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等要配慮者支援のための福祉避難所を設置する。 

避難所における支援として、具体的には、以下の３点があげられる。 

ア 避難所における要配慮者相談窓口の設置 

イ 避難所からの迅速・具体的な支援要請 

ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

(２) 外国人に対する対応 

町は、国が作成した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び県が作成

した「災害時における避難所運営の手引き」を活用し、避難所等の整備に努める。 

ア 外国人の避難誘導 

外国語に堪能な職員やボランティアの協力を得て、外国人の安全な避難誘導及び外国人被

災者を対象とした窓口を開設する。 

イ 安否確認・救護活動 

福祉班は、警察、近隣住民（自主防災組織）、ボランティア等の協力を得て、外国人登録

等に基づき、外国人の安否の確認や救護活動を行う。 

ウ 情報提供 

外国人の安全生活を支援するため、ボランティア等の協力を得て、避難所及び在宅外国人

への生活情報の提供を行う。 

３. 福祉避難所の設置  【福祉班】 

要配慮者を収容するため、福祉避難所に指定されている施設を福祉避難所として設置する。

福祉避難所の設置は、町長が発災後に福祉避難所に指定されている施設の管理者と連絡をとり、

福祉班が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事が行い、町長はこれを補助する。 

なお、本町限りで対応不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て

実施する。 

福祉避難所開設後は、関係機関及び各避難所に開設済の福祉避難所を周知する。 

４. 避難所から福祉避難所への移送  【福祉班】 

福祉班は、避難所における要配慮者の健康状態や特性等の把握に努め、状況に応じて福祉避

難所への移送を行う。なお、健康状態や特性等に関係なく、その障害などにより通常の避難所

生活が困難な場合も福祉避難所への移送を検討する。 

福祉班は、福祉避難所に指定された施設や関連団体、または県等と協力して要配慮者の移送

に利用可能な車両等、移送手段の確保に努める。町や関係機関等が保有する車両等のリストを
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作成するほか、個々の要配慮者の移動手段の有無等を調査し、自力での移動可否状況を把握す

る。 

また、社会福祉協議会と協力して、地域住民に対し、要配慮者の避難所までの移動支援や避

難所から福祉避難所への移送支援について働きかける。 

５. 被災した要配慮者等の生活の確保  【福祉班】 

応急仮設住宅への入居については、高齢者・障害者等の要配慮者を優先して行うよう努める

とともに、福祉班は、高齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅の設置等について検討する。 

また、被災した要配慮者の生活の確保として、福祉班および県は、災害によるショック及び

避難生活の長期化に対応するため、被災地及び避難所において社会福祉士、介護福祉士、児童

相談員等の専門家による相談等の事業を行う。 

（１）要介護者への巡回相談事業及びホームヘルプサービスの実施 

（２）被災児童及びその保護者への相談事業の実施 

６. 社会福祉施設入所者等への支援 【福祉班、特別養護老人ホーム班】 

災害時における入所者の安全は、各施設において確保する。 

(１) 救助及び避難誘導 

ア 施設管理者は、当該施設の避難誘導計画に基づき、入所者を速やかに救護及び避難誘導

する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、救護及び避難誘導を援助するため、福祉班を中心に

職員を派遣する。 

(２) 搬送及び受入先の確保 

ア 施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先を確保する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、救護用自動車を確保するとともに、受入先を確保す

る。 

(３) 食糧、飲料水及び生活必需品等の調達 

ア 施設管理者は、食糧、飲料水、生活必需品等について必要量を把握し、供給する。また、

不足が生じたときは、町に対して応援を要請する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、食糧、飲料水、生活必需品等の調達及び配布を行う。 

(４) 介護職員等の確保 

ア 施設管理者は、介護職員を確保するため、施設間の応援協定に基づき、他の社会福祉施

設及び町に対して応援を要請する。 

イ 町は、施設管理者の要請に基づき、総務班により介護職員の確保を図るため、他の社会

福祉施設やボランティア等へ協力を要請する。 

(５) 巡回相談の実施 

福祉班を中心に近隣住民（自主防災組織）、ボランティア等の協力による巡回相談を行い、

要配慮者の状況やニーズを把握するとともに、巡回による各種サービスの提供を行う。 

(６) ライフライン優先復旧 
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電気、水道等の各ライフライン事業者は、社会福祉施設機能の早期回復を図るため、優先

的に復旧に努める。 
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第６節 救助救急・医療救護活動 

消防機関及び危険物施設管理機関及び救助救急のための関係機関は、災害から住民の生命・

財産を守り、被害を 小限にするために、全力を尽くす。 

また、災害により多数の傷病者が生じ、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著し

い影響があるとき、町は関係機関と緊密に連携をとりながら、り災者の医療救護に万全を期す。 

１. 救急・救助 【消防本部、消防団】 

(１) 活動体制 

消防本部、消防団及び県警本部は、それぞれの消防活動、警備活動方針によるほか、県、

県医師会、地区医師会、日赤県支部、自衛隊などの関係機関と密接な連携を図り、傷病者の

救助活動から搬送業務完了まで一貫した救助・救急体制をとる。 

(２) 救急・救助活動 

機 関 名 項 目 対 応 措 置 

消

防

本

部 

救助・救急 

活 動 

１ 活動の原則 

救助・救急活動は、救命処置を要する重症者を 優先とする。

２ 出動の原則 

救助・救急を伴う場合は、努めて救急隊と他隊が連携して出動

するものとし、救助の伴わない場合は救急隊のみとし、次の優先

順位により出動する。 

（１）同時に小規模な救助・救急事象が併発している場合は、救

命効率の高い事象を優先する。 

（２）傷病者に対する救急処置は、救命の処置を必要とする事象

を優先する。 

救急 搬送 

１ 傷病者の救急搬送は、救命処置を要する者を優先とする。 

なお、搬送に際しては、所轄消防本部、医療チーム等の車両

のほか、必要に応じ日本医科大学千葉北総病院ドクターヘリ、

国保直営総合病院君津中央病院ドクターヘリ、千葉市消防局、

自衛隊等のヘリコプターにより行う。 

２ 救護所等から後方医療施設への移送は、被災状況の推移を勘案

して他機関との協力体制のもとに行う。 

傷病者多数

発 生 時 の 

活 動 

１ 災害の状況等を判断し、安全かつ活動容易な場所に現場救護所

を設置し、救助隊、医療チームと密接な連携を図り、効果的な救

護活動を行う。 

２ 救護能力が不足する場合は、消防団員、自主防災組織等に医療

機関への自主的な輸送協力を求めるなど、関係機関との連絡を密

にし、効率的な活動を行う。 

勝
浦
警
察
署 

１ 救出・救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、興行場、地下街

等多人数の集合する場所等を重点に行う。 

２ 救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護班等に引き継ぐか、車両

及び航空機を使用して速やかに医療機関に収容する。 
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(３) 救助・救急資機材の調達 

ア 初期における装備資機材の運用については、原則として各関係機関においてそれぞれ保

有するものを活用する。 

イ 装備資機材等に不足を生じた場合は、その他関係機関が保有するもの又は民間業者から

借入れ等を図り、救助・救急に万全を期する。 

２. 危険物等の対策 【消防本部、学校教育班】 

災害による危険物等災害を 小限にとどめるためには、危険物等施設の被害程度を速やかに

把握し、二次災害を防止するための応急措置を講じて、施設の従業員や周辺住民に対する危害

防止を図るとともに、関係機関は相互に協力し、総合的な被害軽減対策を講ずる。 

(１) 高圧ガス等の保管施設の応急措置 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

県 

１ 高圧ガス保管施設の破損に伴う被害の拡大を防止するため、関係機関と連

絡を密にし、高圧ガス製造事業者等に必要な指示を行う。 

２ 関係機関と連絡の上、必要に応じて高圧ガス取扱いの制限等の緊急措置を

行う。 

３ 連絡通報体制の早期確立を図る。 

消 防 本 部 
１ 必要に応じて保安措置等についての指導を行う。 

２ 関係機関との情報連絡を行う。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 

監 督 部 

１ 正確な情報把握のため、千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 災害発生に伴い千葉県及び関係機関と連絡の上、高圧ガス製造事業者等に

対して施設等の緊急保安措置を講じ、被害の拡大防止を図るよう指導する。

ガス事業所 

１ ガスホルダーの受入れ、送出の停止又は調整を行う。 

２ 地区整圧器の作動停止又は調整を行う。 

３ ホルダー、中圧ラインのガス空中放散を行う。 

 

(２) 石油類等危険物保管施設の応急措置 

消防本部は、危険物施設所有者・管理者等に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の

実態に応じて講ずるよう指導する。 

ア 危険物の流出並びに爆発等のおそれのある作業及び移送を停止するとともに、施設の応

急点検と出火等の防止措置 

イ 混触発火等による火災の防止措置、初期消火活動、タンク破壊等による流出及び異常反

応、浸水等による広域拡散の防止措置と応急対策 

ウ 危険物による災害発生時の自主防災組織活動と活動要領の制定 

エ 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置並びに防

災機関との連携活動 

(３) 火薬類保管施設の応急措置 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

県 

 

延焼等により被害が拡大するおそれのある施設を対象に、緊急時における管

理上の措置命令を発する。 
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機 関 名 対 応 措 置 

 

県 

１ 関係機関には状況に応じた緊急措置を連絡する。 

２ 事業所には十分な水を確保できるよう指導し、消火施設等の強化を指示す

る。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 

監 督 部 

火薬類製造事業所等の施設等が災害の発生により危険な状態となった場合

又は危険が予想される場合は、その保安責任者が法令の定めるところにより、

危険防止措置を講ずるよう十分な監督又は指導を行うものとし、必要があると

認めるときは法令の定めるところにより緊急措置命令等を行うものとする。

(４) 毒物、劇物保管施設の応急措置 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

県 

次の各項の実施について指導する。 

１ 毒物劇物の飛散、漏洩、浸透、火災等による有毒ガスの発生の防止に関

する応急措置 

２ 中和剤等による除毒方法と周辺住民の安全措置 

３ 発災時における夷隅健康福祉センター、警察署又は消防本部に対しての

連絡通報 

県 教 育 

委 員 会 

発災時の活動について、次の対策を樹立しておき、それに基づき行動する

よう指導する。 

１ 発災時の任務分担 

２ 出火防止及び初期消火活動 

３ 危険物等の漏洩、流出等による危険防止 

４ 実験中における薬品容器、実験用容器の転倒、転落防止並びに転倒、転

落等による火災等の防止 

５ 児童生徒等に対する、発災時における緊急措置に関する安全教育の徹底

６ 被害状況の把握、情報収集及び伝達等 

７ 避難場所及び避難方法 

 

(５) 危険物等輸送車両の応急対策 

■機関別対応措置 

機 関 名 対 応 措 置 

消 防 本 部 

１ 事故通報等に基づきその状況を把握の上、交通規制等について関係機関

と密接な情報連絡を行う。 

２ 必要に応じ、地域住民への広報活動や警戒区域に対する規制等を行う。

３ 危険物輸送車両の関係者に対して、必要に応じ一時使用停止又は使用制

限の緊急措置命令を発する。 

県 警 察 
輸送中の車両については、周囲の状況により、あらかじめ安全な場所へ移

動させる。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 

監 督 部 

１ 正確な情報把握のため千葉県及び関係機関と密接な情報連絡を行う。 

２ 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ一般高圧ガス及び液化石油ガスの

移動の制限又は一時禁止等の緊急措置命令を発する。 

３ 災害が拡大するおそれのあるときは、必要に応じ県内又は隣接都県に所

在する各都県の高圧ガス地域防災協議会等が指定した防災事業所に対し応

援出動を指導する。 

 

関東運輸局 

 

危険物輸送の実態に応じ、次に掲げる対策を推進する。 

１ 災害発生時の緊急連絡設備を整備する。 

２ 災害発生時の危険物輸送列車の停止箇所は、できるだけ橋りょう、ずい
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機 関 名 対 応 措 置 

 

関東運輸局 

道等の危険箇所を避けるよう対策を講ずる。 

３ 輸送担当者に災害時の連絡、通報、応急措置等に関し指導を行うととも

に、訓練を実施する。 

３. 医療救護 【福祉班、消防本部】 

(１) 情報の収集及び提供 

町は、次の状況について情報の収集を行い、関係機関への情報提供を行う。 

ア 医療施設の被害状況及び診療機能の確保状況 

イ 避難所及び救護所の設置状況 

ウ 医薬品等医療資機材の需給状況 

エ 医療施設、救護所等への交通状況 

オ その他参考となる事項 

(２) 医療救護活動の実施者 

ア 医療救護は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、町

長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認

めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長が行うとすること

ができる。 

イ 町限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他の関係機関の応援を得て実施

する。 

ウ アにより町長が行う場合は、福祉班及び一般社団法人夷隅医師会（以下「夷隅医師会」

という。）の長と締結した協定に基づき夷隅医師会が組織する救護班により実施する。 

(３) 救護班等出動の要請 

ア 本部長は、必要に応じて、夷隅医師会長、夷隅郡市歯科医師会長、大多喜町赤十字奉仕

団委員長にそれぞれ救護班の出動を要請し、知事及び他の市町村長に応援を求めるほか、

必要な措置を講ずる。 

イ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じ、関係機関での協議の上、統一

を図る。 

＜資料編 災害時の医療救護活動についての協定書＞ 

(４) 県内他市町村への応援要請及び支援の受け入れ 

ア 応援要請 

町長は、町内の関係機関のみでは被災地における十分な医療救護活動が困難と認めた場合

は、「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づき県内他市町

村への救護班の派遣、被災地からの搬送患者の受入等を要請する。 

イ 支援の受け入れ 

(ア) 町は、協定等に基づく他市町村からの支援や医療ボランティアの協力申し出があっ

た場合は、地域の状況等を勘案し、その受入を行う。 

(イ) 福祉部長は、前記の派遣を受けた場合は、その業務を統括する。 

＜資料編  災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 
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(５) 救護班等の業務内容 

ア 傷病者に対する応急措置 

イ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

ウ 軽傷患者等に対する医療 

エ 避難所等での医療 

オ 助産救護 

(６) 救護所の設置 

救護所は町又は県が設置するものとし、救護班は救護所において医療救護活動を実施する。 

なお、救護所は必要に応じて適切な場所に設置する。 

(７) 町内医療機関の状況 

町内における医療機関の状況は、資料編に掲載のとおりとする。 

＜資料編 町内医療機関一覧表＞ 

(８) 避難所救護センターの設置 

ア 県は、被災者の避難所における避難生活が長期にわたると見込まれるときは、町との連

携のもとに避難所内に避難所救護センターを設置し、医療救護活動を行う。 

イ 避難所救護センターでは、精神科、歯科等を加え、ストレスや精神不安への対応を含め

たきめ細かな対応を図る。 

ウ 避難所救護センターは、避難所の設置状況等を勘案して、適切に配置するとともに、必

要に応じて周辺地域への巡回活動を行う。 

エ 避難所救護センターの業務は、夷隅健康福祉センター長が統括する。 

(９) 搬送体制 

傷病者等の搬送は、原則として担架及び救急車両とする。 

なお、必要に応じてヘリコプターを利用する。 

(１０) 後方支援活動 

町内の医療施設で対応できない場合は、後方医療施設に搬送し、入院・治療を行う。 

福祉班は、病院が被災した場合、被災病院の要請に基づき、入院患者や被災による重傷者

を転院できるように手配をする。 

＜資料編 県が確保する災害拠点病院一覧表＞ 

(１１) 医薬品、資機材等の確保 

本部長の要請により出動した医師会救護班が使用する医薬品、医療資機材等については、

携行する医薬品等をもって対応するが、不足する場合は、町内の薬局等から調達する。 

町内の薬局等においても調達が困難な場合は、夷隅健康福祉センターと協議し、調達の協

力要請を行う。 

＜資料編 町内薬局薬店一覧表＞ 
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第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

発災時には、さまざまな社会的混乱及び交通の混乱が予想されるところである。このため住

民の生命、身体、財産の保護を図り、各種犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持等について万

全を期するものとする。 

また、災害時に予想される渋滞等を考慮して、被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に

対応するための緊急輸送ネットワークの整備に努める。 

１. 災害警備計画 【勝浦警察署】 

(１) 基本方針 

警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、他の防災関係機関との

連携のもと、人命の保護を第一に、被災者の救出・救護、避難誘導、交通の規制、各種犯罪

の予防及び取締り、その他社会秩序の維持に当たる。 

(２) 警備体制 

警察本部及び勝浦警察署は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その規模

に応じ指揮体制を確立し災害警備活動を行う。 

ア 連絡室 

県内に、大雨、洪水、暴風警報が発表された場合、または台風が接近・上陸するおそれが

ある場合 

イ 対策室 

災害発生のおそれがある場合、または被害程度が小規模の場合 

ウ 災害警備本部 

大規模被害が発生した場合、または発生するおそれがある場合 

(３) 災害警備活動要領 

ア 要員の招集及び参集 

イ 気象情報及び災害情報の収集及び伝達 

ウ 装備資機材の運用 

エ 通信の確保 

オ 救出及び救護 

カ 避難誘導及び避難地区の警戒 

キ 警戒区域の設定及び被害の拡大防止措置 

ク 災害の拡大防止と二次災害の防止 

ケ 報道発表 

コ 行方不明者の捜索及び迷子等の保護 

サ 死傷者の身元確認、遺体の収容 

シ 交通対策（現場周辺の交通規制及び緊急交通路の確保） 

ス 地域安全対策（犯罪の予防・取締り、相談活動） 
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セ 協定に基づく関係機関への協力要請 

ソ その他必要な応急措置 

２. 交通対策計画 【建設班、勝浦警察署】 

(１) 被災施設の応急対策方法 

ア 交通支障箇所の調査 

道路管理者は、その管理する道路について、災害時における危険箇所をあらかじめ調査し、

把握しておくとともに、災害が発生した場合に当該道路の被害の状況を調査の上、報告する

ものとする。 

イ 調査及び報告 

建設班は、調査の結果支障箇所を発見した場合は、下記の要領により報告する。 

(ア) 支障箇所を発見したときは、速やかにその路線名・箇所・拡大の有無・う回路線の有無

その他被災の状況等を本部長（町長）に報告する。 

(イ) 本部長（町長）は、上記（ア）による報告を受けたときは、その状況を直ちに町の区域

を管轄する関係機関の長に報告する。 

(２) 交通規制 

ア 道路管理者の通行禁止又は制限 

道路管理者は、道路法第 46 条の規定により、道路の破損、欠壊、その他の事由により交

通が危険であると認められる場合は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、

区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限するものとする。 

イ 公安委員会の交通規制 

(ア) 公安委員会は、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等必要が

あると認めるときは、道路交通法（昭和 35年法律第 105 号）第４条の規定に基づき、道

路における交通の規制を行う。 

(イ) 公安委員会は、県内又は隣接・近接都県の地域に係る災害が発生又はまさに発生しよ

うとしている場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため緊急の必要

があると認めるときは、災害対策基本法第７６条の規定により、緊急通行車両以外の車

両の道路における通行を禁止又は制限するなど、緊急交通路の確保に当たる。 

ウ 警察署長の交通規制 

勝浦警察署長（高速道路交通警察隊長を含む。）は、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等必要があると認めるときは、道路交通法第５条又は第１１４条の

３の規定により、道路における交通の規制を行う。 

エ 警察官の交通規制等 

(ア) 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生、その他の事情により、道路において交通の

危険又は交通の混雑が生じるおそれがあり、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やむを得ないと認めるときは、必要な限度で道路交通法第６条又

は第７５条の３の規定により、交通の規制を行うものとする。この場合、信号機の表示
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する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。 

(イ) 警察官は、通行禁止区域等（前記イ（イ）により通行を禁止又は制限されている道路

の区間又は区域をいう。以下同じ。）において、車両その他の物件が、緊急通行車両の通

行の妨害となることにより、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると

認めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ずることができる。

この場合、警察官の命令に従わなかったり、運転者等が現場にいないために命ずること

ができないときは、警察官が、自らその措置をとり、やむを得ない限度において当該車

両その他の物件を破損することができる。（災害対策基本法第 76条の 3） 

オ 自衛官及び消防吏員の措置命令・措置等 

(ア) 自衛官及び消防吏員（以下「自衛官等」という。）は、災害対策基本法第７６条の３第

３項及び第４項に基づき、警察官がその場にいない場合に限り、前記（２）イの職務の

執行について行うことができる。 

(イ) 自衛官等は、前項の命令をし又は措置をとったときは、直ちにその旨を警察署長に通

知する。 

(３) 応急復旧 

被害を受けた道路は、速やかに復旧し、交通の確保に努めるものとする。特に、「緊急輸送

道路一次路線」など交通上重要と認められるものや民生の安定上必要があるものについて

優先に応急復旧作業を実施し、道路の機能確保に努める。 

(４) 緊急通行車両の確認等 

ア 緊急通行車両の確認 

(ア) 車両の使用者は、知事又は公安委員会に対し、当該車両が緊急通行車両（道路交通

法第 39条第 1項の緊急自動車、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）であることの確認を求めることができる。 

(イ) 前記（ア）により確認したときは、知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対

し、災害対策基本法施行規則第６条に定める標章及び確認証明書を交付する。 

(ウ) 前記（イ）により交付を受けた標章は、当該車両の助手席側の内側ウインドガラス

上部の前面から見やすい箇所に貼付する。なお、証明書は必ず携行し、警察官等か

ら提示を求められたときは、これを提示する。 

(エ) 届出に関する手続きは、別に定める。 

イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

(ア) 公安委員会は、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その

他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」とい

う。）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

を実施するために使用するものについて、緊急通行車両に該当するかどうかの審査

を行う。 

(イ) 公安委員会は、前記（ア）により緊急通行車両に該当すると認められるものについ

ては、届出済証を交付する。 
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(ウ) 届出済証の交付を受けた車両については、警察本部、警察署又は交通検問所に当該

届出済証を提出して、前記ア（ア）の確認を受けることができる。この場合におい

ては、確認審査を省略して前記ア（イ）の標章及び確認証明書を交付する。 

(エ) 事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

(５) 交通情報の収集及び提供 

ア 交通情報の収集は、航空機、オートバイその他の機動力を活用して行う。なお、警察本

部においては、隣接都県警察及び警察庁（管区警察局を含む。）と連携を密にし、交通情

報の収集を行う。 

イ 交通規制等交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、道路情報センター及び報道

機関の協力を得て行う。 

＜資料編 緊急通行車両等の確認及び事前届出事務手続き等＞ 

３. 緊急輸送 【建設班、産業振興班】 

(１) 緊急輸送道路等 

町域において、交通規制の対象となる県の緊急輸送道路は以下のとおりである。建設班及

び産業振興班は町内の緊急輸送路として「災害時連絡道路」の確保を行う。 

【千葉県緊急輸送道路 1次路線（交通規制対象道路）】 

・一般国道297号 

・一般国道465号 

【災害時連絡道路】 

・主要地方道大多喜君津線 

・主要地方道茂原大多喜線 

・主要地方道市原天津小湊線 

・一般県道大多喜一宮線 

・一般県道大多喜里見線 

・一般県道勝浦上野大多喜線 

・一般県道小田代勝浦線 

・一般県道大多喜停車場線 

・一般農道（国道 297 号線川畑地先から県道勝浦上野大多喜線田代地先を結ぶ一般農道川

畑地区及び平沢地区） 

・その他避難所に通ずる道路 

(２) 被害状況の把握 

建設班は、町内の緊急輸送道路及び災害時連絡道路の被害状況、道路上の障害物の状況等

を把握し、緊急輸送道路にあっては、災害対策本部会議にその状況を報告するとともに、夷

隅土木事務所及び夷隅郡市広域消防本部、勝浦警察署大多喜幹部交番に速やかに調査結果を

報告する。 

(３) 緊急輸送道路の障害物除去の実施 

緊急輸送道路の障害物除去は、施設管理者が作業にあたるが、町の災害対策実施上必要な
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場合は、施設管理者にその旨を通知した上で、建設業組合等の協力を得て、建設班が実施す

る。 

また、除去作業を行う時には、警察、消防機関及び占有工作物管理者の協力を得て実施し、

必要に応じて自衛隊の応援を要請する。 

(４) 主要道路の啓開 

建設班は、建設業組合等の協力を得て、災害時連絡道路の啓開作業を優先して行い、順次

その他の道路の啓開も実施する。 

＜資料編 建設関係業者等一覧表＞ 

４. 緊急輸送の実施 【総務班】 

(１) 車両等の調達 

ア 総務班は、災害対策にあたり町有車両の運用状況を把握し、効率的な管理及び必要な車

両の確保を行う。 

イ 町有車両に不足が生じる場合は、民間業者、私有自動車の借り上げ等から車両を調達す

る。また、必要に応じて、県に対し車両のあっせんや調達を要請する。 

ウ 借り上げに要する費用は、町が当該運送業者等との団体又は当該業者等と協議して定め

る。 

エ 総務班は、調達可能なガソリンスタンドの状況を把握し、町有車両、借り上げ車両の全

てに必要な燃料の調達を行う。 

(２) 車両等の配車 

災害時における各部の所掌事務が、効率的に行われるように総務班において、調達車両の

配分及び災害規模に応じた車両の運用に努める。 

また、災害時における各部に配分する車両は、配車計画に基づいて行う。 

ア 配車基準 

町有車両並びに調達車両の配分又は併用、転用等災害の状況に応じた車両の運用計画をた

て、輸送力の確保に万全を期する。 

イ 配車手続 

各班長は、車両を必要とする場合は、次の事項を明示し、総務班に請求する。 

・車両及び積載量（トン数） 

・台数 

・日時及び引き渡し場所 

ウ 運転日誌 

車両運行者は、配車車両の運行記録、燃料の受け払いについて記録し、総務班に報告する。 

(３) 緊急輸送の実施 

ア 範囲 

町、県その他防災関係機関が行う緊急輸送の範囲は、次のとおりとする。 
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(ア) 被災者に支給する生活必需品、救急、防疫資機材等 

(イ) 医療又は助産のための救護員 

(ウ) 食糧、飲料水確保のため必要な要員、供給に必要な資機材等 

(エ) 被災者の救出及び救護のため必要な要員 

(オ) その他本部長が必要と認めたとき 

イ 物資の輸送 

災害応急対策や救護活動に必要な物資の輸送は、各事務を掌握する部に配車された車両で

行う。 

ウ ヘリポートの確保 

車両による輸送が困難な場合があるため、町はヘリポートを確保する。 

＜資料編 町有車両一覧表＞ 

＜資料編 ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

５. 交通情報の収集及び提供 【情報収集班、勝浦警察署】 

情報収集班は、勝浦警察署及び道路管理者と連絡をとり、道路の被災状況、交通の状況等の

情報を収集する。 

交通情報の提供は、交通情報提供装置を活用し、道路情報センター及び報道機関の協力を得

て行う。 



大多喜町地域防災計画 第３編 風水害等編 
第３章 災害応急対策計画                                              

 

風 - 96 

第８節 救援物資供給活動 

災害時に被災者の人心の安定を図るため、迅速かつ円滑な飲料水・食料・生活必需品の供給

活動並びに救護物資・要員等の輸送を行うための輸送車輌、緊急輸送道路等の確保を行うもの

とする。 

１. 応急給水 【環境水道班】 

災害により飲料水や炊事のための水の供給を受けることができない住民に対して、浄・給水

場等での拠点給水や給水車等による運搬給水を実施する。 

(１) 実施機関 

ア 飲料水の供給は、町長が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、町

長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があると認

めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長が行うこととする

ことができる。 

イ 町長は、町限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の応援を

得て実施する。 

ウ 県、南房総広域水道企業団等は、町が行う応急給水に対し、積極的に協力する。 

エ 水道事業体等間の応援活動については、「千葉県水道災害相互応援協定」により実施する。 

＜資料編 千葉県水道災害相互応援協定＞  

(２) 基本的方針 

水道管が被災した場合、およそ３日間の給水が可能となるようにする。 

また、取水、導水、浄水、送水管の復旧を 優先とし、ついで配水管の復旧を図る。 

(３) 飲料水供給の方法 

飲料水の供給は、次の方法により行う。 

なお、この場合における飲料水の水源は、町水道浄水とする。 

ア 配水池及び浄水場による給水 

イ 給水車（車両積載用タンク）による機動給水 

ウ 消火栓の利用による給水 

エ 仮配管による給水 

(４) 給水基準 

ア 供給量 

飲料水の供給については、基本水量を 少一人１日３リットルとし、水道施設の復旧の進

捗により順次増量する。 

※ 各家庭において風呂の残り湯など、20から30リットルの水を常備するよう奨励する。 

イ 優先給水 

給水は、医療施設、社会福祉施設等を優先的に行う。 

(５) 給水所の設置場所及びその周知 

ア 給水所 
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飲料水の給水場所は、町役場及び現地対策本部とする。ただし、水道施設の寸断地域が広

範囲に及ぶときは、その状況を把握した上で当該地域の避難場所で供給を行うものとする。 

一般家事用水は、自ら容器を持参し、給水拠点に出向いて給水を受ける。 

イ 給水所広報 

災害時における応急給水方法、給水拠点、飲料水調達方法及び水質について、適切な広報

活動を実施する。 

また、設定した地点には、「給水所」と大きく書いた看板等の掲示物を表示する。 

＜資料編 応急給水資機材保有状況一覧表＞ 

＜資料編 浄水場（補給水利施設）の現況＞ 

＜資料編 大多喜町指定水道工事事業者（町内工事事業者）一覧表＞ 

２. 食糧の供給 【福祉班、産業振興班、給食班】 

災害により、食糧の配給、販売機構等が寸断された場合や自宅で炊飯が出来ない状態にある

場合は、被災者に対して緊急的な炊き出しを行う。 

また、住宅に被害を受けたため一次的に縁故先へ避難するものについて必要な食糧を支給す

る。 

(１) 食糧供給実施の決定 

ア 実施機関 

(ア) 食糧の供給は、町長が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行い、

町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速に行うため必要があ

ると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長が行う

とすることができる。 

(イ) 町長は、町限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の応

援を得て実施する。 

イ 食糧供給実施の条件 

避難所に収容され、又は食糧や調達のための手段を失い、近隣の援助だけでは対応できな

い住民が、ある程度の人数規模で発生し、相当程度の期間、その状態が継続しそうなとき。 

ウ 対象者 

・避難所に収容された者 

・住宅が被害を受け、全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等であって炊事のできな

い者 

・旅行者、町内通過者等で他に食糧を得る手段のない者 

エ 応急食糧の内容 

・米穀 

・乾パン 

・米飯缶詰 

・弁当、パン等 

(２) 需要の把握 
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応急食糧の必要数の把握は、福祉班が、関係部等が収集した被災者情報を総括して行う。 

■【必要数調達の流れ】 

・避難所施設を所管する部が、所管の避難所ごとに集計し、報告する。 

・住宅残留者については、自主防災組織や区長会の協力を得て集計する。 

   ↓ 

・総括的状況把握 

   ↓ 

・本部長に食糧の必要数を報告 

   ↓ 

・本部長による必要数の決定及び調達指示 

   ↓ 

・学校部長の食糧調達及び指示 

ア 食糧の調達 

(ア) 米穀 

本部長は必要とする米穀の数量を知事に申請し、知事は農林水産省生産局長に対し、政

府所有米穀の緊急の引渡要請を行うものとする。 

また、災害救助用米穀の供給について、県との連絡が取れない場合は、「米穀の買入れ・

販売等に関する基本要領」に基づいて、直接、農林水産省生産局長に対し、政府所有米穀

の緊急引渡しを要請するとともに、併せてその旨を千葉県に連絡する。 

(イ) 乾パン、米飯缶詰等 

乾パン、米飯缶詰等の調達は、本部長が必要とする数量を知事に申請し、備蓄倉庫から

調達する。 

(ウ) 弁当及びパン 

弁当及びパンの調達は、一般食糧品店等から購入し、給与する。 

イ 炊出し 

(ア) 炊出しの実施 

米穀による炊出し給与は、学校給食センターにて一括して行うこととするが、必要に応

じて赤十字奉仕団等の協力を得て、避難所に設置された給食設備等により炊飯して行う。 

(イ) 調味料、副食等 

炊出し給与のための調味料、副食等は、町内における関係業者から調達する。ただし、

町内で調達が困難な場合は、知事に要請する。 

＜資料編 町内における食糧品調達業者一覧表＞ 

ウ 災害救助法が適用されたときの食糧供与 

災害救助法適用後において適用される基準は、災害救助法施行細則別表第一によるものと

する。 

＜資料編 千葉県災害救助法施行細則（別表第一）＞ 

エ 食糧の輸送 

福祉班は、町において調達した食糧及び県から供給を受けた食糧を指定の集積地に集め、

運送業者の協力を得て、車両により避難所等の給食地へ輸送する。 

また、民間販売業者から食糧の調達を行った際は、その事業者が集積地まで車両により輸
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送する。 

オ 食糧集積地の指定及び管理 

本部長は、食糧の集積地を設置し、調達した食糧の集配を、効率的に行うよう努める。 

また、食糧の集積地では、集積地ごとに福祉班を中心とした職員やその他防災関係機関の

職員を管理責任者として配置し、食品管理の万全を期する。 

【食糧の集積場所】 

・役場、大多喜小学校その他災害の状況に応じて安全かつ適切と本部長が判断した場所 

(３) 政府所有米穀の調達方法 

政府所有米の調達を要するときは、町長が災害の発生に伴い必要とする米穀の数量を知事

に要請し、知事は農林水産省生産局長に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を行う。 

町が直接農林水産省生産局に連絡した場合、事後に県に報告し、県は生産局に連絡する。 

米穀販売事業者から調達する米穀は精米で引渡しを受けるが、政府から直接売却を受けて

調達する場合は、玄米引渡しであるため、米穀販売事業者等の精米機により精米し、供給す

る。 

■政府所有米の受渡し系統図 

＜町からの要請を受け、県が引渡要請する場合＞ 

受託事業体
引渡指示

引き渡し

(知事又は知事が

指定する引取人)

支給 要請 連絡

売買契約 連絡

災害救助用米穀の

引渡要請書提出

農林水産省
生産局

県農林水産部県災害対策本部大多喜町り災者

 

＜町が直接要請する場合＞ 

直接要請

受託事業体
引渡指示

引き渡し

(知事又は知事が

指定する引取人)

支給 報告

売買契約 連絡

災害救助用米穀の

引渡要請書提出

県農林水産部り災者 大多喜町

農林水産省
生産局

 

 

＜資料編 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（抜粋）＞ 

＜資料編 災害時の政府所有米穀の供給に係る都道府県からの要請手続きについて＞ 
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３. 生活必需品の供給 【福祉班、産業振興班】 

災害のために住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他生活必需

品を失い、日常生活を営むことが困難な者に対し、被服、寝具その他の生活必需品を給（貸）

与する。 

(１) 生活必需品の供給・給与の実施の決定 

ア 実施機関 

(ア) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、町長が行う。ただし、災害救助法

が適用された場合は知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、

救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を町長が行うとすることができる。 

(イ) 町長は、町限りで処理不可能な場合、近接市町村、県、国及びその他関係機関の応

援を得て実施する。 

(ウ) 町及び県は、あらかじめ協定を締結するなど商工団体等との連携のもと、生活関連

物資等応急時に必要な物資の迅速な供給を行う。 

イ 対象者 

住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であり、次に掲げる者とする。 

(ア) 被服、寝具その他生活上必要な 小限度の家財を喪失した者 

(イ) 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

ウ 生活必需品等の内容 

寝具、衣料品、炊事器具、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料等 

(２) 需要の把握 

生活必需品の必要数の把握は、福祉班が、関係部等が収集した被災者情報を総括して行う。 

■【必要数調達の流れ】 

・避難所施設を所管する部が、避難所ごとに集計し、報告する。 

・住宅残留者については、自主防災組織や区長会の協力を得て集計する。 

   ↓ 

・総括的状況把握 

   ↓ 

・本部長に必要数を報告 

   ↓ 

・本部長による必要数の決定及び調達指示 

   ↓ 

・福祉部長の生活必需品調達及び指示 

(３) 生活必需品の確保 

ア 生活必需品の調達 

生活必需品の調達等は、福祉班が行う。なお、必要に応じて産業振興班が、町内の販売業

者から調達する。 

＜資料編 町内における物資調達先一覧表＞ 
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イ 県への要請 

町自らでは供給不可能な場合は、本部長は知事に調達を要請する。 

(４) 生活必需品の輸送 

福祉班は、町において調達した生活必需品及び県から供給を受けた生活必需品を指定の集

積地に集め、運送業者の協力を得て、避難所等の給付地へ輸送する。 

また、民間販売業者から生活必需品の調達を行った際は、その事業者が集積地まで輸送す

る。 

(５) 生活必需品集積地の指定及び管理 

本部長は、生活必需品の集積地を設置し、調達した生活必需品の集配を、効率的に行うよ

う努める。 

また、生活必需品の集積地では、集積地ごとに産業部を中心とした職員やその他防災関係

機関の職員を管理責任者として配置し、生活必需品管理の万全化を期する。 

【生活必需品の集積場所】 

・町役場、大多喜小学校その他災害の状況に応じて安全かつ適切と本部長が判断した場所  

(６) 生活必需品の給（貸）与 

生活必需品の給（貸）与基準は、災害救助法の基準に準じて行う。 

４. 燃料の調達 【産業振興班】 

町は、災害時の応急対策が燃料不足による支障を避けるため、災害時における全庁の自家発

電設備や公用車等の燃料について、町内のガソリンスタンド、商店等から迅速な調達を行う。 
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第９節 広域応援の要請 

大規模災害時には、被害が拡大し各防災関係機関が単独でこれに対処することが困難な事態

が想定される。 

このため、各機関は、あらかじめ関係機関と十分に協議の上、相互応援の体制を整えるとと

もに、災害時においては相互に協力し緊密な連携のもと、円滑な応急対策活動を実施する。 

また、海外からの支援の受け入れについては、国、県の指導のもと体制整備に努めるものと

する。 

１. 自治体等への応援要請 【総務班】 

(１) 県への応援要請 

本部長(町長)は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知

事に対し、応援の要請又はあっせんの要請を行う。総務班は、これらの手続きを実施する。 

■県への応援要請手続き 

要 請 先 県防災危機管理部危機管理課 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

応援の要求 ① 災害の状況 

② 応援を必要とする理由 

③ 応援を希望する物資等の品名、数量

④ 応援を必要とする場所・活動内容 

⑤ その他必要な事項 

災害対策基本法第 68条 

(２) 指定地方行政機関等への応援要請 

本部長(町長)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関

若しくは特定公共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して町域

に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限って内閣総理

大臣が指定するもの）の長に対し、職員の派遣要請、又はその派遣について県知事に対しあ

っせんを求める。総務班は、これらの手続きを実施する。 

■指定地方行政機関等への応援要請手続き 

要 請 先  指定地方行政機関又は特定公共機関（あっせんをもとめる場合は県） 

連 絡 方 法  文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

職員派遣・ 

あっせん要

請 

① 派遣の要請・あっせんを求める理由

② 職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他勤務条件

⑤ その他必要な事項 

 派遣：災害対策基本法第 29条

 あっせん： 

災害対策基本法第 30条 

地方自治法第 252 条の 17 
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(３) 県内市町村との相互応援 

県内で大規模災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、消

防以外の分野に関し「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」に基づ

き、他の市町村長に応援を要請する。総務班は、これらの手続きを実施する。 

■県内市町村への応援要請手続き 

要 請 先 要請先市町村（複数にわたる場合は知事） 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

要 請 事 項 ① 被害状況            ② 応援の種類 

③ 応援の具体的内容及び数量    ④ 応援を希望する期間 

⑤ 応援場所及び応援場所への経路  ⑥ その他必要な事項 

応援の種類 ① 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提

供 

② 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び

物資の提供 

③ 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

④ 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

⑤ 被災者の一時収容のための施設の提供 

⑥ 被災傷病者の受入れ 

⑦ 死体の火葬のための施設の提供 

⑧ ごみ・し尿等の処理のための施設の提供 

⑨ ボランティアの受付及び活動調整 

⑩ 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

(４) 協定締結市町村との相互応援 

本部長は、地域内に災害が発生し、応急措置の実施のため必要があると認めたとき、あらか

じめ締結した「大多喜町と荒川区との非常災害時における相互応援に関する協定」に基づき、

荒川区長に対して応援を求め、応急措置の実施を要請する。 

■協定締結市町村への応援要請手続き 

要 請 先 要請先市町村 

連 絡 方 法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

要 請 事 項 ① 被害状況            ② 応援の種類 

③ 応援の具体的内容及び数量    ④ 応援を希望する期間 

⑤ 応援場所及び応援場所への経路  ⑥ その他必要な事項 

 

応援の種類 

 

① 食糧、生活必需品等の救助救援用物資の提供 

② 医療、防疫資器材、発電機、車両等の応急対策用資器材の提供ま

たは貸与 
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応援の種類 

③ 職員の派遣 

④ 被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ 

⑤ その他、特に要講のあった事項 

 

(５) 応援隊の受入れ・活動支援 

応援隊は、総務班が受け入れを行い、各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。各

活動現場においては、各班が応援者の業務について対応する。 

なお、応援隊の宿泊施設、食料、資機材等は、応援隊が手配することを原則とする。 

 

＜資料編 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定＞ 

＜資料編 大多喜町と荒川区との非常災害時における相互応援に関する協定＞ 

２. 他消防機関に対する応援要請 【総務班、消防本部】 

(１) 応援要請の実施 

本部長は、地域内に災害が発生し、応急措置の実施のため必要があると認めた場合は、あ

らかじめ締結した「千葉県広域消防相互応援協定書」の他、県内外の市町村との個別消防相

互応援協定等に基づき、他市町村の消防機関に対して応援を求め、応急措置の実施を要請す

る。 

【応援要請文書の記載事項】 

ア 災害発生の日時 

イ 災害の発生場所 

ウ 災害の状況（現況、拡大の予想） 

エ 人的・物的被害の状況 

オ 気象・地形・市街地の状況 

カ その他必要事項 

(２) 連絡窓口 

応援消防機関との連絡を速やかに行うため、総務班が連絡窓口となり連絡調整にあたる。 

また、応援消防機関からの応援を速やかに受け入れる。 

(３) 経費の負担 

応援に要した費用は、消防相互応援協定に基づき経費の負担を行うものとする。 

＜資料編 千葉県広域消防相互応援協定書＞ 

＜資料編 千葉県消防広域応援基本計画＞ 

＜資料編 大規模特殊災害時における広域航空消防応援・千葉県事前計画＞ 

 

３. 水道事業体等の相互応援 【総務班、環境水道班】 

水道事業体等の管理者は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県内水道事

業体等の間で締結した「千葉県水道災害相互応援協定」及び「災害時における緊急応急作業等
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の協力に関する協定」に基づき、県の調整の下に他の事業体等に応援要請を行う。 

＜資料編 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

＜資料編 災害時における緊急応急作業等の協力に関する協定＞ 

４. 民間団体に対する応援要請 【総務班、福祉班】 

本部長は、地域内に災害が発生し、応急措置の実施のため必要があると認めた場合は、自主

防災組織、各業者等の民間団体及びボランティア等の民間の協力団体に応援要請を行う。 

５. 広域避難者の受入れ 【総務班、福祉班】 

(１) 広域避難の調整手続等 

町域を越え、県内における広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難

を要する被災者の受入れについて、他の市町村長に支援を要請する。この場合、県は、受入

れ先市町村の選定や紹介などの調整を行うものとする。 

なお、要請を受けた市町村は同時被災など受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被

災者を受入れるものとする。 

(２) 広域避難者への支援 

福祉班は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等を踏まえ、避難者への支援を行

う。 

ア 全国避難者情報システム 

東日本大震災等により、多くの住民の方々が全国各地に避難されており、住所地（避難前

住所他）の市町村や県では、避難された方々の所在地等の情報把握が重要となっている。 

町は「全国避難者情報システム」の活用について検討する。このシステムは、避難者から、

避難先の市町村へ避難先等に関する情報の提供を受け、その情報を避難前の県や市町村と共

有し、避難者への支援を円滑かつ効果的に行うものである。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

公共施設等の受入体制を補完するため、総務班は、広域避難者に対し、公営住宅や民間賃

貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 
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第１０節 自衛隊への災害派遣要請 

町域に大規模な災害が発生し、住民の生命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、

本部長（町長）は知事に対し、自衛隊災害派遣の要請を依頼する。 

１. 災害派遣要請の手続き 【総務班】 

本部長は、自衛隊の派遣が必要と判断した際に、次の要領で派遣の要請を行う。 

ただし、自衛隊は、災害において特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められると

きは、要請を待たないで部隊等を派遣する。 

(１) 本部長は、自衛隊の災害派遣を要請すべき事態が発生した場合、知事に対して文書で災害

派遣要請を依頼する。なお、知事は事態の推移に応じ、派遣しないことを決定した場合は、直

ちにその旨を連絡するものとする。 

＜資料編 自衛隊災害派遣要請依頼書＞ 

(２) 緊急を要する場合は、電話等で要請し、その後速やかに文書を提出する。 

(３) 知事に対し要請ができない場合は、その旨及び当該地域に係わる災害状況を、直接 寄り

の駐屯地司令等の職にある部隊の長に通知するものとし、速やかに知事に対してその旨を通知

するものとする。 

自衛隊派遣を要請する際には、次の事項を明らかにする。 

■災害派遣要請の手続き 

要 請 事

項 

① 災害の情況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ 連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等その他参考となるべき事

項 

連絡先 県防災危機管理部危機管理課 

■緊急の場合の連絡先 

部  隊  名  等 
連絡責任者、電話番号 

時間内（平日）8:00～17:00 時間外 

陸上自衛隊 

第１空挺団 

（船橋市薬円台） 

第３科 防衛班長 

047-466-2141 

内線 218、236 

駐屯地 当直司令 

047-466-2141 

内線 302 

県防災行政無線    時間内：632－721 

時間外：632－725 
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部  隊  名  等 
連絡責任者、電話番号 

時間内（平日）8:00～17:00 時間外 

陸上自衛隊 

高射学校 

下志津駐屯地 

（千葉市若葉区） 

高射学校警備課 

043-422-0221 

内線 286、287 

駐屯地 当直司令 

047-422-0221 

内線 302 

県防災行政無線    時間内：500－9661 

時間外：500－9663 

２. 災害派遣部隊の受入体制 【総務班、建設班】 

(１) 他の災害救助復旧機関との競合又は重複の排除 

本部長は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合又は重複することのないよう、重

点的かつ効率的に作業を分担する。 

(２) 作業計画及び資材等の準備 

本部長は、次の事項を明らかにするとともに、作業の実施に必要とする資材を準備し、か

つ、諸作業に関係する管理者の了解を得るものとする。 

【明らかにする事項】 

ア 作業箇所及び作業計画（内容） 

イ 作業箇所別必要人員及び必要機材 

ウ 作業箇所別優先順位 

エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

オ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所（窓口） 

(３) 派遣部隊の受け入れ 

本部長は、派遣された部隊に対し、次の施設等を準備する。 

ア 本部事務所 

イ 宿舎 

ウ 材料置場、炊事場（野外の適切な広さ） 

エ 駐車場（車１台の基準３ｍ×８ｍ） 

オ 指揮連絡用ヘリコプター発着場 

機 種 必要地積（ 小） 
ヘリコプター受入予定 

場 所 必 要 地 積 適 否 

ＯＨ－６Ｊ×１ 約  30ｍ× 30ｍ 適①～⑧ 

ＵＨ－１Ｈ×１ 約  36ｍ× 36ｍ 適①～⑤ ・ 否⑥～⑧ 

ＵＨ－60  ×１ 約  50ｍ× 50ｍ 適①～⑤ ・ 否⑥～⑧ 

ＣＨ－47  ×１ 約 100ｍ×100ｍ 否①～⑧ 

    （注） 四方向に障害物のない広場のとき 
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【宿舎候補地】 

名称 住所 収容可能人員 

中央公民館 大多喜 486 の 10 約 800 人 

海洋センター 大多喜 486 の 12 約 450 人 

 

【ヘリコプター発着場候補地】 

番号 名称 住所 

① 多目的広場 大多喜 486 の 15 

② 大多喜高等学校 大多喜 481 

③ 西中学校 中野 589 

④ 大多喜中学校 船子 197 

⑤ 西小学校 松尾 227 

⑥ 旧上瀑小学校 下大多喜 100 

⑦ 旧総元小学校 大戸 433 

⑧ 旧老川小学校 小田代 524 の１ 

 

＜資料編 ヘリコプター臨時離発着場適地一覧表＞ 

３. 災害派遣部隊の活動 【総務班】 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、原則として人命及び財産の保護のために必要であり、

かつ緊急やむを得ないと認められるもので、他に実施する組織がない場合とし、おおむね次の

とおりとする。 

項  目 内          容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って被害状

況を把握する。 

避難の援助 避難の指示等が発令され、避難、立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。 

避難者等の捜索・救

助 

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

捜索活動を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活

動を行う。 

消防活動 火災に際しては、利用可能な消防車その他防火用具（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が、消

火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使用するものとする。 

道路又は水路の啓

開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開又

は除去にあたる。 

診察、防疫、病虫防

除の支援 

大規模な感染症等の発生に伴う応急防疫等を実施する。（薬剤等は県又

は町が準備） 

人員及び物資の緊

急輸送 

緊急患者、医師その他救護活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送を

実施する。この場合において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。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 
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項  目 内          容 

救援物資の無償貸

与又は譲与 

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令（昭和33

年1月10日総理府令第1号）に基づき、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 自衛隊車両の交通が輻輳する地点における車両を対象とする。 

危険物の保安及び

除去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去

を実施する。 

予防措置 災害を未然に防止するため、緊急を要し、かつ他に適当な手段がない場

合に実施する。 

通信支援 通信機器を用いて情報の収集及び伝達を行う。 

広報活動 航空機、車両等を用いて、住民に対する広報等を行う。 

その他 その他臨機の必要に対し、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。 

 

４. 災害派遣部隊の撤収 【総務班】 

災害派遣部隊の撤収要請は、本部長が知事に対し文書をもって要請する。 

＜資料編 自衛隊災害派遣部隊撤収要請依頼書＞ 

５. 経費負担区分 【総務班】 

自衛隊の救援活動に要した経費は原則として町が負担するものとし、その内容は概ね次のと

おりである。 

ただし、その活動内容が他市町村にまたがった場合は、当該市町村と協議の上、負担割合を

定める。 

【経費の内容】 

・派遣活動に必要な資機材（自衛隊装備に係わるものは除く）等の購入費、借上料及び

修繕費 

・派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

・派遣部隊の宿営及び救援活動にともなう光熱水費、電話料等 

・派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損害（自衛隊装備に係わるものは、除く。）の

補償 

・その他疑義が生じた場合は、自衛隊と協議する 
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第１１節 学校等における児童･生徒の安全対策 

災害発生時は学校等における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、学校等が被災した

場合でも早期授業再開を目指す。 

また、学用品がなくなり就学に支障をきたした児童・生徒に対しての支援も行う。 

１. 防災体制の確立 【学校教育班】 

(１) 防災教育の一層の充実 

学校は、東日本大震災の教訓を生かし、学校と地域が連携した防災訓練などの体験活動を

通じて、自ら安全な行動がとれること（自助）や、他者や地域の防災に貢献できること（共

助）など、発達段階に応じた防災意識の高揚に努めるものとする。 

(２) 事前準備 

ア 校長は、学校の立地条件などを考慮した上、学校安全計画を作成、実施するとともに、

危険等発生時対処要領を作成し、周知する。 

イ 校長は、災害の発生に備えて次のような対策及び措置を講じなければならない。 

(ア) 計画的に防災にかかわる施設、設備の点検整備を図る。 

(イ) 児童生徒等の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置、保護者との連絡方法を検

討する。 

(ウ) 教育委員会、警察署、消防本部（消防団）及び保護者への連絡体制を確立する。 

(エ) 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させ

ておく。 

(３) 災害時の体制 

ア 校長は、状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与える。 

イ 校長は、災害の規模並びに児童生徒、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握する

とともに、教育委員会へ報告しなければならない。 

ウ 校長は、状況に応じ、教育委員会と連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。 

エ 校長は、避難所の開設等災害対策に協力するため、学校の管理業務の一環として、職員

の配備、役割分担計画を策定するなど、避難所運営等に必要な職員を確保して万全の体

制を確立する。 

オ 校長は、準備した学校安全計画に基づき、臨時の学級編成を行うなど災害状況と合致す

るよう速やかに調整する。 

カ 応急復旧計画については、教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保護者及

び児童生徒等に周知徹底を図る。 

(４) 災害復旧時の体制 

ア 校長は、教職員を掌握するとともに校舎の準備を行い、児童・生徒等に対しては被災状

況を調査し、教育委員会と連絡し、教科書及び教材の給与に協力する体制に努める。 

イ 教育委員会は、被災学校の校長に対し、情報及び指令の伝達に万全を期する。 
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ウ 校長は、学校が災害により校舎等の一部損壊や、避難所等に学校を提供することなどに

より、児童生徒の一部又は全部が学校を使用できなくなる場合には、応急復旧計画に基

づき、教育委員会と緊密に連絡の上、出来る限り早い段階での授業再開に努める。 

エ 教育委員会は、被災学校に対して、授業再開に向けての必要な指導をするとともに、学

校が使用できない場合には、他の公共施設等の使用を確保することなど、早期の授業再

開を支援する。 

２. 応急教育 【学校教育班】 

(１) 教育施設の確保 

教育委員会は、教育施設等を確保して、教育活動を早期に再開するため、次の措置を講ず

る。 

【措置の内容】 

ア 校舎の被害が少ないときは、速やかに応急修理をして授業を行う。 

イ 校舎の被害は相当に大きいが、一部校舎の使用が可能な場合は、残存の安全な校舎で、

合併又は二部授業を行う。 

ウ 学校施設の使用不可能又は通学が不能の状態にあるが、短期間に復旧ができる場合は臨

時休校し、家庭学習等の適切な指導を行う。 

エ 校舎が全面的な被害を受け、復旧に長時間を要する場合は、公民館、体育館その他公共

施設の利用又は他の学校の一部を使用して授業を行う。 

オ 施設や設備の損壊の状態、避難所として使用中の施設の状況等を勘案し、必要があれば

仮校舎を設営する。 

(２) 教職員の確保 

教育委員会は、災害発生時に教職員を確保するため、次の措置を講ずる。 

【措置の内容】 

・ 災害の規模及び程度に応じた教職員の参集体制の整備 

・ 教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間における教職員の応援、

教職員の臨時採用等必要な教職員の確保 

(３) 学校給食の措置 

学校教育班は、学校再開に合わせ、学校給食が再開できるように努める。再開する場合は、

施設設備の消毒、調理関係者の健康管理等、衛生に十分留意する。 

施設を炊き出し等に利用する場合、食材等の入手が困難な場合等は、一時中止する。 

(４) 授業料の減免 

学校教育班は、被災した児童・生徒等に対する学校納付金等の減免について、必要な計画

を樹立しておく。 

３. 学用品の調達及び支給 【学校教育班】 

(１) 実施機関 

教材・学用品の給与は、町長が実施し、学校教育班がこれにあたる。ただし、災害救助法
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が適用されたときは知事が行い、町長はこれを補助する。なお、 知事は、救助を迅速に行う

必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を町長に行わ

せることができる。 

(２) 学用品の給与 

災害救助法が適用された場合の学用品の給与は、同法及びその運用方針によるが、その概

要は次のとおりである。なお、同法の適用に至らない場合における給与は、同法が適用され

た場合に準ずるものとする｡ 

ア 学用品の給与を受ける者 

(ア) 災害によって住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水の被害を受けた児童・

生徒等であること。 

(イ) 小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。）、中学校生徒（中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。）及び高等学校等生徒（高等学校（定

時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及

び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び各種学校の生

徒） 

(ウ) 学用品がなく、就学に支障を生じている者であること。 

イ 学用品給与の方法 

(ア) 学校及び教育委員会の協力を受けて行う。 

(イ) 被害別、学年別の学用品購入（配分）計画を立てて行う。 

(ウ) 実施に必要なものに限り支給する。 

(エ) 文房具、通学用品はできるだけ同一規格、同一価格のもので行う。 

ウ 学用品の品目 

(ア) 教科書及び教材 

小学校児童及び中学校生徒が「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23年法律第 132

号）」第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出、又はその

承認を受けて使用している教材であること。高等学校等生徒が正規の授業で使用する教材

であること。 

(イ) 文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定規等 

(ウ) 通学用品 

運動靴、傘、カバン、長靴等 

４. 文化財の保護 【社会教育班】 

(１) 災害発生時の対応 

文化財に災害が発生した場合、その所有者又は管理者は、直ちに消防本部へ通報するとと

もに災害の拡大防止に努めなければならない。 

(２) 被害発生時の報告 

文化財に被害が発生した場合、その所有者又は管理者は、被害状況を速やかに調査し、そ
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の結果を県指定の文化財にあっては県教育委員会へ、国指定の文化財にあっては県教育委員

会を経由して文化庁へ報告しなければならない。 

(３) 応急措置 

関係機関は、被災文化財の被害の拡大防止のため、協力して応急措置を講ずる。 

 

＜資料編 町内文化財一覧表＞ 
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第１２節 帰宅困難者等対策 

台風の停滞等、風水害発生時に鉄道を中心とした交通機能が一定期間停止したことにより、

帰宅困難者等の発生が見込まれる場合には、帰宅困難者に対し、地震発生時に準じた支援を行

う。 

１. 一斉帰宅抑制の呼びかけ 【総務班】 

風水害の場合は、気象情報等から災害の発生までに一定の予測が可能である。このため、交

通機関の停止などにより大量の帰宅困難者の発生が予想される場合には、総務班は、住民、企

業、学校など関係機関に対し、県及び他市町村と連携して、むやみに移動を開始せずに職場や

学校などの施設内に留まるよう呼びかけを行う。 

２. 企業、学校など関係機関における施設内待機 【各関係機関】 

企業及び学校など関係機関は、従業員、顧客、児童・生徒及び施設の被害状況を確認すると

ともに、行政機関や関係機関から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上

で、従業員、顧客、児童・生徒を施設内又は安全な場所へ待機させるよう努める。 

３. 大規模集客施設や駅等における利用者保護 【施設管理者】 

大規模集客施設や駅等を管理する事業者は、管理する施設の安全及び行政機関や関係機関か

ら提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認した上で利用者を施設内の安全な場所

へ保護するとともに、保護した利用者を町や警察等関係機関と連携して一時滞在施設へ誘導す

るよう努める。 

４. 帰宅困難者等への情報提供 【総務班】 

総務班は、気象情報、広域的な被害情報、家族等との安否確認方法などについて、テレビ・

ラジオ放送やホームページなどを活用し、情報提供を行う。 

また、周辺市町村や関係機関と連携してエリアメールや緊急速報メール、防災情報メール、

ポータルサイト、ＳＮＳなどを活用した情報提供についても検討・実施していく。 

５. 一時滞在施設の開設及び施設への誘導 【総務部、施設管理者】 

(１) 一時滞在施設の開設 

総務班は、交通機関が一定期間停止することが見込まれ、大量の帰宅困難者の発生が予想

される場合には、予め一時滞在施設として指定した所管の施設について、被災状況や安全性

を確認した後、一時滞在施設として開設する。また、必要に応じ、町内の民間施設管理者に

対して、一時滞在施設開設の要請を行う。 

総務班は、一時滞在施設の開設状況を集約し、県へ報告するとともに、駅、大規模集客施

設、帰宅困難者、企業等へ情報提供を行う。 
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(２) 一時滞在施設への誘導 

大規模集客施設や駅等で保護された利用客については、原則、各事業者が町または警察等

関係機関と連携して一時滞在施設へ誘導する。 

(３) 一時滞在施設の運営 

施設管理者は、あらかじめ定めた手順により帰宅困難者等を受け入れる。その際、総務班

は関係機関と連携し、施設管理者に対して、災害関連情報や公共交通機関の運行・復旧状況

などの情報を提供する。 
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第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

災害により多数の傷病者が発生し、また、医療機関が被害を受け混乱する等、住民生活に著

しい影響があるとき又は感染症等が流行するおそれがある場合、関係機関と連携をとりながら、

被災者に対して保健衛生及び防疫活動を行う。 

また、災害により、家屋の倒壊や多量のごみ等が排出されるなど、生活上いろいろな面で不

都合が生じてくるため、被災地の住民の生活に支障がないよう環境の保全を図る。 

１. 保健活動 【福祉班、夷隅健康福祉センター】 

福祉班及び夷隅健康福祉センターは、避難生活の長期化やライフラインの長期停止等により、

被災者の健康が損なわれることのないよう、次のとおり保健対策を講ずる。 

(１) 福祉班は、医師会等との連携の下に、巡回により被災者の健康状態の把握、栄養指導、精

神保健相談等の健康管理を行う。 

(２) 被災者の衛生状態を良好に維持するため、入浴施設に係る情報提供を行う。 

(３) 食中毒等の予防のため、被災者等へ食品衛生知識の普及や避難所等における食品衛生指導

及び検査の徹底を図る。 

２. 飲料水の安全確保 【環境水道班、夷隅健康福祉センター】 

夷隅健康福祉センターに対し、町が被災地で供給する飲料水の検水の実施及び飲料水の安全

確保についての指導を要請する。また、夷隅健康福祉センターと協力して被災者に対し適切な

広報及び指導を行う。 

３. 防疫 【福祉班、夷隅健康福祉センター】 

(１) 防疫体制の確立 

福祉班は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」

という。）」（平成 10年法律第 114 号）に基づき、防疫組織を設け、県と協力して防疫活動を

行う。 

(２) 防疫活動 

福祉班は、家屋内外の汚染、感染症の発生、まん延を防止する必要が生じた場合、防疫活

動を推進する。 

ア 防疫措置情報の収集及び報告 

福祉班は、災害発生直後、警察及び消防本部等との連絡をとり、その被害状況などの情報

を収集し、防疫措置の必要な地域及び場所を把握する。 

医療機関は、被災者にかかる感染症患者や食中毒の発見に努める。発見した場合又は疑い

のある場合は、災害対策本部及び夷隅健康福祉センターへ通報する。 

イ 実施事項 

防疫活動は、夷隅健康福祉センターと緊密な連絡のもとに、次の方法により実施する。 

(ア) 汚染した井戸は、クロール石灰等により消毒する。 

(イ) 被害家屋の汚染排除、消毒を行う。特に床下その他の汚水の滞留する箇所は、速や
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かに清掃し、生石灰による消毒、クレゾールの散布その他必要な措置を講ずる。 

(ウ) 給水源の消毒及び水質検査を行う。 

(エ) 食品衛生を指導する。 

ウ 防疫資材の確保 

資材は、必要に応じて町内薬局等から調達する。 

不足するときは、夷隅健康福祉センター及び県に供給を要請することができる。 

(３) 患者等の措置 

福祉班は、感染症患者又は病原体保有者を隔離収容するにあたり、交通途絶等により隔離

病舎への移送が困難な場合には、近隣の非被災地に臨時の隔離施設を設けるか、自宅に隔離

するなどの緊急収容措置を講ずる。 

夷隅健康福祉センターは、感染症法第 19条の規定により必要に応じ入院を勧告する。 

(４) 予防教育及び広報活動の実施 

福祉班は、災害時の感染症や食中毒について住民に対して教育を行うとともに、パンフレ

ットや広報車等により広報活動を実施する。 

(５) 報告 

町は、患者の発生状況や防疫活動の状況を随時、夷隅健康福祉センター経由して県に報告

する。 

【報告内容】 

ア 被害の状況 

イ 防疫活動の状況 

ウ 災害防疫の所要見込額 

エ その他 

(６) 衛生環境の維持 

福祉班は、被災者が健康状態を損なわずに生活を維持するために必要な各種の生活物資及

び清潔保持に必要な石鹸やうがい薬の提供、仮設トイレの管理、必要な消毒及びし尿処理を

行う。 

４. 死体の捜索処理等 【環境水道班、勝浦警察署】 

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡していると推定さ

れる者の死体を捜索し、又は災害の際に死亡した者について、死体識別等のための処理を行い、

かつ、死体の応急的な埋葬を実施する。 

(１) 実施機関 

ア 死体の捜索、収容、処理及び埋葬は、町長が行う。ただし、災害救助法が適用された場

合は、知事が行い、町長はこれを補助するものとする。町長は、災害救助法が適用され

た場合においても、災害の事態が急迫して知事の行う救助の実施を待つことができない

ときは、救助に着手するものとする。 

イ 本町限りで処理不能な場合は、「千葉県広域火葬計画」に基づき、近隣市町村、県、国そ

の他関係機関の応援を得て実施する。 
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ウ ア及びイにより知事が行う死体の処理は、日赤県支部の長と締結した委託契約に基づき、

日赤県支部が組織する救護班、県並びに県医師会が派遣する検案医師及び県歯科医師会

が派遣する身元確認のための歯科医師等（以下「検案医師」という。）により実施する 

(２) 検案医師の出動要請 

ア 町長は、検案医師等について、必要に応じて夷隅医師会長、夷隅郡市歯科医師会長、日

赤県支部地区・分区長にそれぞれ出動を要請し、知事、他の市町村長等に応援を求める

ほか、必要な措置を講ずる。 

イ 知事は、検案医師等について、必要に応じて県立病院に出動を命じ、日赤県支部長、県

医師会長及び県歯科医師会長に出動を要請し、その他の関係機関に応援を要請するほか

連絡調整その他必要な措置を講ずるものとする。 

ウ 具体的な現場指揮は、災害の様態、現場の状況等に応じて関係各機関で協議の上、統一

を図る。 

(３) 災害救助法による救助 

災害救助法が適用された場合の救助基準等は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期

間等」によるものとする。 

なお、同法の適用に至らない場合における応急対策は、同法が適用された場合に準じて的

確に実施する。 

(４) 県警察における計画 

ア 死体の検視（見分） 

警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けたときは、死体取扱規則等により検

視（見分）を行い、身元が判明したものについては、所定の手続きを経て遺族に引渡す。 

イ 身元不明者に対する措置 

警察本部長又は警察署長は、町長又は知事と緊密に連絡し、町、県の行う身元不明者の措

置について協力する。 

この場合、身元不明者の所持品、着衣、人相、特徴等を写真に収め、関係方面に手配する

とともに、死者の写真の掲示、縦覧などを行って早期に確認できるよう協力すること。 

ウ 死体の捜索及び収容に対する協力 

警察官は、災害時において救出活動とあわせて関係機関の行う死体及び行方不明者の捜索

等に対し、必要な協力を行う。 

エ 警察が行う災害死者の処理に伴う死体処理施設（遺体収容所、検視場所、死体安置所）

の確保は、県・町が場所の選定を行う。 

５. 動物対策 【福祉班、環境水道班、産業振興班、夷隅健康福祉センター】 

(１) 死亡獣畜の処理 

環境水道班は、獣畜の死亡が確認された場合は、産業振興班等と調整し、①家畜（主に畜

産農業に係るもの）は南部家畜保健衛生所、②野生動物は夷隅地域振興事務所の指導により、

死亡した獣畜を処理する。①②を除くペット等動物は、飼い主が見つからない場合、一般廃

棄物として処理する。 
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(２) 放浪動物への対応 

環境水道班は、飼い主の被災により廃棄又は逃げ出したペット等が発生した場合は、夷隅

健康福祉センター、千葉県動物愛護センター、（公社）千葉県獣医師会等関係団体及びボラン

ティアと協力して保護する。危険動物が逃亡した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、

警察等と連携により必要な措置を講ずる。 

(３) ペットへの対応 

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行う。 

避難所内へは、原則としてペットの持ち込みを禁止することとする。避難所を開設した場

合は、自己責任にて対応する。 

福祉班は、避難所での生活が長期化し、避難生活に支障となるペット問題が生じた場合は、

夷隅健康福祉センター及び千葉県獣医師会等と取り扱いについて協議する。関係団体がペッ

トの救護所等を設置する場合は、公共用地を提供するとともに、その旨を避難者に広報する。 

６. 清掃及び廃棄物の除去 【情報収集班、環境水道班、建設班】 

(１) 廃棄物及びごみ処理作業 

災害時には、家屋の倒壊、被災等により大量のごみの排出量が予想される。このため、ご

みを迅速に処理し、被災地の環境衛生を保全する。 

ア 実施機関 

(ア) 災害時における災害地帯の清掃は、町長が実施し、環境水道班がこれに当たる。 

(イ) 風水害等による多量の廃棄物が発生し、本町限りで処理が困難な場合は、「災害時等

における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定」に基づき県内市町村において相

互に援助協力を行う。また、建築物の解体に伴うがれき等の大量発生が予想される

ことから、「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」及び「地

震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定」に基づき、民間事

業者の協力を求める。 

イ ごみ処理 

(ア) 作業体制 

環境水道班は、関係機関及び民間の応援により作業体制を確保する。 

(イ) 被災地域状況の把握 

情報収集班は、町職員による巡視、住民の電話等による要請等から迅速に被災地域の状

況を把握する。 

(ウ) ごみの一時的集積 

環境水道班は、被災地域の衛生環境の悪化防止の観点から災害発生後収集可能な状態に

なったときから 10日以内に、ごみの一時的集積場を指定してごみの搬出を行う。 

(エ) ごみの搬送方法 

環境水道班は、ごみの搬送を原則として次のとおり行う。 

・腐敗しやすい廃棄物は、 優先で収集し、搬送する体制を確立し、いすみクリーンセ

ンターへ搬送し、焼却処理する。 
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・障害物として道路等に排出された廃棄物は、一時集積場までゴミ収集車両及び民間車

両の応援を得て収集し、搬送する。 

・倒壊家屋からの廃棄物等は、家屋所有者等の住民に対し、一時集積場所まで直接搬送

するよう協力を要請する。 

・収集できずに道路空き地に置かれたごみについては、定期的な回収及び消毒を行う。  

(オ) 住民への広報 

速やかに一時集積場及び収集日時を定めて住民に広報する。 

ウ 廃棄物処理 

災害廃棄物の除去及び処理は、原則として次のように実施する。 

＜住宅・建築物系＞ 

原則として建物の所有者が解体及び処理を実施する。町は一時集積場所、 終処分場の

確保及び処理処分に関する情報の提供を実施する。 

＜公共・公益施設＞ 

施設の管理者において処理する。 

(２) し尿処理作業 

ア し尿排出量の推定 

町において、原則として「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」で定めた推計方針

に準じて発生量を推計し、処理体制の確立を図る。 

イ 作業体制の確保 

福祉部長は、被害状況を迅速に把握し、夷隅環境衛生組合により作業体制を確保する。ま

た、本部長を通じて、必要があれば近隣市町村への応援を要請する。 

ウ 被災地域状況の把握 

環境水道班を中心とした職員による巡視、住民の電話等による要請等から迅速に被災地域

の状況を把握する。 

エ 仮設トイレの設置 

断水や下水道施設の損壊等により、トイレの使用ができなくなった場合には仮設トイレを

設置する。 

【仮設トイレ設置の際の留意点】 

－くみ取りの制限－ 

・収集量に対する処理能力が及ばないときは、とりあえずの措置として、便槽容量の２

割から３割程度のくみ取りとし、各戸の便所の使用を可能にする。 

－し尿の処埋－ 

・し尿の処理は、夷隅環境衛生組合にて処理する。 

オ 収集及び処理の実施 

設置した仮設トイレに貯留したし尿の収集及び処理は、原則としてし尿処理施設への搬送

あるいは埋め立て（土壌還元方式）による。 

また、収集及び処理は、避難所を優先して行う。 
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【土壌還元方式（素堀仮設トイレ）の留意点】 

・穴の深さを３ｍより浅くすること。 

・井戸から 低 100ｍ離すこと。 

・生石灰による消毒を頻繁に行うこと。 

・土壌分解能力を考慮して１か所で大量処理をしないこと。 

・ある程度の量が投入されたら土覆いをすること。 

・現場の状況や住民の感情を 優先に考えること。 

・その他衛生と安全確保のために必要とされること。 

(３) 障害物の除去 

ア 住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしている場

合、その除去は、町長が実施し、建設班がこれに当たる。ただし、災害救助法が適用さ

れたときは知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、救助を迅速

に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関する事務の一

部を町長が行うこととすることができる。 

イ 本町限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、県、国その他関係機関の応援を得て実施

するものとする。 

(ア) 障害物の除去の対象となる者 

a 当面の日常生活が営み得ない状態にある者であること。 

b 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者であること。 

c 自らの資力をもってしては、障害の除去ができない者であること。 

(イ) 障害物の除去の方法 

a 救助の実施機関が、作業員あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。 

b 日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれた障害物の除去に限ること（応急

的救助に限ること）。 

(ウ) 障害物除去の経費の限度額 

障害物の除去に要する費用は、一世帯当たり 137,500 円以内とする。 

(エ) 障害物の除去の実施期間 

災害発生の日から 20日以内とする。 

ウ 町長が管理する道路における障害物の除去 

自動車・死体等の特殊なものを除き、道路の利用目的に著しい障害を及ぼしているものの

除去は、町の所有する関係機械器具、車両等をもって速やかにこれを除去し、交通の確保を

図る。 

(ア) 障害物の集積場所 

障害物の集積場所は、公共用地で交通並びに生活に支障のない場所とし、被害の程度又

は適地がなく民有地を使用する場合は、所有者と補償に関する契約を締結する。 

(イ) 機械器具の調達 

障害物の除去に必要な機械器具等は、町の保有している機械器具等を用いるものとし現
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有の機械器具等で処理不可能な場合は、関係業者の協力を求めて調達するものとする。 

エ 河川関係障害物除去計画 

河川の機能を確保するため、河川における障害物を除去、しゅんせつする。 

(４) 環境汚染の防止対策 

倒壊建築物の解体・撤去等に伴うアスベストの飛散や、危険物の漏洩による環境汚染に対

処するため、環境監視体制の整備を図るとともに、環境汚染防止体制の強化を図る。 
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第１４節 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理 

災害による住宅の全壊や半壊等により、住家を滅失し又は自己資力では住宅の確保や修理が

できない被災者に対し、応急仮設住宅の建設や日常生活に欠くことのできない部分の修理を行

う。 

また、被災住宅の倒壊による二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定や被災宅地

危険度判定を実施するとともに、日頃から応急危険度判定士等の養成を行う。 

１. 応急仮設住宅の提供等 【建設班】 

災害により住家を滅失した被災者の居住の安定を図るため、応急仮設住宅や公営住宅の空き

家の活用を図るとともに、民間の賃貸住宅を借上げる。 

(１) 応急仮設住宅の建設等 

町は、災害により、住家を滅失し、自己の資力では住家の確保ができない者を収容するた

め、応急仮設住宅を建設する。応急仮設住宅の設置場所は、基本的に国、県又は町の公有地

とする。やむを得ず私有地に建設する場合には、所有者と町との間で賃貸契約を結ぶものと

する。 

   ＜資料編 応急仮設住宅建設候補地＞ 

ア 実施機関 

(ア) 応急仮設住宅の建設は、町長が実施し、建設班がこれに当たる。ただし、災害救助

法が適用された場合は知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事

は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実

施に関する事務の一部を町長が行うこととすることができる。 

(イ) 本町限りで処理不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を得て

実施する。 

イ 災害救助法による援助 

災害救助法が適用された場合の建設基準は、災害救助法施行細則別表第一によるものとす

る。 

   ＜資料編 千葉県災害救助法施行細則（別表第一）＞ 

(２) 住宅の応急修理計画 

町は、災害により住家が半壊又は半焼し、自己の資力では応急修理ができない住民、また

は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した住民に対し、

居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を応急的に修理する。 

ア 実施機関 

(ア) 住宅の応急修理は、町長が実施し、建設班がこれに当たる。ただし、災害救助法が

適用されたときは知事が行い、町長はこれを補助するものとする。なお、知事は、

救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に

関する事務の一部を町長が行うこととすることができる。 

(イ) 本町限りで処理不可能な場合には、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を得
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て実施する。 

イ 住宅事業者の団体との連携 

住宅の応急修理の実施にあたっては、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携を図るとと

もに具体的な連携のあり方について今後検討していく。 

ウ 災害救助法による救助 

災害救助法が適用された場合の建設基準は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期

間等」によるものとする。 

(３) 建設資材の確保 

ア 町において資材が不足した場合は、建設産業部長は総務部長を通じ県に要請し、資機材

の調達の協力を求める。 

イ 災害応急復旧用材（国有林材）の供給及び県有林材の使用 

(ア) 国有林材の供給 

a 農林水産省（林野庁）は、被災者の救助、災害の復旧及び木材需要の安定のため、

国有林材の供給を行うこととしている。 

関東森林管理局では、上記により国有林材の供給を行うこととしている。 

b 災害復旧用材の供給は、知事、町長からの要請に基づいて行う。 

(イ) 県有林材の使用 

災害時に木材の供給販売等が困難となり、応急的に木材を必要とする場合は、県有林

材の提供を要請するものとする。 

２. 被災宅地の危険度判定 【建設班】 

豪雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害を軽減・防止し住民の

安全を図るため、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地の危険度判定を行う。 

(１) 被災宅地危険度判定士の養成・登録 

町は、土木等の技術者に対し被災宅地危険度判定士養成講習会への参加を働きかけ、被災

宅地危険度判定士の養成に努める。 

(２) 実施体制の整備 

災害により宅地が大規模かつ広範囲に被災したときは、判定実施計画を作成するとともに、

判定士の派遣など県へ支援を養成する。また、県と協力し、判定に必要な資機材等の準備を

行う。 

(３) 被災宅地危険度判定実施の広報 

判定を実施するときは、住民に対し実施予定区間、期間、問合わせ窓口等を報道機関によ

り周知する。また、危険度の判定は、危険、要注意、調査済の３区分で行い、判定結果につ

いては、被災宅地に表示し、居住者及び通行者等に注意を促す。 

３. り災証明の交付 【被害調査班、消防本部】 

(１) 住家の被災調査 

ア 調査方法 
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被害調査班は、家屋の被害状況の把握及びり災証明書を発行するために、全住家を対象に

被災調査を行う。被災調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基

づき、全壊・大規模半壊・半壊・半壊に至らないの区分として、調査を行う。 

火災により焼失した家屋等は、消防本部が消防法に基づき火災調査を行う。 

イ 収集報告に当たって留意すべき事項 

① 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連携に係る組織、設備、要領等の整

備を図っておくものとする。特に発災初期の情報は、住民組織を通じて直ちに通報され

るよう体制を整えておく。 

② 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の調査に専門的な

知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 

③ り災世帯・り災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等を照合し、

正確を期する。 

(２) り災証明の発行 

被害調査班は、家屋の被害調査の結果に基づき、相談窓口等においてり災証明書を発行す

る。 

なお、火災によるり災証明書の発行は、消防本部が行う。 
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第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

災害により被害を受けたライフライン施設の応急復旧を迅速に行うことにより、住民の安定

した生活の確保を図る。 

１. 水道施設 【環境水道班】 

災害時において、町は飲料水及び生活用水の確保を図るとともに、二次災害の防止に努める。

このため、事前に被害を想定し、応急復旧計画を定め、迅速な応急復旧を行う。 

なお、本町のみで対応できない場合は、「千葉県水道災害相互応援協定」等に基づき県内水

道事業体等の応援を得て、復旧を行うものとする。 

(１) 活動体制 

災害時においては、応急活動体制を速やかに確立する。 

(２) 応急復旧 

応急復旧にあたっては、的確に被害状況を把握し、速やかに応急復旧対策を確立する。 

ア 復旧の優先順位 

(ア) 取水、導水、浄水、送水施設の復旧を優先する。 

(イ) 主要な配水管及び応急給水拠点に至るまでの管路の復旧を優先する。 

イ 資機材の確保 

応急復旧に必要な管類等の資機材を備蓄する。 

ウ 人員の確保 

水道施設の応急復旧にあたり、町は指定給水装置工事事業者を動員して必要な人員の確保

及び配置を行う。 

エ 応急復旧資機材の確保 

応急復旧資機材は、町及び指定給水装置工事事業者等の保有資機材で対処する。 

なお、不足する場合は、製造会社及び他の水道事業体から調達する。 

＜資料編 千葉県水道災害相互応援協定＞ 

２. 電気施設 【東京電力株式会社】 

東京電力株式会社は、災害が発生するおそれのある場合、または災害が発生した場合におけ

る電力施設の応急対策を、「電力施設災害対策計画」に基づき実施し、人身事故等を防止し、

設備被害を早期に復旧する。 

また、感電事故並びに漏電による出火を防止するため、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関

を通じて、次の事項に注意するよう広報活動を実施するとともに、広報車等により直接該当す

る地域へ周知する。 

なお、災害発生時においても、原則として送電を継続する。 
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■電気に関する広報事項 

① 無断昇柱、無断工事をしないこと 

② 不良箇所（電柱の倒壊、折損、電線の断線・垂下等）を発見した場合は、速

やかにカスタマーセンターへ連絡すること 

③ 断線又は垂下している電線には絶対に触らないこと 

④ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気機器は、危険なため使用し

ないこと 使用する場合は絶縁検査を受けてから使用すること 

⑤ 被害状況（被害数、復旧の見通し等） 

 

３. ガス施設の応急復旧 【大多喜ガス株式会社】 

災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに

応急措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。 

このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図り、公共の安全と便宜を図るため、以下の防

災対策を実施する。 

(１) 予防対策 

ア 台風襲来時にあっては、予想 接近時の24時間前より緊急配備につくことを目安とする。 

イ 過去に冠水した地区、ガス管の添架された橋りょうの河川増水、崖崩れ危険地区にある

特定施設を重点的に警戒監視する。 

ウ 拠点ごとに毎時の気圧、降雨量、河川水位を定点観測し、被害の発生を予測し対応する。 

エ 遠隔供給地点については、その付近に居住する社員又は特定協力者よりの情報を求め、

対策をとる。 

(２) 応急対策 

ア 動員配備体制 

非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、社内規程により

現地対策本部または、対策本部及び現地対策本部が設置される。また、保安体制の強化のた

め宿日直制による 24時間勤務体制をとっており、必要に応じて初動措置及び緊急動員を行

う。 

特別編成を必要とする非常災害時には、災害の種類、規模等に応じて第１次から第３次の

非常配備体制をとり、二次災害の防止と事故処理にあたる。 

イ 情報収集、連絡体制 

災害に際して無線・有線などの通信設備を使用し、情報の収集連絡にあたるとともに、自

動呼び出し体制を取る。外部関係機関と連絡をとり、あるいはラジオ・テレビ等の報道関係

の情報から、通信、電力、水道等の被災状況を収集する。 

ウ 消費者に対する広報 

経済産業省、県、市町村、消防署、警察署などの官公庁及び報道機関に対し、ガス設備の

被害状況、供給支障の状況、災害復旧の現状と見通し等について適切に報告及び連絡を行い、
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周知に努める。また、災害時には、住民の不安除去、波及的災害事故を防止するため、広報

車による巡回のほか、消防署、警察署、報道関係機関に協力を要請し、あらゆる手段を尽く

してガス施設復旧の見通し、被災地区におけるガス施設、ガス消費機器の使用上の注意事項

等について広報に努める。 

エ 復旧活動拠点の確保 

現場司令所の設置場所、復旧要員の集合場所、宿泊場所、復旧資機材の搬入場所、備蓄場

所等、復旧活動を行ううえで必要な拠点を確保する。 

４. 通信施設 【各施設管理者】 

(１) 東日本電信電話株式会社 

ア 災害時の活動体制 

(ア) 災害対策本部の設置 

災害が発生した場合は、その状況により、千葉事業部に災害対策本部を設置し、情報

の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。 

この場合、町、県及び各防災機関と緊密な連絡を図る。 

(イ) 情報連絡体制 

災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。 

なお、気象業務法に基づき気象庁から伝達される洪水予報について、速やかに関係市

町村へ通報する。 

イ 発災時の応急措置 

(ア) 設備、資機材の点検及び発動準備 

災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

a 電源の確保 

b 災害対策用無線機装置類の発動準備 

c 非常用電話局装置等の発動準備 

d 予備電源設備、異動電源車等の発動準備 

e 局舎建築物の防災設備の点検 

f 工事用車両、工具等の点検 

g 保有資材、物資の点検 

h 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

(イ) 応急措置 

災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信

の疎通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、 小限度の通信を確

保するため、次のとおり応急措置を行う。 

a 通信の利用制限 

b 災害時優先電話、警察・消防緊急通報回線の確保 

c 無線設備の使用 

d 特設公衆電話の設置 
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e 非常用可搬型電話局装置の設置 

f 臨時電報、電話受付所の開設 

g 回線の応急復旧 

h 災害用伝言ダイヤル「１７１」の運用 

(ウ) 災害時の広報 

災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレ

ビ等によって次の事項を利用者に周知する。 

a 通信途絶、利用制限の理由と内容 

b 災害復旧措置と復旧見込時期 

c 通信利用者に協力を要請する事項 

d 災害用伝言ダイヤル「１７１」の提供開始 

ウ 応急復旧対策 

災害により被災した通信回線の復旧に当たっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

(ア) 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

(イ) 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

(２) 株式会社ＮＴＴドコモ 

ア 災害時の活動体制 

(ア) 災害対策本部の設置 

災害が発生した場合はその状況により千葉支店に災害対策本部を設置し、情報の収集

伝達及び応急対策が実施できる体制をとる。この場合、県等の防災機関と緊密な連絡を

図る。 

(イ) 情報連絡体制 

災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達に当たる。 

イ 発災時の応急措置 

(ア) 設備、資機材の点検及び発動準備 

災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を行う。 

a 可搬型無線基地局装置の発動準備 

b 移動電源車等の発動準備 

c 局舎建築物の防災設備等の点検 

d 工事用車両、工具等の点検 

e 保有資材、物資の点検 

f 局内、局外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

(イ) 応急措置 

災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態の発生により、通信

の疎通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、 小限度の通信を確

保するため、次のとおり応急措置を行う。 
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a 通信の利用制限 

b 非常通話、緊急通話の優先、確保 

c 可搬型無線基地局装置の設置 

d 衛星携帯電話による臨時電話の設置 

e 回線の応急復旧 

(ウ) 災害時の広報 

災害のため通信が途絶、若しくは利用の制限を行ったときは、広報車、ラジオ、テレ

ビ等によって次の事項を利用者に周知する。 

a 通信途絶、利用制限の理由と内容 

b 災害復旧措置と復旧見込時期 

c 通信利用者に協力を要請する事項 

ウ 応急復旧対策 

災害により被災した通信設備の復旧に当たっては、あらかじめ定められた復旧順位にした

がって実施する。災害復旧工事については、次により工事を実施する。 

(ア) 電気通信設備等を応急的に復旧する工事 

(イ) 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

(３) ＫＤＤＩ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社では、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合には東京本社に災害

対策本部及び対策室等を設置し、現地と緊密に連絡を取りながら各組織の機能を 大限に発

揮して通信の疎通確保と施設の早期復旧に努める。 

災害の発生時には、局舎の点検をするとともに、中継局の停電対策のため、移動電源車の

出動準備をする。 

通信に輻輳が発生した場合には通信の利用制限を行い必要な通信の確保をするとともに、

住民を対象に災害伝言板サービスによる安否情報の伝達に協力する。 

(４) 日本郵便株式会社 

応急措置は、以下のとおりとする。 

ア 被災地における郵便の運送及び集配の確保又は早期回復を図るため、災害の態様及び規

模に応じて、運送又は集配の経路又は方法の変更、郵便物区分方法の変更、臨時輸送便

の開設等機宜の応急措置を講ずる。 

イ 被災地における郵便局の利用者に対する窓口業務の維持を図るため、被災により業務継

続が不能となった場合、仮局舎急設による窓口業務の迅速な業務の再開、移動郵便車等

による臨時窓口の開設、窓口支払資金の確保及び窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措

置を講ずる。 

ウ 東日本電信電話株式会社等から委託を受けた電気通信取扱業務について、関係の機関と

密接な連携の下に、郵便局において取り扱う電話業務の災害時における運営の確保を図

るとともに、被災通信施設の東日本電信電話株式会社等による応急復旧に協力する。 
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第１６節 ボランティアの協力 

大規模災害時において、災害応急対策の実施には多くの人員を必要とするため、ボランティ

ア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策を実施する。 

また、発災時に迅速な受入ができるよう体制を整備するとともに、活動の中で行政やボラン

ティア団体・ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコーディネ

ーターの養成に努める。 

１. ボランティアの活動分野 【福祉班】 

ボランティアの協力を得て実施する活動内容は、次のとおりとする。 

(１) 専門分野 

ア 救護所での医療救護活動 

イ 被災建築物の応急危険度判定 

ウ 被災宅地危険度判定 

エ 外国語の通訳、情報提供 

オ 災害情報や安否情報、生活情報の収集整理、広報 

カ 被災者への心理治療 

キ 高齢者や障害者等等、要配慮者の看護、情報提供 

ク その他専門的知識、技能を要する活動等 

(２) 一般分野 

ア 避難所の運営補助 

イ 炊き出し、食料等の配布 

ウ 救援物資や義援品の仕分け、輸送 

エ 高齢者や障害者等、要配慮者の支援 

オ 被災地の清掃、がれきの片づけなど 

カ 避難所や仮設住宅における生活支援（心理面での支援を含む） 

キ その他被災地における軽作業等 

２. ボランティアとして協力を求める個人、団体 【福祉班】 

災害時にボランティアとして活動が期待される個人、団体は次のとおりとし、これらに積極

的に協力を求めることとする。 

(１) 個人 

ア 被災地の住民 

イ 被災建築物応急危険度判定士 

ウ 被災宅地危険度判定士 

エ その他 

(２) 団体 

ア 日本赤十字社千葉県支部奉仕団 
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イ 千葉県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会 

ウ 公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 

エ 一般社団法人日本アマチュア無線連盟千葉県支部 

オ その他ボランティア団体、ＮＰＯ法人等 

３. ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ 【総務班、福祉班】 

常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、ボランティア活動の主体とな

る意識の保持を訴えるとともに、災害時には積極的な参加を呼びかける。 

(１) 平時におけるボランティア意識の啓発 

毎年 1月 17 日の「防災とボランティアの日」及び 1月 15 日から 21日までの「防災とボラ

ンティア週間」を中心に実施する講演会やシンポジウムなどの諸行事を通じ、住民にボラン

ティア意識の醸成を図る。 

また、毎年 9月 1日の「防災の日」及び 8月 30 日から 9月 5日までの「防災週間」を中心

に実施する防災訓練や各種啓発行事に積極的にボランティアの参加を求めることにより、そ

の重要性を広報する。あわせて、住民やボランティア団体等の参加を得た実践的な防災

訓練を実施し、災害時におけるボランティアの協力が円滑に得られるよう日ごろから連

携の強化を図る。 

(２) 災害時における参加の呼びかけ 

大規模な災害が発生した際には、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関や

県及び県内市町村に加え、社会福祉協議会ボランティアセンターや市町村市民活動支援セン

ター、ボランティア団体やＮＰＯ法人並びに近隣都県の社会福祉協議会、日本赤十字社各支

部等の関係団体を通じて、広くボランティアの参加を呼びかける。 

なお、東日本大震災においては、特にホームページやブログなどのネットでの情報公開に

より電話などによる問合せを少なくできたことから、インターネットを利用した参加の呼び

かけを推進する。 

４. 災害時おけるボランティアの登録、派遣 【総務班、福祉班】 

災害の状況に応じた、より実践的なボランティア活動体制を立ち上げるため、ボランティア

の受付、登録は原則として発災後に実施することとし、町（福祉班）、県及び関係機関が十分

な連携を図りながら迅速に対応する。 

(１) 県担当部局による登録 

専門分野での活動を希望する個人及び団体については、県の各活動担当部局が中心となっ

て対応する。 

町の担当部局は、被災地におけるボランティアの需要状況を基に、県の担当部局と調整を

図る。 
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活動分野 個人・団体 県受付窓口 町受付窓口

医療救護 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 健康福祉部医療整備課 福祉班 

被災建築物応急危険

度判定 

被災宅地危険度判定 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定士 

県土整備部建築指導課 

県土整備部都市計画課 
被害調査班

高齢者支援 支援団体 
健康福祉部高齢者福祉

課 
福祉班 

障害者支援 支援団体 健康福祉部障害福祉課 福祉班 

外国語通訳、翻訳、

情報提供 

(公財)ちば国際コンベンション

ビューローボランティア通訳 

災害時外国人サポーター 

総合企画部国際課 情報収集班

通信、情報連絡 
(一社)日本アマチュア無線連盟

千葉県支部 
防災危機管理部消防課 総務班 

(２) 被災現地における受付 

被災地域内住民のボランティア希望者や被災地周辺市町村による登録を経ずに直接現地へ

きたボランティア希望者については、被災現地のボランティア窓口（福祉班）において受付

を行い、そこでの災害対策活動に従事する。 

(３) ボランティアニーズの把握 

町は、被災現地における体制を整備し、ボランティアの需要状況の的確な把握に努める。 

また、県災害ボランティアセンターとの連絡を密にするとともに、巡回パトロールによる

情報収集、各種ボランティア団体との情報交換等により、町全域のボランティアの需要状況

の把握に努める。 

(４) 各種ボランティア団体との連携 

町は、日本赤十字社千葉県支部や県及び市町村社会福祉協議会、県災害ボランティアセン

ター、独自に活動するボランティア団体等と十分な情報交換を行うとともに必要な支援を実

施し、密接な連携の下に各種救援救護策を進める。 

５. ボランティア受入体制 【福祉班】 

(１) 食事、宿泊場所の提供 

ボランティアの食事や宿泊場所については、自己調達を基本とする。 

(２) 活動拠点の提供 

町ボランティアセンターや活動拠点については、町と大多喜町社会福祉協議会が協議の上、

用意する。 

(３) 活動費用の負担 

ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボランティアを受け入れる町が負

担する。 

(４) 保険の付与 

ボランティア活動に伴う事故の発生に対処するため、町ボランティアセンターは町内で活

動するボランティアの把握に努め、ボランティア保険の加入を活動の条件とする。 
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６. ボランティアコーディネーターの養成 【福祉班】 

一般分野でのボランティア活動を組織的かつ効果的に進めるためには、その活動の中で行政

やボランティア団体・ＮＰＯ法人等との連携や連絡調整の中心的な役割を担うボランティアコ

ーディネーターが必要である。 

そこで、県等が主催する次のような研修会や講習会を通じて、普段から防災ボランティアコ

ーディネーターの養成を進める。 

(１) 災害対策コーディネーター養成講座（県防災危機管理部） 

(２) ボランティアコーディネーター育成講座（県環境生活部） 

(３) さわやかちば県民プラザにおける研修・情報提供（県教育庁） 

(４) ボランティアコーディネーター研修（災害編）（県社会福祉協議会） 
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第４章 災害復旧計画 

第１節 被災者生活安定のための支援 

災害により被害を受けた住民が、安心した生活を取り戻せるように、経済的支援をはじめ、

医療や雇用面における支援、さらに心のケア等を行うことによって、住民に自力復興心をもた

せ、もって生活安定の早期回復を図る。 

１. 被災者の生活確保 【総務班、被害調査班、福祉班、建設班】 

(１) 被災者生活再建支援金 

町は、「被災者生活再建支援法」（平成 10 年法律第 66号）に基づき、自然災害により生活

基盤に著しい被害を受け、自立して生活を再建することが困難な被災者に対し、生活再建支

援金の支給手続きを行う。 

ア 目的 

自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、自立して生活再建することが困難な被災者

に対し、その生活の再建を支援し、もって生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること。 

イ 対象となる自然災害 

(ア) 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村

における自然災害 

(イ) １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

(ウ) １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

(エ) 上記（ア）又は（イ）に規定する被害が発生した市町村を含む都道府県内で、５世

帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口１０万人未満）における自然

災害 

(オ) 上記（ウ）又は（エ）に規定する都道府県に隣接する都道府県内の市町村(人口１０

万人未満)で、（ア）～（ウ）に規定する被害が発生した市町村に隣接し、かつ、５

世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

(カ) 上記（ウ）又は（エ）に規定する都道府県が２以上ある場合において、その自然災

害により５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村（人口１０万人未満。

ただし、人口５万人未満の市町村にあっては２世帯以上）における自然災害 

ウ 対象となる被災世帯 

(ア) 住宅が「全壊」した世帯 

(イ) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

(ウ) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が継続している世帯 

(エ) 住宅が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯（大規模半壊世帯） 

エ 支援金の支給額 

支給額は、住宅の被害程度と再建方法に応じた渡し切りとし、以下の２つの支援金の合計
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額となる。ただし、世帯人数が１人の場合は各該当欄の金額の３／４の額となる。 

■ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊 

支給額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 

■ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200 万円 100 万円 50 万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を購入･建設(又は補修)する場合は、合計で 200（又は 100）万円 

 

オ 支援金支給手続 

支給申請は町に行い、提出を受けた町は申請書等の確認を行いとりまとめの上、県へ提出

する。 

県は当該書類を委託先である（公財）都道府県会館へ提出し、申請書を受理した（公財）

都道府県会館は、交付決定等を行う。 

（被災者生活再建支援法人として、（公財）都道府県会館が指定されている。） 

(２) 公営住宅の建設等 

災害により住宅を滅失した被災者の居住の安定を図るため、災害公営住宅の建設又は公営

住宅の空き家の活用を図る。 

ア 災害公営住宅の建設 

自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、住宅被害の状況、

被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買取又は被災者へ

転貸するための借上げを検討する｡ 

町は、災害公営住宅の建設等を行う場合は県と協議し、適切な指導、支援を受ける｡ 

イ 公営住宅の空き家の活用 

公営住宅の入居者資格を有する被災者（災害が大規模な場合等において、被災市街地復興

特別措置法第 21 条の規定に該当する者については、同条に規定する公営住宅の入居者資格

の特例を適用する。）に対しては、既存公営住宅等の空き家を活用し、優先的に入居できる

措置等を講ずる。 

(３) 災害弔慰金等の支給等 

ア 災害弔慰金の支給 

町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48年法律第 82号）に基づき、災害によ

り死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

イ 災害障害見舞金の支給 

町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により負傷し又は疾病にか

かり、治癒後に精神又は身体に著しい障害がある住民に対して災害障害見舞金を支給する。 

ウ 災害援護資金の貸付け 
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町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の

世帯主に対し、生活の建て直しのために災害援護資金の貸付けを行う。 

エ 町災害見舞金の支給 

町は、災害救助法の適用を受けない災害については、「大多喜町災害見舞規程」（平成８

年訓令第４号）に基づき、見舞金を支給する。 

(４) 生活福祉資金の貸付 

大多喜町社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付事業制度要綱」（厚生労働省）に基づき、

災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を

貸付ける。 

なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」（昭和 48 年法律第 82 号）に基づく災害援護資

金の貸付対象となる世帯は、原則としてこの資金の貸付け対象とならない。 

(５) 税等の減免等 

町税条例、県税条例等の規定に基づき、被災した町税及び県税等の納付義務者（以下「被災

納税者等」という。）に対し、町税等の災害救済措置として、期限の延長及び減免について速

やかに適切な措置を講ずるものとする。 

ア 期限の延長 

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又は納付若しくは納入する

ことができないと認めるときは、町長は適用地域及び期日を指定してその期限を延長するも

のとする。 

イ 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が町税等を一時に納付し、又は納入すること

ができないと認められるときは、その者の申請に基づき法令等に定められている期間におい

て、徴収を猶予する。 

ウ 滞納処分の執行の停止 

災害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、換価

の猶予の減免等適切な措置を講ずる。 

エ 減免 

被災納税者等の申請に基づき、減免する。 

オ 保育料の減免等 

町は、災害等の特別な事由により保育料負担者が保育料の全部又は一部を負担することが

できないと認めるときは、その事由がやむまでの間、保育料の全部又は一部を減免する。 

(６) 雇用の確保 

茂原公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離

職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行

い、離職者の早期再就職のあっせんを行う。 

① 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

② 公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、又は巡

回職業相談の実施 
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③ 職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等の活用 

④ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

(７) 義援金の取扱い 

町は、災害時における被災者の自立的生活再建を支援するため、関係機関、団体等と協力

し、被災者に対する義援金品の募集及び配分の措置を講ずる。 

ア 義援金品の募集及び受付 

町長は、義援金の募集が必要と認められる災害が発生した場合は、直ちに義援金品の受付

窓口の設置を被害調査班に指示し、義援金品の募集及び受付を実施する。 

なお、被害調査班は、様々な受入ルートから入ってくる義援金品を統括的に管理する。 

また、日赤に寄託された義援金品は、日赤千葉県支部及び大多喜町分区において受け付け

る。ただし、被災の状況により、前期の場所での受付が困難な場合には、他の場所で受け付

けることがある。 

イ 義援金品の保管 

義援金については、被災者に配分するまでの間、総務班が出納機関の協力や指定金融機関

への一時的預託により保管する。 

また、管理に関しては、受払帳簿を作成する。 

義援品については、福祉班が一時保管場所を定め、保管する。 

ウ 義援金品の配分方法の決定 

義援金の配分は、被害の状況等が確定した後、配分計画を本部長が決定する。 

なお、県又は日赤から送付された義援金品を、日赤奉仕団等関係団体の協力を得て被災者

に配分する。 

＜資料編  義援金品の関係様式＞ 

(８) 郵便物の特別取扱い 

日本郵便株式会社は、災害救助法が適用された場合、災害の態様及び公衆の被災状況等被

災地の実情に応じ、次のとおり、郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速か

つ的確に実施する。 

■郵便事業における措置 

① 郵便関係 

○ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

○ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

○ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

② 郵便貯金関係 

○ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金免除 

○ 郵便貯金業務の非常取扱い 

③ 簡易保険関係 

保険金及び保険貸付金の非常即時払、保険料の特別払込猶予等の非常取扱い
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(９) 公共料金の特例措置 

各公共機関は、被害を受けた住民の生活を支援するため、災害の規模に応じ公共料金等の

支払いについて特例措置をとる。 

(１０) 介護保険における対応 

町は、災害によって被害を受けた被保険者に対して、認定更新申請期限の延長、給付差し

止め等の緩和、給付割合の変更等の対応をとる。 

(１１) 生活相談 

町は、被災者のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取し、その解決を図るほか、

その内容を関係機関に連絡し、広聴活動を実施する。 

被害調査班は、役場庁舎内に生活相談の窓口を開設する。 

２. 事業者等への融資 【産業振興班】 

災害の状況に応じて、次のような資金融資の措置及び利用について住民に周知する。 

(１) 中小企業者への融資資金 

町は、災害により被害を受けた中小企業が再建のため、復旧に必要な資金並びに事業費の

融資等の支援策について、商工会議所等と連携を図り広報等を行う。 

(２) 農林業者への融資資金 

町は、農林業者に対する災害の応急復旧に係る各種融資制度について周知する。 
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第２節 ライフライン関連施設等の復旧計画 

水道・電気・ガス・通信等の施設、農林業用施設、道路・河川等の公共土木施設は、それぞ

れ都市生活及び生産の基盤であり、社会経済活動の基幹となるものである。 

これらの施設については、被災直後の応急復旧の後、社会全般が落ち着いた段階で将来計画

も踏まえた施設等の復旧を行うものとする。 

１. 水道施設 【環境水道班】 

応急復旧が一段落し、給水が確保された段階で、水道事業の正常化を図るため、総合的に施

設の復旧を行う。 

(１) 復旧対策 

復旧工事は、特に次の点に留意して進める。 

ア 取水・導水・浄水施設及び管路等の重要施設について 優先で復旧を行う。 

イ 施設の耐震化を図る。 

ウ 管路は多系統化、ブロック化及びループ化を基本とする。 

エ 町の計画的復興に伴う施設の整備を図る。 

(２) 漏水防止対策 

配水の正常化を図るため、早急に漏水防止対策を行う。 

ア 漏水調査を実施する。 

イ 調査に基づき、漏水修理計画を作成し実施する。 

この場合は次の点に留意する。 

(ア) 漏水の多発している管路は布設替えを行う。 

(イ) 修理体制を整備し、断水時間の短縮、住民への広報、保安対策に万全を期する。 

２. 電気施設 【東京電力株式会社】 

原則として復旧の順位は、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公署、生活の安定のた

めに重要な報道機関、避難場所等の施設について優先的に復旧計画を立てるが、災害の状況、

施設復旧の難易度を勘案し、電力供給上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

(１) 送電設備 

送電線路の復旧順位は次のとおりである。 

ア 全回線送電不能の主要線路 

イ       〃   のその他の線路 

ウ 一部回線送電不能の重要線路 

エ    〃   のその他の線路 

(２) 変電設備 

ア 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

イ 都市部に送電する系統の送電用変電所 

ウ 重要施設に供給する配電用変電所 
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(３) 通信設備 

ア 給電指令回線並びに制御・保護及び監視回線 

イ 保守用回線 

ウ 業務用回線 

(４) 配電設備 

病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その他重要

施設への供給回線 

３. ガス施設 【大多喜ガス株式会社】 

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、下記の手順に

より慎重に進める。 

なお、復旧の順位として、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公庁、避難場所等の施

設について優先的に復旧計画を立てるが、災害状況、施設復旧の難易度を勘案し、ガスの供給

上復旧効果の大きいものから復旧を行う。 

(１) 被害状況の調査と復旧計画の作成 

復旧計画の作成のため、次の設備について被害調査を行う。 

ア 供給設備 

イ 通信設備 

ウ 需要家のガス施設 

これらの調査結果に基づき、被災した製造・供給設備の修理復旧順位及び供給再開地区の

優先順位を定め、復旧計画を作成する。 

(２) 復旧措置に関する広報 

復旧措置に関して安全確保のため、付近住民及び関係機関等への広報に努める。 

(３) 復旧作業 

ア 整圧所における復旧作業 

ガスの受入、送出を一時若しくは一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の

点検、補修を行い、各設備の安全確認の後、標準作業に基づいて供給を再開する。 

イ 高・中圧導管の復旧作業 

(ア) 区間遮断 

(イ) 気密試験（漏えい箇所の発見） 

(ウ) 漏えい箇所の修理 

ウ 低圧導管と需要家設備の復旧作業 

(ア) 閉栓確認作業 

(イ) 被災地域の復旧ブロック化 

(ウ) 復旧ブロック内巡回点検作業 

(エ) 復旧ブロック内の漏えい検査 

(オ) 本支管・供内管漏えい箇所の修理 

(カ) 本支管混入空気除去 
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(キ) 内管検査及び内管の修理 

(ク) 点火・燃焼試験 

(ケ) 開栓 

(４) 再供給時事故防止措置 

ア 供給施設 

ガス再供給時のガス漏えい等による二次災害を防止するため点検措置を行う。 

イ 需要家のガス施設 

各需要家の内管検査及びガスメーターの個別点検試験を実施し、ガスの燃焼状態が正常で

あることを確認した後、使用再開する。 

４. 通信施設 【東日本電信電話株式会社】 

(１) 東日本電信電話㈱における復旧の順位 

災害により被災した通信回線の復旧については、予め定められた順位にしたがって実施す

る。 

■重要通信を確保する機関の順位 

順 位 確保する機関（各社の契約約款に別の定めがある場合はその定めによる） 

第１順位  気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送

の確保に直接関係のある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給

の確保に直接関係のある機関 

第２順位  ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金業務

を行う金融機関、新聞社、通信社、放送事業者及び第１順位以外の国又は地方

公共団体 

第３順位  第 1順位、第 2順位に該当しないもの 

＊上記機関において、復旧を優先する電気通信サービスは、各１回線以上とする。 

【電気通信サービスとは：電話サービス、総合ディジタル通信サービス、専用サービス、

パケット交換サービス（インターネット接続サービスを含む）等】 



大多喜町地域防災計画 第３編 風水害等編 
                                          第４章 災害復旧計画 

風 - 143 

５. 農林業施設 【産業振興班、施設管理者】 

農林業用施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により被害を受けた場合は、被害状

況を速やかに調査し、応急復旧及び本復旧を行う。特に緊急に復旧を行う必要のあるものは次

のとおりである。 

(１) 農業用施設 

ア 用水施設 

(ア) 用水路等の破壊、決壊で、これを放置すると農業生産基盤に重大な影響を与えるも

の 

(イ) 用水路護岸の破壊で、決壊のおそれのあるもの 

イ ため池 

(ア) 堤体の決壊又はそのおそれがあり、ため池下流の地域住民及び農業生産基盤に重大

な影響を与えるもの 

(イ) 決壊したため池を放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの 

ウ 道路施設 

道路、橋りょう等が被害を受けた場合、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与える

もの 

エ 排水施設 

(ア) 堤防の破壊、護岸の決壊で、地域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの。

護岸等の決壊で、破壊のおそれのあるもの。 

(イ) 被害を受けた排水施設について、放置すると著しい被害を生じるおそれのあるもの。 

(２) 林業用施設 

ア 林道施設 

林道施設の被災で、これを放置すると、林業生産基盤及び地域住民の生活用道路としての

役割に重大な影響を与えるもの 

イ 治山施設 

治山施設の被災で、これを放置すると、人家、公共用施設、道路等に被害を生じるおそれ

のあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 

６. 公共土木施設 【建設班、産業振興班、道路管理者、施設管理者】 

(１) 道路施設 

道路管理者は、道路、橋りょう及び道路附属物が異常な自然現象により被害を受けた場合

は、被害状況を速やかに調査し、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ復旧を行う。 

復旧にあたっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の輸送に対処するため、「緊急輸送

道路一次路線」を 優先に実施するものとする。 

(２) 河川、砂防、急傾斜地崩壊防止施設 

河川、砂防、急傾斜地崩壊防止施設管理者は、管理する施設が異常な自然現象により被害

を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行う。特に公共の安全確保上、緊急に
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復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。 

ア 河川管理施設 

(ア) 堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で、住民の日常生活に重大な影響を与えている

もの 

(イ) 堤防護岸等の決壊で、破堤のおそれのあるもの 

(ウ) 河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

(エ) 河川の埋そくで、流水の疎通を著しく阻害するもの 

(オ) 護岸、床上、水門、ひ門、ひ管又は天然の河岸の全壊等で、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 

イ 砂防施設 

(ア) 砂防堰堤、床固工等の決壊又はそのおそれがあるもの 

(イ) 砂防堰堤、床固工、護岸工等の脚部の深掘れで、根固をする必要があるもの 

(ウ) 護岸の決壊、天然河岸の著しい決壊で、これを放置すると著しい被害を生じるおそ

れのあるもの 

(エ) 天然河道の埋没で砂防堰堤等の築造を必要とするもので、放置すれば下流の埋そく

土砂が流下し、新たな被害の生じるおそれのあるもの 

ウ 急傾斜地崩壊防止施設 

急傾斜地崩壊危険区域内の急傾斜地崩壊防止施設の被災で、これを放置すると、人家、公

共施設等に被害を生じるおそれのあるもの、又はその他著しい被害を生じるおそれのあるも

の 
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第３節 激甚災害の指定 

町及び県は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して

早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37年 9月 6日法律

第 150 号 以下「激甚法」という。）の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業

及び復興計画に基づく復興事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

１. 激甚災害指定の手続 【総務班】 

町域において大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、県知事の報告に基づき、中央

防災会議の意見を聴いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

中央防災会議は、内閣総理大臣の諮問に対し、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準

に基づいて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

なお、局地激甚災害の指定については、１月から12月までに発生した災害を一括して翌年の

１月から２月頃に手続を行う。 

２. 激甚災害に関する調査報告 【被害調査班、環境水道班、建設班、産業振興班】 

知事は、町の被害状況等を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要がある

と思われる事業について関係各部に必要な調査を行わせ、関係各部は、施設その他の被害額、

復旧事業に要する負担額その他激甚法に定める必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害

の指定を受けられるよう措置を講ずる。 

このため町は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

３. 特別財政援助額等の交付手続等  【総務班】 

(１) 町 

町長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出

しなければならない。 

(２) 県 

激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別ごとに激甚法及び算定の基礎となる法令に基

づき、関係部局は負担金を受けるための手続その他を実施するものとする。 
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第４節 災害復興 

１. 体制の整備 【各部各班】 

町は、住民の生活や地域の機能、文化・産業の再建を図る災害復興事業を速やか、かつ、計

画的に実施するための臨時組織として、災害復旧・復興本部を設置する。 

２. 災害からの復興に関する基本的な考え方 【各部各班】 

町の防災対策としての行政施策（公助）や、自分の身は自ら守る（自助）ことも重要である

が、大規模災害が発生し地域の復興を目指すためには、人と人との支え合い、地域の全ての主

体が復興に向けて連携する（共助）ことなど、地域住民・企業・団体等の相互の連携、「絆」

が重要である。 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、被害が甚大であったことから、単なる原状回復

である「復旧」にとどまらず、将来に向けて地域を活性化させる「復興」までを視野に取り組

むこととし、県は、復興に係る基本的な考え方や今後の施策の方向性を取りまとめた「千葉県

震災復旧及び復興に係る指針」を作成した。 

町は、今後起こりうる大規模災害に対応するため、この指針を参考に、災害復興の理念、事

業内容に関する研究に努める。 

３. 想定される復興準備計画 【各部各班】 

復興計画を実効ある内容とし、住民の立場に立ったよりよいものにするためには、被災後の

各方面からの復興調査が重要である。これらの調査は相互に関連しており、より効果的な復興

を目指すためにも、事前に各方面からの研究、検討を行い、実災害に対応できるよう備えてお

く。 

(１) くらしの復興 

被災者の自立を尊重し、当面の生活資金の支援から生業支援、雇用対策などの被災者の生

活再建支援を中心とした施策を盛り込む。 

また、被災者の心身の健康の回復は、全ての基礎となることから医師・保健師等の巡回診

断、心的外傷やＰＴＳＤ等、被災者、被害者に対する心のケアの重要性の認識など健康・福

祉面でのきめ細かい支援を向上させる。 

(２) 都市の復興 

壊滅的な被害を受けた都市の復興については、生活の基礎地盤となる地域社会の継続の必

要性と地域機能の回復の観点から、より質的向上を念頭に入れた、まちづくりを進める。そ

のためには、迅速で将来を見越した被災地の建築制限、行政と住民とが協働した都市計画の

策定を目指す。 

地域の特性、それぞれの歴史、文化を途絶えることなく継承するとともに、さらに、その

特性を考慮した対策をとり、より発展できるよう心がける。 

(３) 住宅の復興 
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被災者が、生活の拠点となる住まいを確保すること、宅地及び住宅の復旧は、被災者の自

立を促すこととなり、復興の礎となる。被災者が自力での住宅再建を支援することを中心に、

民間住宅の斡旋・補助、公的住宅の建設など多岐にわたり検討し、被災者の将来設計に合致

した住まいの復興を支援する。 

(４) 産業の復興 

地域の産業は、基幹産業のみならず、すべてにおいて地域の中心であり、地域の活力の源

である。その産業(事業者)が被災し、操業(営業)の停止を余儀なくされた場合、融資制度の

活用などによる財政的な支援とともに、賃貸工場・店舗の提供などの措置を検討する。また、

産業間を結ぶ流通、通信の復興については、できるだけ迅速な復旧・復興を支援する。 

町の重要な産業である観光などにおいても、復興を支援する観点からの積極的な情報の発

信、マイナスイメージを払拭するイベントの開催や宣伝など産業の復興を側面から支援する。 
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第１章 基本方針 
本町には、「原子力災害対策特別措置法（平成 11年 12 月 17 日法律第 156 号）」（以下「原災

法」という。）に規定される原子力事業所の立地はなく、「原子力施設等の防災対策について（昭

和 55年 6 月 30 日原子力安全委員会決定）」（以下、「防災指針」という。）上、県外の原子力事

業所の「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（EPZ：Emergency Planning Zone）」には入

っていない。また、医療機関及び試験研究機関等の放射性同位元素等使用事業所の所在はない。 

さらに、核原料物質、核燃料物質若しくはこれらによって汚染された物質（以下「核燃料物

質等」という。）又は放射性同位元素若しくはこれらによって汚染された物質（以下「放射性同

位元素等」という。）の取扱いや原子力艦寄港の状況を把握することは、国の所掌事項となって

おり、本町及び県は、核燃料物質等又は放射性同位元素等（以下「放射性物質」という。）の規

制に関して法的権限を有していない。 

しかし、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に起

因する放射性物質等により、県内では水道水の摂取制限や農産物の出荷制限など、住民の生活、

社会経済活動等に様々な影響が及び、局所的に放射線量の高い箇所が確認され、土壌等の除染

等の措置が必要となったほか、汚染された廃棄物の処分方法等の問題が生じたところである。 

これらを受け、大多喜町地域防災計画に、放射性物質に関する防災関係機関の予防対策、応

急対策及び復旧対策について定めるものとする。 

なお、本計画を迅速かつ的確に推進するため、事故発生時等の具体的な対応などについては

別途千葉県が定める「放射性物質事故対応マニュアル」によるものとする。 

放射性物質事故対策については、現在、国等において各種の対策を検討しているため、今後

もそれらの動向を踏まえ、本計画を修正するものとする。 

 

※ 核原料物質：原子力基本法（昭和30年 12 月 19日法律第 186号）第３条第３号 に規定する核原料物質をいう。 

※ 核燃料物質：原子力基本法第３条第２号 に規定する核燃料物質をいう。 

※ 放射性同位元素：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年 6月 10日法律第167 号）

第２条第２項に規定する放射性同位元素をいう。 

※ 原子力事業所：原災法第２条第４号に規定する工場又は事業所をいう。 

※ 核燃料物質使用事業所：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５２条の規定により使用の

許可を受けている工場又は事業所をいう。 

※ 核原料物質使用事業所：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条の８の規定により使

用の届出をしている工場又は事業所をいう。 

※ 放射性同位元素等使用事業所：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第３条第１項の規定に

より使用の許可を受けている工場又は事業所、同法第第３条の２第 1項の規定により使用の届出をしている工

場又は事業所をいう。 

※ 放射性物質取扱事業所：原災法に規定される原子力事業所をはじめ、放射性物質を取り扱う事業所全般をいう。 
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第２章 放射性物質事故の想定 
本町への影響が想定される放射性物質事故としては、茨城県等に立地している原災法に規定さ

れる原子力事業所の事故について、地震、津波、火災、人為的ミス等による事故などを想定する。 

なお、本町には放射性物質取扱事業所が所在しないこと、核燃料物質の陸上運搬が想定される

高速自動車国道、主要幹線道路がないことから、放射性物質取扱事業所及び核燃料物質運搬車両

の事故は想定しない。 
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第３章 放射性物質事故予防対策 

１. 情報収集・連絡体制の整備 【総務課】 

町は、県、国、警察、消防機関等の関係機関との間における情報の収集・連絡体制を整備す

るものとする。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体制にするものとする。 

２. 通信手段の確保 【総務課】 

町は、放射性物質事故発生時における緊急情報連絡を確保するため、防災行政無線等の通信

システムの整備・拡充及び相互接続による連携の確保を図るものとする。また、電気通信事業

者は、町、県等の防災関係機関の通信確保を優先的に行うものとする。 

３. 応急活動体制の整備 【総務課、消防本部】 

(１) 職員の活動体制 

町は、職員の非常参集体制を整備するとともに、必要に応じ災害対策本部を設置できるよ

う整備を行うものとする。 

(２) 防災関係機関の連携体制 

町は、応急活動の迅速かつ円滑な実施のため、関係機関との連携を強化しておくものとす

る。また事故の状況によっては、消火活動等において放射線に関する専門的な知識を必要と

する場合もあるため、専門家の助言が得られるよう、県、国その他の関係機関との連携を図

るものとする。 

(３) 広域応援体制の整備 

町は、放射性物質事故が発生した場合、応急対策、救急医療等の活動に際し、広域的な応

援が必要となる場合があるため、周辺市町村や県との広域応援体制を整備、充実するものと

する。 

(４) 防護資機材等の整備 

消防本部は、放射性物質事故の応急対策に従事する者が必要とする防護服や防塵マスクな

どの防護資機材、放射線測定器等、及び放射性物質による汚染の拡大防止と除染のための資

機材及び体制の整備に努めるものとする。 

４. 放射線モニタリング体制の整備 【環境水道課】 

(１) 平常時における環境放射線モニタリングの実施 

町は平常時の空間放射線量率のデータを国、県と連携して収集し、緊急時における対策の

基礎データとするものとする。 

５. 退避誘導体制の整備 【総務課】 

町は、県外の放射性物質事故発生時に、適切な退避誘導が図れるよう、平常時から地域住民

及び自主防災組織の協力を得て退避誘導体制の整備に努めるものとする。 

また、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦その他の要配慮者及び一時滞在者を適切に

退避誘導し安否確認を行うため、平常時より、避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、
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退避誘導体制の整備に努めるものとする。 

なお、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十分配慮するものとする。 

６. 広報相談活動体制の整備 【総務課】 

町は、放射性物質事故発生時に、教育施設、社会福祉施設等への連絡体制を確立するととも

に、住民等からの問い合わせに係る窓口の設置や報道機関を通じ、迅速かつ円滑に情報が伝達

できるよう、平常時から広報相談活動体制を整備するものとする。 

７. 防災教育・防災訓練の実施 【総務課、消防本部】 

(１) 防災関係者への教育 

町は、応急対策活動の円滑な実施を図るため、必要に応じて防災関係職員に対し、放射性

物質事故に関する教育を実施するものとする。 

(２) 住民に対する知識の普及 

町は、放射性物質事故の特殊性を考慮し、住民に対して平常時から放射性物質事故に関す

る知識の普及を図るものとする。 

(３) 訓練の実施 

町及び消防本部は、専門家等を活用し、放射性物質事故を想定した訓練を実施するものと

する。 
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第４章 放射性物質事故応急対策 

１. 情報の収集・連絡 【総務課】 

(１) 県外の原子力事業所事故に係る情報の収集・連絡 

原災法第１５条の規定による原子力緊急事態宣言が内閣総理大臣から発出された場合、町

は、国や県、並びに事故の所在都道府県などから情報収集を迅速に行うものとする。 

(２) 未確認の放射性物質が発見された場合の連絡 

未確認の放射性物質が発見された場合は、発見者は文部科学省に速やかに通報するものと

する。 

２. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 総務課長は、原子力緊急事態宣言等により、県外の放射性物質事故の発生を把握した場

合は、町として的確かつ迅速に対処するため、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態

連絡室は、災害対策本部規程による第１配備体制に準じるものとし、関係機関からの情

報収集、連絡対応に不可欠な少人数の要員により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

イ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、放射性物質事故に係る情報収集に努め、国、県、

関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うととも

に、緊急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、放射性物質事故により重大な被害が発

生し、町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

放射性物質事故発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災

害対策本部活動」に準じる。 
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３. 緊急時における放射線モニタリング等活動の実施 【環境水道班】 

町は、国や県の指導又は助言を得て、以下の実施項目及びその他必要な対策について検討

を行い、緊急時のモニタリング活動を行うなど、放射性物質による環境等への影響について

把握するものとする。 

【緊急時における放射線モニタリング等活動の実施項目】 

（１）大気汚染調査 

（２）水質調査 

（３）土壌調査 

（４）農林水産物への影響調査 

（５）食物の流通状況調査 

（８）工業製品調査 

（９）廃棄物調査 

４. 避難等の防護対策 

県は、緊急時におけるモニタリング等活動の結果などから、原子力安全委員会が提案してい

る「屋内退避及び避難等に関する指標」に該当すると認められる場合は、国の指示等に基づき、

町に対し連絡又は必要に応じて退避・避難を要請するものとする。 

町長は、放射性物質の放出に伴う放射線被ばくから地域住民を防護するため、状況に応じて、

住民に対して「屋内退避」又は「避難」の措置を講ずるものとする。 

■ 防災指針で示されている屋内退避及び避難等に関する指標 

予測線量（単位：ｍＳv） 

防護対策の内容 

 

外部被ばくに 

よる実効線量 

 

内部被ばくによる等価線量 

・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 

10～50 

 

100～500 

 

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子線

又はガンマ線の放出に対しては、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。 

50 以上 500 以上 住民は、指示に従いコンクリート建家の屋

内に退避するか、又は避難すること。 

注）１．予測線量は、県災害対策本部等において算定され、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。 
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５. 広報相談活動 【総務班】 

町は、放射性物質事故が発生した場合、モニタリング結果などの情報を迅速かつ的確に広報

するとともに、必要に応じ住民等からの問い合わせに係る窓口を設置し、広報相談活動を行う

ものとする。 

(１) 情報の伝達は、テレビ、ラジオ、防災行政無線、広報車、町ホームページ等により行うも

のとする。 

(２) 住民等（外国人を含む）からの問い合わせ、相談、要望、苦情等に対応するため、必要に

応じ、健康相談に関する窓口や総合窓口を開設するものとする。 

６. 飲料水及び飲食物の摂取制限等 【環境水道班、産業振興班】 

町は県と連携し、住民の内部被ばくに対処するため、国の指示、指導又は助言に基づき、放

射性物質により汚染され又は汚染のおそれのある飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水産物

の出荷の制限、また法令に基づき食品の廃棄・回収等の必要な措置を行うものとする。 

■ 食品衛生法に基づく放射性セシウムの基準 

対象 放射性セシウム（セシウム 134 及びセシウム 137） 

飲料水 10 ベクレル/キログラム 

牛乳 50 ベクレル/キログラム 

乳児用食品 50 ベクレル/キログラム 

一般食品 100 ベクレル/キログラム 

７. 広域避難者の受入れ 【福祉班】 

市町村や都道府県の区域を越える被災者の広域避難に関する支援要請、又は受入れに係る手

続は県が実施するが、その概要は以下のとおりである。 

(１) 広域避難の調整手続等 

ア 県内市町村間における広域避難者の受入れ等 

市町村の区域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、当該広域避難を要

する被災者の受入れについて、他の市町村長に協議するものとし、協議を受けた市町村は同

時被災など受入れを行うことが困難な場合を除き、当該被災者を受入れる。この場合、県は、

被災市町村の要請があった場合には、受入れ先市町村の選定や紹介などの調整を行う。 

イ 都道府県域を越える広域避難者の受入れ等 

県域を越えて広域的な避難をすることが必要となる場合には、県は被災市町村からの要請

に応じ、他の都道府県に対して受入れを要請するなどの協議を行い、被災市町村を支援する。 

協議先の都道府県の選定に際して必要な場合には、県は国を通じて、相手方都道府県の紹

介を受ける。 

なお、他の被災都道府県から本県に対して広域避難者の受入れの協議等があった場合には、

県内市町村との調整を行い、受入れ先を決定するとともに、広域避難者の受入れを行う市町

村を支援する。 
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(２) 広域避難者への支援 

町は、東日本大震災での県外避難者の受入れの経験等をもとに、支援を行うものとする。 

ア 全国避難者情報システム 

東日本大震災等により、多くの住民の方々が全国各地に避難されており、住所地（避難前

住所他）の市町村や県では、避難された方々の所在地等の情報把握が重要となっている。 

町は「全国避難者情報システム」の活用について検討する。このシステムは、避難者から、

避難先の市町村へ避難先等に関する情報の提供を受け、その情報を避難前の県や市町村と共

有し、避難者への支援を円滑かつ効果的に行うものである。 

イ 住宅等の滞在施設の提供 

公共施設等の受入体制を補完するため、総務部は、広域避難者に対し、公営住宅や民間賃

貸住宅の借上げ等による滞在施設の提供に努める。 
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第５章 放射性物質事故復旧対策 

１. 汚染された土壌等の除染等の措置 

施設管理者は、国の指示、法令等に基づき、所管する施設の土壌等の除染等の措置を行うも

のとする。 

２. 各種制限措置等の解除 【環境水道班、産業振興班】 

町は、国の指示、指導又は助言に基づき、飲料水及び飲食物の摂取の制限、農林水産物の出

荷の制限等の各種制限措置等を解除するものとする。 

３. 被災住民の健康管理 【福祉班】 

 町は、被災者の状況を把握するとともに、夷隅健康福祉センター等と協力し、健康状態に

応じた相談や心のケアを実施するものとする。 

４. 風評被害対策 【総務班、福祉班、産業振興班】 

町及び各施設管理者等は、国及び県と連携し、各種モニタリング結果や放射能に関する正し

い知識を、広く正確にわかりやすく広報することにより風評被害の発生を抑制するものとする。 

５. 廃棄物等の適正な処理 【環境水道班、建設班】 

町は、国や県と連携し、放射性物質に汚染された汚泥や焼却灰等の廃棄物や土壌等が適正に

処理されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

 



大多喜町地域防災計画 第４編 放射性物質事故編 
第５章 放射性物質事故復旧対策                                           

 

放 - 10 

 



 

 

 

 

 

大多喜町地域防災計画 

 

 

第５編 大規模火災等編 

 
 

 



 

 



大多喜町地域防災計画 第５編 大規模火災等編 
                                         第１章 大規模火災対策 

大 - 1 

第１章 大規模火災対策 

第１節 基本方針 

大規模な火事災害による多数の死傷者等の発生を防止するため、防災空間の整備等の予防対

策及び発災時の救助・救急活動や避難誘導等の応急対策について定める。 
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第２節 予防計画 

１. 建築物不燃化の促進 【企画財政課、建設課、消防本部】 

(１) 建築物の防火規制 

本町には、防火地域又は準防火地域に指定されている地域はないが、建築物が密集し、火

災により多くの被害を生じるおそれのある地域においては、県と協議の上、防火地域又は準

防火地域の指定を行い、耐火建築物又は防火建築物の建築を促進する。また、上記以外の地

域における延焼の防止を図るため、建築基準法第 22条の規定による屋根不燃区域の指定を行

い、木造建築物の屋根の不燃措置及び外壁の延焼防止措置を推進する。 

２. 防災空間の整備・拡大 【企画財政課、建設課】 

住宅密集地における街路は、人や物を輸送する交通機関のみならず大規模火災時においては、

火災の延焼防止機能も有している。街路の整備は、沿道構築物の不燃化を促し、オープンスペ

ースとして火災の延焼を防止するなど災害に強いまちづくりに貢献することが大きい。 

町及び県は、住宅密集地の構造、交通及び防災等総合的に検討し、特にその効果の著しい広

幅員の幹線街路については、緊急性の高いものから整備を図っている。 

３. 火災に係る立入検査 【消防本部】 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部（以下「消防本部」という。）は、春季及び秋季の

火災予防運動期間中を重点的に、消防法第４条の規定により防火対象物の所有者等に対して火

災予防上必要な資料の提出を命じ、又は防火対象物に立ち入って検査を実施し、火災予防の徹

底を図る。 

■立入検査の主眼点 

① 消防法令に基づき、適正な防火管理体制がとられ、必要な業務が行われて

いるか。また、消火設備、警報設備、避難設備、防火用水その他消火活動上

必要な施設が消防法施行令で定める基準どおり設置され、維持管理されてい

るかどうか。 

② 炉、厨房設備、ストーブ、ボイラー、乾燥設備、変電設備等火気使用設備

の位置、構造及び管理の状況が、夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条

例（以下「条例」という。）で定める基準どおり確保されているかどうか。 

③ こんろ、火鉢等火を使用する器具及びその使用に際し、火災発生のおそれ

のある器具の取扱状況が、条例どおり確保されているかどうか。 

④ 劇場、映画館、百貨店等公衆集合場所での裸火の使用等について、条例に

違反していないかどうか。 

⑤ 指定数量未満の危険物、指定可燃物等の貯蔵取扱いの状況が、条例に違反

していないかどうか。 

⑥ その他残火、取灰の不始末、たき火の禁止等屋外における火災予防事項及

び火災警報発令下における火の使用制限等が遵守されているかどうか。 

４. 住宅防火対策 【消防本部】 

町は、千葉県住宅防火対策推進協議会及び夷隅郡防火安全協会と連携し、住宅用防災機器の
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普及促進や、住宅防火意識の普及啓発等を行う。 

特に、平成 16 年５月の消防法改正（第９条の２）により規定された住宅用火災警報器等の

設置は重点項目とする。新築住宅については平成 18 年６月より一律に適用されており、既存

の住宅については自治体により異なるが、大多喜町においては平成 20年６月より適用されて

いる。 

(１) 住宅用防災機器等の展示 

(２) 啓発用パンフレットの作成 

(３) 講演会の開催 

５. 多数の者を収容する建築物の防火対策 【消防本部】 

消防本部は、多数の者を収容する建築物の管理権原者に対し、防火管理者の選任及び防火管

理者による消防計画の作成を履行させるとともに、当該消防計画に基づく下記事項を遵守させ

る。 

(１) 自衛消防組織の編成及び自衛消防活動の実施 

(２) 消火、通報、避難等の訓練の実施 

(３) 建築物等の維持管理及び自主検査並びに消防用設備等の適正な点検及び整備の実施 

(４) 収容人員及び火気使用等に関する管理監督業務の実施 

(５) 従業員等に対する防災教育の実施 

６. 大規模・高層建築物の防火対策 【消防本部】 

大規模・高層建築物での火災は、その消火及び避難の困難性から一般の建築物における火災

よりも大きな被害が発生することが予想されるので、一般の建築物に増した防火対策が必要と

なる。 

よって、関係機関は、大規模・高層建築物の管理権原者又は関係者に対し、前記「５．数の

者を収容する建築物の防火対策」に加え、消防防災システムのインテリジェント化の推進につ

いて指導する。 

(１) 高水準消防防災設備の整備 

(２) 複数の消防用設備等を集中管理する総合操作盤の整備 

７. 文化財の防火対策 【消防本部】 

本町には、歴史的、学術的価値の高い文化財が残され、指定文化財として保護しているが、

文化財建造物は木造建築が多く、火災などの災害を受けやすいため、適切かつ周到な火災予防

に関する努力が必要である。 

(１) 消防用設備等の設置・整備 

文化財の所有者及び管理者は、消火器、消火栓設備、動力消防設備、建造物全体を水幕で

覆うドレンチャー設備などの消火設備を設置するとともに、自動火災報知設備及び漏電火災

警報設備の設置により、火災の発生を報知し、迅速な消火活動を行うことができるよう設備

の設置及び整備に努める。 
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(２) 防火管理 

文化財の所有者及び管理者は、火災の発生を未然に防止するため、日頃から適切な防火管

理を行う。管理に当たっては、定期的な巡視と監視を行うとともに、環境を整備し、危険箇

所の点検について消防機関から適切な指導を受ける。日常的な措置については、防火責任者

を定め、防火管理計画、防災訓練等の具体的な消防計画を作成するなど、消火活動体制の整

備に努める。 

また、毎年１月 26日は文化財防火デーとして、文化財の防火意識の高揚を図るため、消防

機関と教育委員会等の協力のもとに文化財建造物の消火訓練を行う。 

８. 消防組織及び施設の整備充実 【消防本部、消防団】 

(１) 消防組織 

消防本部は消防職員の確保に努め、町は消防団員の確保に努める。 

県は消防本部及び町の行う消防組織の充実強化を推進するための情報提供等の支援を行う。 

(２) 消防施設等の整備充実 

県は、町が作成した消防施設整備５か年計画に基づき、充足率や財政力等、町の実情を勘

案しつつ、実態に即した消防施設等の整備強化を促進するため支援する。 

ア 消防ポンプ自動車等の整備計画 

イ 消防団拠点施設の整備計画 
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第３節 応急対策計画 

１. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 町は、消防機関等からの通報により、大規模火災の発生を把握した場合は、直ちにその

旨を町長、副町長及び総務課長へ報告するとともに、他の関係課室等へ連絡し、必要に

応じ県の関係部局等へ連絡する。 

イ 総務課長は、大規模火災の発生又は発生が予想される場合、町として的確かつ迅速に対

処するため、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態連絡室は、災害対策本部規程によ

る第１配備体制に準じるものとし、関係機関からの情報収集、連絡対応に不可欠な少人

数の要員により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

ウ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、大規模火災に係る情報収集に努め、県、関係す

る指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うとともに、緊

急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、大規模火災により重大な災害が発生し、

町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

大規模火災発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災害対

策本部活動」に準じる。 

２. 情報収集・伝達体制 【総務班、情報収集班】 

(１) 町は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する

概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告する。また、「火災・災害等即報

要領」の「直接即報」に該当する火災・災害等を覚知したときは、町は、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
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かる範囲で、報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、

町は第一報後の報告についても引き続き、消防庁に対しても行う。 

(２) 県は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害規模に関する概括的な情

報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡する。 

３. 災害救助法の適用 【福祉班】 

災害救助法の適用については、震災編第３章第１節「災害対策本部活動」に定めるところに

よる。 

大規模事故時の災害救助法の適用は、住家に被害が生じた場合（災害救助法施行令第１条第

１項第１号から第３号）のほか、多数の者が継続して避難を要するときや救出に特殊な技術を

要するときなど、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合（同

第４項）に適用する。 

４. 消防活動 【消防本部、消防団】 

(１) 消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。 

(２) 町及び消防本部は、必要に応じて相互応援協定に基づき、他の市町村に消火活動の応援要

請を行う。 

(３) 町が発災現場でない場合には、発災現場の市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、

消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努める。 

５. 救助・救急計画 【消防本部】 

(１) 町、消防本部及び県は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要

に応じ、国の各機関、他の地方公共団体に応援を要請する。 

(２) 町、消防本部及び県は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための

資機材等を確保し、効率的な救助・救急活動を行う。 

(３) 医療機関は、負傷者に対し医療活動を行うとともに、患者の急増等に対応するため、相互

に緊密な情報交換を図り、必要に応じて他の医療機関等に協力を求めるよう努める。 

６. 交通規制計画 【勝浦警察署】 

勝浦警察署は、現場の警察官、関係機関等からの情報により、交通状況を的確に把握し、緊

急交通路の確保を図る等的確な交通規制を図る。 

７. 避難計画 【総務班、勝浦警察署】 

(１) 発災時には、町及び勝浦警察署等は、必要に応じて人命の安全を第一に適切な避難誘導を

行う。 

(２) 避難誘導に当たっては、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要そ

の他の避難に関する情報の提供に努める。 

(３) 町は、必要に応じて避難場所を開設する。 

８. 救援・救護計画 【各関係班、各関係機関】 
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食糧、飲料水、生活必需品等供給計画については、震災編第３章第７節「救援物資供給活動」、

医療救護計画については、震災編第３章第５節「消防・救助救急・医療救護活動」に定めると

ころによる。 
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第２章 林野火災対策 

第１節 基本方針 

近年、レジャー人口の増加、地域開発の進展、道路網の整備などにより、森林の利用者が多

くなり、林野火災の発生も懸念されるところである。 

また、林野火災は、ひとたび発生すると地形、水利、交通等の関係から消火作業が困難を極

め、大規模火災となるおそれがあるため、林野火災に対する対策について定める。 

なお、林野火災の発生又は拡大の危険性が高い地域については、「林野火災特別地域対策事業」

を活用する等、林野火災に係る総合的な事業計画を樹立し、林野火災対策の推進を図る。 
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第２節 予防計画 

１. 広報宣伝 【総務課】 

(１) ラジオ、テレビ、新聞等の各種広報などによる注意 

ラジオ、テレビ、新聞、インターネット、防災行政無線、広報誌、回覧板、ポスター、チ

ラシ等を利用し、住民の注意を喚起する。 

(２) 会議等の開催による宣伝 

森林組合の会議等において林野火災予防の主旨徹底を図り協力体制を確立する。 

(３) 学校教育の指導 

自然の保護、森林の保護育成、鳥獣の保護等について、小・中学校児童生徒に対して林野

火災予防を理解させるための普及指導を行う。 

(４) 山火事予防運動の実施 

町、県及び森林組合は、山火事予防運動週問中に警報旗を設置するなどの各種啓発事業を

強力に推進する。 

２. 法令による規制 【消防本部】 

(１) 火災警報発令下における夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例で定める火の使用

制限（消防法第 22条第 4項） 

(２) 一定区域におけるたき火及び喫煙の制限（消防法第 23条） 

火災危険度の高い時期に、一定区域内でのたき火及び喫煙の制限をする。 

(３) 火入れの許可制の励行（森林法第 21条、第 22条） 

町は、森林法に規定する火入れの許可制度の励行と火入者の責務を厳守させる。 

３. 予防施設の設置 【産業振興課、南部林業事務所】 

(１) すいがら入れの保持 

町、県及び森林組合は、ハイカー及び林業労働者に携帯用すいがら入れの保持の徹底を図

る。 

(２) 立看板等の設置 

県は、ハイカーの集まる山岳地の売店付近、キャンプ場等の人の集まるところに立て看板

を設置する。 

４. 体制の整備 【南部林業事務所】 

県は、入山者の多い山林を中心に県林業事業所及び外部委託による巡視を実施する。 

５. 消火施設の設置 【産業振興課、南部林業事務所】 

(１) 水槽の設置（自然水利の活用） 

県は、治山えん堤工事で山脚の崩壊、渓間の安定を図るための、谷止工を利用して防火用

水を確保する。 

町及び森林組合は、ドラム缶等を利用し、主な林野に防火水槽を配備する。 
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(２) 自衛隊の支援 

県は、大規模火災に対処するため、自衛隊の支援体制を確立する。 

(３) 簡易消火用具の配備 

県は、初期消火のため、簡易消火用具を県の管理施設等に配置する。 

６. 林野等の整備 【産業振興課、南部林業事務所】 

(１) 林業経営 

森林所有者は、下刈、枝打、除伐等の励行を図り火災の起こりにくい森林の育成に資する。 

(２) 林道 

町及び県は、火災発生の危険性の高い森林内の林道の整備と維持管理を図る。 

(３) 防火線 

町、県及び森林所有者は、既設の防火線の効果を維持するため、下刈を実施し、防火線の

充実を図る。 

７. 林野火災特別地域対策事業 【産業振興課、南部林業事務所】 

(１) 林野火災特別地域の決定 

事業を実施する地域は、当該地域における林野面積、その経済的比重、林野火災の危険度

等に鑑み、次の要件に該当する区域について県と協議して決定する。 

ア 市町村における林野占有率が 70％以上、林野面積が 5,000ha 以上及び人工林率が 30％以

上の場合 

イ 過去５年間における林野火災による焼損面積が 300ha 以上の市町村又は過去５年間にお

ける林野火災の出火件数 20件以上の場合 

ウ 上記以外で、特に林野火災特別地域対策事業を実施する必要があると認められる場合 

(２) 林野火災特別地域対策事業計画の作成 

町は、林野火災特別地域が指定された場合、県と協議して林野火災特別地域対策事業計画

を作成する。 
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第３節 応急対策計画 

１. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 町は、消防機関等からの通報により、林野火災の発生を把握した場合は、直ちにその旨

を町長、副町長及び総務課長へ報告するとともに、他の関係課室等へ連絡し、必要に応

じ県の関係部局等へ連絡する。 

イ 総務課長は、林野火災の発生又は発生が予想される場合、町として的確かつ迅速に対処

するため、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態連絡室は、災害対策本部規程による

第１配備体制に準じるものとし、関係機関からの情報収集、連絡対応に不可欠な少人数

の要員により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

ウ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、林野火災に係る情報収集に努め、県、関係する

指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うとともに、緊急

事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、林野火災により重大な災害が発生し、

町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

林野火災発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災害対策

本部活動」に準じる。 

２. 消防計画の樹立 【産業振興班、消防本部】 

(１) 地域内の地形状況と消火活動の難易等の調査図の作成 

町は、地形状況を把握し、具体的状況の中で容易に消防作戦が立てられるような調査図を

作成させ、消防団等にあらかじめ配布しておく。 
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(２) 消防の出動と配分図 

消防出動に関する区域別の配分を図によって明確にし、あらかじめ周辺市町村と協議して

おく。 

(３) 消防計画図の作成 

町の消防計画のなかにも、林野火災消防計画図をとり入れる。 

３. 総合的消防体制の確立 【消防本部、南部林業事務所】 

(１) 警報連絡体制の確立 

火災警報、その他気象情報が円滑、適切に連絡できるよう、その体制を確立させる。 

(２) 大規模火災における指揮体制の確立 

応援消防組織の指揮は、応援を要請した町長が実施することとなるため、あらかじめ指揮

体制の確立を図る。 

(３) 防御機器等の整備 

林野火災の消火に必要な各種防御機器等を整備し、点検しておくよう指導する。 

(４) 地域自衛組織の育成 

森林組合等地域の自衛消防組織を十分育成し、協力体制を確立する。 

(５) 防災訓練の実施 

機会をとらえ、図上による演習や各機関と合同した総合訓練を実施する。 

(６) 広域応援体制の確立 

初期消火を誤れば大きな火災となり、広域的体制で臨まなくてはならないので、消防相互

応援の実質的運用や他機関の出動等について事前に十分調整しておく。 

(７) 航空機による空中消火体制の整備 

空からの消火については、県が保有し、陸上自衛隊第一ヘリコプター団に管理委託してい

る空中消火資機材並びに自衛隊保有の空中消火資機材を用いて、自衛隊航空機等による支援

を得て、被害の拡大防止に努める。 

臨時離発着場 水 利 

多目的広場 勝浦ダム、荒木根ダム

(８) 救護体制の確立 

日本赤十字社千葉県支部が組織する救護班の活動その他医療救護体制の確立を図る。 

４. 避難計画 【総務班、勝浦警察署】 

町及び勝浦警察署は、火災が拡大し危険な区域に対し、避難勧告・指示の指示を行い、安全

な地域に避難所等を開設する。 

５. 立入禁止区域の設定等 【勝浦警察署】 

勝浦警察署は、災害が発生し被害が拡大するおそれがある場合においては、迅速に立入禁止

区域を設定するとともに、通行車両等に対する交通規制を行うものとする。 
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６. その他 【南部林業事務所】 

(１) 林地荒廃を防止する治山工事の施行、森林復旧の造林事業の実施 

県及び森林所有者は、保安林改良事業を導入することにより、林地荒廃の防止に努めると

ともに、災害復旧造林を推進する。 

(２) 森林保険の加入 

県は、未加入森林分の加入を促進する。 
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第３章 危険物災害対策 

第１節 基本方針 

石油等の危険物や高圧ガス、火薬類、毒物劇物などの危険物等災害に特有な予防対策や応急

対策について定める。 

なお、道路上での危険物等の災害については、第６編第３章「道路事故災害対策」の定める

ところによる。 

１. 危険物 

危険物（石油等）による災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、危

険物を取り扱う事業所等及び防災関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時におけ

る保安対策並びに応急対策について定める。 

２. 高圧ガス 

高圧ガスによる災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、高圧ガス関

係事業所及び防災関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安対策並び

に応急対策について定める。 

３. 火薬類 

火薬類による災害を予防し、また、災害発生時の被害の拡大を防止するため、火薬類関係事

業所及び防災関係機関の予防対策について定めるとともに、災害時における保安対策並びに応

急対策について定める。 

４. 毒物劇物 

毒物劇物保有施設等からの流出等による災害を防止し、また、災害発生時の被害の拡大を防

止するため、毒物劇物製造業者、輸入業者及び関係機関の予防対策について定めるとともに、

災害時における応急対策について定める。 
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第２節 予防計画 

１. 危険物 【消防本部、各関係機関】 

(１) 事業所等 

ア 消防法及び消防法に基づく各種法令を遵守するとともに、自己の責任において、危険物の

災害予防に万全を期する。 

イ 消防法別表により規定されている危険物を指定数量以上貯蔵し又は取り扱う製造所、貯蔵

所及び取扱所（以下「危険物施設」という。）の規模に応じ、次の人員を配置する。 

(ア) 危険物保安監督者の選任 

危険物の規制に関する政令（以下「危政令」という。）で定める危険物施設は、危険物保

安監督者を選任し、危険物の取扱作業の保安監督をさせる。 

(イ) 危険物保安統括管理者の選任 

危政令で定める事業所は、危険物保安統括管理者を選任し、当該事業所における危険物

の保安に関する業務の統括管理をさせる。 

(ウ) 危険物施設保安員の選任 

危政令で定める危険物施設は、危険物施設保安員を選任し、施設の維持及び設備の保安

管理をさせる。 

ウ 事業所等は、次に掲げる予防対策を行う。 

(ア) 事業所等の自主的保安体制の確立 

各事業所等は、火災、爆発等の災害の発生を防止するため、自主保安体制の確立、従業

員教育の実施に努める。 

(イ) 事業所相互の協力体制の確立 

危険物を取り扱う事業所等が一定地域に集中している地域にあっては、各事業所等は相

互に協力して総合的な防災体制を確立し、相互援助、避難等自主的な組織活動を行う。 

(ウ) 住民安全対策の実施 

大規模な危険物施設を有する事業所等は、地域住民に対する安全を図るため、防火壁等

の設置を検討する。 

(２) 町（消防本部）及び県 

ア 消防法に基づき、危険物施設の設置又は変更の許可に対する審査及び立入検査等を行い、

法令の基準に不適合の場合は、ただちに改修、移転させるなど、危険物の規制を実施す

る。 

イ 監督行政庁の立場から、次の予防対策を実施する。 

(ア) 危険物施設の把握と防災計画の策定 

危険物施設、貯蔵・取り扱いされる危険物の性質及び数量を常に把握し、これに対応す

る的確な防災計画を策定する。 

(イ) 監督指導の強化 

危険物を取り扱う事業所等に対する立入検査等を密に実施し、関係法令を遵守させる。 
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(ウ) 消防体制の強化 

消防本部は、事業所ごとの火災防災計画を作成するとともに、隣接市町村との相互応援

協定の締結を推進する。 

(エ) 防災教育 

危険物関係職員及び施設関係者に対して、関係法令及び災害防止の具体的な方策につい

て的確な教育を行う。 

２. 高圧ガス 【消防本部、各関係機関】 

(１) 事業所等 

災害発生時に有効な防災活動を行い、二次災害の発生を防止し被害の軽減を図るため、速

やかに防災体制を確立する。 

ア 防災組織の確立 

防災組織の体系、編成方法及び各班の業務内容を明らかにする。 

イ 通報体制の確立 

事業所等内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序で防

災関係機関等へ連絡するための緊急時の通報体制を確立する。 

ウ 緊急動員体制の確立 

大規模災害を想定し、防災関係要員を確保するため緊急動員体制を確立する。 

エ 相互応援体制の確立 

一の事業所だけでは対応できない大規模な災害が発生した場合に備え、関係事業所及び防

災関係機関等の間で防災関係要員及び防災資機材等の相互の応援体制を確立する。 

オ 防災資機材の整備 

防災資機材及び設備を定期的に点検し、その維持管理に努める。 

更に、自社が保有する資機材で対応できない場合を想定し、事業所外部から資機材を調達

できる体制を整備する。 

カ 保安教育の実施 

従業員等に対し定期的に保安教育を行い、高圧ガスに関する防災上必要な知識を周知徹底

させ、保安意識の高揚を図る。 

キ 防災訓練の実施 

取り扱う高圧ガスの種類及びその規模に応じて、事業所等内で定期的に防災訓練を実施し、

応急措置等防災技術の習熟に努める。 

(２) 消防本部、県その他関係機関 

ア 防災資機材の整備 

(ア) 消防本部は、事業所等に対して防災資機材等の整備の促進及びその管理について指導す

る。 

(イ) 消防本部は、事業所等に対して効果的な防災資機材等の整備の充実を指導するとともに

報告の協力を求める等により、提供可能な防災資機材の数量及び種類の把握に努める。 

イ 保安教育の実施 
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関係機関は、事業所等に対して高圧ガスに関する防災上必要な知識の周知徹底を図る。 

ウ 防災訓練の実施 

関係機関は、高圧ガスに係る災害が発生した場合に、迅速かつ適切な防災活動が行えるよ

う定期的に総合防災訓練を実施する。 

３. 火薬類 【消防本部、各関係機関】 

(１) 事業所等 

ア 警戒体制の整備 

火薬類関係施設に災害等が発生するおそれのあるときは、警戒体制を確立する。 

イ 防災体制の整備 

災害発生時に有効な防災活動を実施し、被害の軽減を図るため、速やかに防災体制を確立

する。 

(ア) 防災組織の確立 

事業所等の規模及び設備に応じて防災組織の編成を行い、その業務内容を明らかにする。 

(イ) 通報体制の確立 

事業所等内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序で

防災関係機関等へ連絡するための緊急時の通報体制を確立する。 

(ウ) 緊急動員体制の確立 

大規模災害を想定し、防災関係要員を確保するための緊急動員体制を確立する。 

(エ) 相互応援体制の確立 

一の事業所だけでは対応できない災害が発生した場合に備えて、関係事業所との応援体

制を確立する。 

ウ 安全教育の実施 

従業員に対し定期的に、また、施設の新設等があるたびごとに保安教育を行い、火薬類に

関する防災上必要な知識を周知徹底させ、保安意識の高揚を図る。 

エ 防災訓練の実施 

取り扱う火薬類の種類及びその規模に応じ、事業所等内で定期的に防災訓練を行い、応急

措置等防災技術の習熟に努める。 

(２) 県及び関係団体 

事業所等に対して火薬類に関する防災上必要な知識の周知徹底を図る。 

４. 毒物劇物 【消防本部、各関係機関】 

(１) 毒物劇物製造業者及び輸入業者等 

ア 毒物劇物取扱責任者の設置 

毒物劇物を直接取り扱う毒物劇物製造業者及び輸入業者は、毒物劇物取扱責任者を設置し、

毒物劇物による保健衛生上の危害防止に当たる。 

イ 管理体制の整備 

毒物劇物製造業者及び輸入業者は、毒物劇物による危害の未然防止及び事故時の適切な措



大多喜町地域防災計画 第５編 大規模火災等編 
第３章 危険物災害対策                                               

 

大 - 18 

置が図られるよう危害防止規定等を作成し、管理体制を整備する。 

ウ 施設の保守点検 

毒物劇物製造業者及び輸入業者は、危害防止規定に基づき施設を点検・整備し、事故の未

然防止に当たる。 

エ 教育訓練の実施 

毒物劇物営業者は、危害防止規定に基づき作業員に対する教育訓練を適宜実施し、応急措

置の技術の習熟に努める。 

オ 毒物劇物販売業者等 

毒物劇物販売業者及び届出を要する業務上取扱者についても、上記アからウにより危害防

止に努める。 

(２) 夷隅健康福祉センター（保健所） 

毒物劇物製造業者及び輸入業者等に対して立入検査を行い、法令を厳守させるとともに、

事故の未然防止及び事故時の適切な措置が図られるよう指導する。 

５. 危険物等による環境汚染の防止対策 【各関係機関】 

県等は、危険物等の漏洩による環境汚染に対処するため、環境監視体制の整備を図るととも

に、環境汚染防止体制の強化を図る。 
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第３節 応急対策計画 

１. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 町は、消防機関等からの通報により、危険物等事故の発生を把握した場合は、直ちにそ

の旨を町長、副町長及び総務課長へ報告するとともに、他の関係課室等へ連絡し、必要

に応じ県の関係部局等へ連絡する。 

イ 総務課長は、危険物等事故により災害の発生又は発生が予想される場合、町として的確

かつ迅速に対処するため、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態連絡室は、災害対策

本部規程による第１配備体制に準じるものとし、関係機関からの情報収集、連絡対応に

不可欠な少人数の要員により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

ウ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、危険物等事故に係る情報収集に努め、県、関係

する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うとともに、

緊急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、危険物等事故により重大な災害が発生

し、町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

危険物災害発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災害対

策本部活動」に準じる。 

２. 危険物 【各関係機関】 

(１) 事業所等 

危険物施設の所有者、管理者又は占有者で、その権原を有する者（以下「責任者」という。）

は、災害発生と同時に、次の措置をとる。 
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ア 通報体制 

(ア) 責任者は、災害が発生した場合、直ちに 119 番でちば消防共同指令センターに連絡する

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。 

(イ) 責任者は、被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて消防機関へ

通報する。 

イ 初期活動 

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。 

ウ 避難 

責任者は、企業自体の計画により、従業員等の避難を実施する。 

(２) 町、県その他関係機関 

災害の規模、態様に応じ、県及び町の地域防災計画並びに関係機関の災害応急対策計画の

定めるところにより、関係機関の密接な連携のもとに次の応急対策を実施する。 

ア 災害情報の収集及び報告 

消防本部は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況を的確に把握するとともに、県、

その他関係機関に災害発生の速報を行い、被害の状況に応じて逐次中間報告を行う。 

イ 救急医療 

当該事業所、消防部、県、医療機関は連携して負傷者等の救出及び救急医療業務を実施す

る。勝浦警察署及びその他関係機関はこれに協力する。 

ウ 消防活動 

消防本部は、危険物火災の特性に応じた消防活動を速やかに行う。 

エ 避難 

町は、勝浦警察署と協力し、避難のための立ち退きの指示、勧告、避難所の開設並びに避

難所への収容を行う。 

オ 警備 

勝浦警察署は、関係機関協力のもとに被災地域における社会秩序の維持に万全を期するた

め警戒活動を実施する。 

カ 交通対策 

道路管理者、勝浦警察署は、交通の安全、緊急輸送の確保のため、被災地域の交通対策に

万全を期する。 

キ 原因の究明 

消防部、県、労働局、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

３. 高圧ガス 【各関係機関】 

(１) 事業所等 

ア 緊急通報 

高圧ガス施設が発災した場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に通

報する。 
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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。 

イ 災害対策本部等の設置 

高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生を防止するため、速やかに事業

所等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。 

ウ 応急措置の実施 

防災関係機関と連携し、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

急措置を講ずる。 

エ 防災資機材の調達 

防災資機材が不足している又は保有していない場合は、直ちに近隣の事業所等から調達す

る。 

オ 被害の拡大防止措置 

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。 

(２) 町、県その他関係機関 

ア 緊急通報 

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。 

イ 応急措置の実施 

防災関係機関は事業所等と連携し、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講ずる。 

ウ 防災資機材の調達 

(ア) 消防本部及び県は、事業所等による防災資機材の確保が困難である場合、協力して防災

資機材を調達する。 

(イ) 消防本部及び勝浦警察署は、防災資機材の緊急輸送に協力する。 

エ 被害の拡大防止措置及び避難 

(ア) 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の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。 

(イ) 町は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

オ 原因の究明 

消防本部、県、労働局、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

４. 火薬類 【各関係機関】 

(１) 事業所等 

ア 緊急通報 

火薬類施設が発災となった場合は、あらかじめ定められた連絡経路により防災関係機関に

通報する。 

イ 災害対策本部等の設置 

火薬類に関する災害が発生した場合は、速やかに事業所等内に災害対策本部等を設置し防

災関係機関と連携して応急対策を実施する。 
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ウ 応急措置の実施 

防災関係機関と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

(２) 町、県その他関係機関 

ア 緊急通報 

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調整を図る。 

イ 応急措置の実施 

防災関係機関は、事業所と連携し、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずる。 

ウ 被害の拡大防止措置及び避難 

(ア) 防災関係機関は、被害が拡大し事業所等の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。 

(イ) 町は、必要に応じ避難の勧告、指示を行う。 

(ウ) 勝浦警察署は、立入禁止区域を設定して被害の拡大防止に努めるとともに、地域住民等

の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制活動等を行う。 

エ 原因の究明 

消防本部、県、労働局、学識経験者は、災害の発生原因の究明に当たる。 

５. 毒物劇物 【各関係機関】 

(１) 毒物劇物製造業者及び輸入業者等 

ア 通報 

毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼすおそれがある場合には、夷隅健

康福祉センター（保健所）、勝浦警察署、又は消防本部へ通報を行う。 

イ 応急措置 

毒物劇物が流出等により住民に保健衛生上の危害を及ぼすおそれがある場合には、自ら定

めた危害防止規定等に基づき、危害防止のため漏出防止、除害等の応急措置を講ずる。 

(２) 町、県その他関係機関 

ア 緊急通報 

消防本部、夷隅健康福祉センター（保健所）及び勝浦警察署は、毒物劇物製造業者及び輸

入業者等から緊急通報があった場合は、状況に応じて他の防災機関と連絡調整を図る。 

イ 被害の拡大防止 

消防本部は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡を密にして、延焼防止、汚染区

域の拡大防止に努める。 

ウ 救急医療 

消防本部、夷隅健康福祉センター（保健所）及び勝浦警察署は、大量流出事故等に際して

は、医療機関へ連絡するとともに連携して被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

エ 水源汚染防止 

夷隅健康福祉センター（保健所）は、毒物劇物が水道水源を汚染するおそれがあると判断

した場合は、関係機関に通報し、適切な措置を求める。 
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オ 避難 

町は、県及び関係機関等と協議の上、必要であれば、避難の勧告・指示を行う。 
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第１章 航空機事故災害対策 

第１節 基本方針 

町域において、航空機の炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な災害（以下「航空機災

害」という。）が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、その拡大を防御し、被害の

軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の応急対策及び平素から体制を整備するための

予防計画を定めるものとする。 
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第２節 予防計画 

町は、関係機関とともに、航空機災害について情報の収集・連絡が円滑に行える体制を整備す

る。 

 



大多喜町地域防災計画 第６編 公共交通等事故編 
                                       第１章 航空機事故災害対策 

公 - 3 

第３節 応急対策計画 

１. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 町は、消防機関等からの通報により、航空機事故による災害の発生を把握した場合は、

直ちにその旨を町長、副町長及び総務課長へ報告するとともに、他の関係課室等へ連絡

し、必要に応じ県の関係部局等へ連絡する。 

イ 総務課長は、航空機事故により災害が発生又は発生が予想される場合、町として的確か

つ迅速に対処するため、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態連絡室は、災害対策本

部規程による第１配備体制に準じるものとし、関係機関からの情報収集、連絡対応に不

可欠な少人数の要員により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

ウ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、航空機事故に係る情報収集に努め、県、関係す

る指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うとともに、緊

急事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、航空機事故により重大な災害が発生し、

町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

大規模火災発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災害対

策本部活動」に準じる。 
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(３) 情報の収集 

初動体制を早期に確立するため、関係機関は下記のルートにより情報の受伝達を緊密に行

う。 

110番

発見者

大多喜町

県警察本部 勝浦警察書 消防庁

東京航空交通
管制部

当該航空
運送事業者等

成田国際空港㈱

県

近隣市町村
消防本部

成田空港事務所

消防本部

119番

 

２. 応急対策 【各関係機関】 

町域において航空機事故が発生した場合、町及び関係機関は次の対応をとる。 

(１) 消防活動 

ア 実施機関 

町及び消防本部 

イ 協力機関 

近隣市町村消防機関、県警察 

ウ 実施内容 

(ア) 航空機災害に係る火災が発生した場合、それぞれの実施機関は、化学消防車、化学

消火薬剤等による消防活動を重点的に実施する。 

(イ) 航空機災害に係る火災が発生した場合、町長及び消防本部の職員は、必要に応じて

地域住民及び旅客の生命、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、警戒区域を設定する。 

(ウ) 災害の規模等が大きく、本町限りでは対処できないと思われる場合は、周辺の市町

村消防機関等に応援を求めるものとする。 

(２) 救出救護活動 

ア 実施機関 

当該航空運送事業者、町、消防本部、県警察及び千葉県 

イ 協力機関 

日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会、千葉県看

護協会、千葉県接骨医師会、国立病院機構、災害拠点病院、夷隅医師会、夷隅郡市歯科医師

会、外房薬剤師会、公立病院、近隣市町村消防機関 
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ウ 実施内容 

航空機の乗客及び被災地域住民等の救出、救護、収容等を行う場合は、次により実施する。 

(ア) 救出班の派遣 

実施機関は、乗客、地域住民等の救出のため、救出班を派遣し、担架等救出に必要な資

器材を投入し、迅速に救出活動を実施する。 

(イ) 救護班の派遣 

負傷者の救護は、日本赤十字社千葉県支部、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県

薬剤師会、災害拠点病院等の協力機関が編成する医療チームの派遣を受けて、応急措置を

施した後に、あらかじめ指定された医療機関に搬送する。 

なお、協力機関が編成する医療チームは、震災編第３章第５節「消防・救助救急・医療

救護活動」の定めるところによる。 

(ウ) 救護所の開設 

重傷者の救護は、原則として町内に応急仮設救護所を開設し、迅速な処置を図るものと

する。 

(３) 救急、搬送 

消防本部が中心となって応急措置後の負傷者を、あらかじめ指定された医療機関に搬送す

る。 

(４) 死体の収容 

町は、死体一時保存所、検案場所を設置し、収容するものとする。 

死体の収容、埋葬に係る実施事項は、震災編第３章第１２節「保健衛生、防疫、廃棄物等

対策」の定めるところによる。 

(５) 交通規則 

勝浦警察署は、災害地周辺道路について必要な交通規制を行う。また、その旨を交通関係

者並びに地域住民に広報する。 

(６) 広報 

ア 実施機関 

国土交通省航空局（成田空港事務所含む）、当該航空運送事業者、町、県警察等が実施す

る。 

イ 実施内容 

災害応急対策実施の理解を求めるため、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の

掲示等により、地元住民、旅客及び送迎者等に対して次のとおり広報を行う。 

(ア) 町及び関係機関の実施する応急対策の概要並びに航空輸送復旧の見通し 

(イ) 避難の指示、勧告及び避難先の指示 

(ウ) 地域住民等へ協力依頼 

(エ) その他必要な事項 

(７) 防疫及び清掃 

防疫及び事故現場の清掃については、遭難機が国際線である場合には、成田空港検疫所等
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と密接な連家を図りつつ、震災編第３章第１２節「保健衛生、防疫、廃棄物等対策」の定め

るところにより、応急対策を講ずることとする。 

３. 応援体制 【各関係機関】 

被災地に早急に人員及び物資を調達するため、防災関係機関は相互に協力し、応援態勢を整

える。各機関の主な応援事項は以下として、臨機応変に対応する。 

当該運送事業者等 人員及び物資の派遣及び調達 

発災地以外の市町村、消防機関、県警察 人員及び物資の派遣及び調達 

県 人員の派遣、物資の調達、他都道府県への応援

要請、応援市町村間の調整、応援都道府県間の

調整 

発災地以外の医療機関 人員及び物資の派遣及び調達 

成田空港事務所 必要な場合の自衛隊への災害へ県要請 

原因者以外の航空事業者 人員及び物資の派遣及び調達 

成田国際空港㈱ 人員及び物資の派遣及び調達 
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第２章 鉄道事故災害対策 

第１節 基本方針 

鉄軌道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった、鉄道災害に対する対策

について定める。 
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第２節 予防計画 

１. 事業者による予防対策 

小湊鐵道株式会社及びいすみ鉄道株式会社は、鉄道事業法等により充足すべき技術基準が定

められており、車両や施設等に関連する輸送の安全確保については、当該基準により整備、改

良及び保全を行うものである。 

２. 行政等による予防対策 

(１) 町、県、国、公共機関及び鉄軌道事業者は、それぞれの機関及び機関相互間において情報

の収集・連絡体制の整備を図る。 

(２) 町、県及び国は、主要な交通施設の被災による広域的な経済活動、生活への支障や地域の

孤立化の防止等のため、関連公共事業等の実施において努力する。 

(３) 町、県、国及び道路管理者及び鉄軌道事業者は、踏切道の立体交差化、構造の改良、踏切

保安設備の整備、交通規制の実施、統廃合の促進等踏切道の改良に努める。 
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第３節 応急対策計画 

１. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 町は、消防機関等からの通報により、鉄道事故による災害の発生を把握した場合は、直

ちにその旨を町長、副町長及び総務課長へ報告するとともに、他の関係課室等へ連絡し、

必要に応じ県の関係部局等へ連絡する。 

イ 総務課長は、鉄道事故により災害が発生した場合、町として的確かつ迅速に対処するた

め、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態連絡室は、災害対策本部規程による第１配

備体制に準じるものとし、関係機関からの情報収集、連絡対応に不可欠な少人数の要員

により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

ウ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、鉄道事故に係る情報収集に努め、県、関係する

指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うとともに、緊急

事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、鉄道事故により重大な災害が発生し、

町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

大規模火災発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災害対

策本部活動」に準じる。 

２. 応急対策 【各関係機関】 

(１) 情報の収集 

鉄道事故災害発生時の情報収集及び伝達体制は、次のとおりである。 

 



大多喜町地域防災計画 第６編 公共交通等事故編 
第３章 道路事故災害対策                                              

 

公 - 10 

 
国

等

関

係

機

関

関

東

運

輸

局

県

医 療 等 関 係 機 関

発

災

現

場

鉄

軌

道

事

業

者

大 多 喜 町

夷隅郡市広域市町村
圏事務組合消防本部

勝 浦 警 察 署
 

 

■関係機関連絡先 

関東運輸局担当課 防災無線電話 防災無線 FAX Ｎ Ｔ Ｔ 電 話 Ｎ Ｔ Ｔ F A X

総 務 部

総 務 課
― ― 045-211-7269 045-212-2017

※鉄軌道事業者の大規模事故災害時の連絡先は、鉄道部安全指導課（ＮＴＴ電話:045-211-7240） 

鉄軌道事業者 防災担当課 防災無線電話 防災無線 FAX ＮＴＴ電話 ＮＴＴFAX 

小 湊 鐵 道 ㈱ 鉄 道 部 644-721、723 644-722 0436-21-6771 0436-22-7650

いすみ鉄道㈱ 鉄 道 部 ― ― 0470-82-2161 0470-82-2249

 

(２) 相互協力・派遣要請計画 

ア 鉄軌道事業者は、事故災害が発生した場合には、他の路線への振替輸送、バス代行輸送

等代替交通手段の確保に努めるものとし、被災していない関係鉄軌道事業者においては、

可能な限り、代替輸送について協力するよう努めるものとする。 

イ 町及び県は、被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を要請する。 

ウ 県は、自衛隊の派遣要請の必要性を鉄道事故の規模や収集した被害情報から判断し、必

要があれば直ちに要請する。 

また、町は、応急措置を実施するため必要があると認めるときには、県に対し自衛隊の

派遣要請をするよう求める。 

(３) 消防活動 

ア 鉄軌道事業者は、事故災害発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、

消火活動を実施する各機関に協力を要請する。 

イ 消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、火災発生の際には迅速に消火活

動を行う。 

(４) 救助・救急計画 

ア 鉄軌道事業者は、事故災害発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、

必要に応じて救助・救急活動を実施機関に協力要請する。 

イ 国及び地方公共団体は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のため

の資機材等を確保し、効率的な救助・救急活動を行う。 
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ウ 医療機関は、負傷者等に対し医療活動を行うとともに、相互に緊密な情報交換を図り、

必要に応じて他の医療機関等に協力を求める。 

(５) 交通規制 

県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報により交通状況を迅速に把握し、緊急交

通路の確保を図る等的確な交通規制を図る。 

(６) 避難計画 

ア 発災時には、町及び勝浦警察署等は、人命の安全を第一に必要に応じて適切な避難誘導

を行う。 

イ 避難誘導に当たっては、避難場所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要

その他の避難に資する情報の提供に努める。 

ウ 町は、必要に応じて避難場所を開設する。 

(７) 小湊鐵道株式会社及びいすみ鉄道株式会社の応急・復旧対策 

ア 小湊鐵道株式会社 

(ア) 応急・復旧対策 

列車の走行中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は、その状況を沈着冷静に判断

し、運転司令にその旨を緊急報告するとともに、二次災害の発生に十分注意して負傷者の

救出に全力を尽くす。 

また、運転司令及び関係乗務員は、災害対策要綱に基づき、事故災害の発生状況の周知

及び旅客への協力依頼その他救出避難誘導、情報伝達等の適切な措置をとる。 

a 災害対策本部の設置 

鉄道の運転に支障となる重大な災害が発生した場合は、本社内に事故災害対策本部、災

害現場に復旧本部を設置し、各関係者は相互に協力し、早期復旧及び二次災害の防止に努

める。対策本部長は、取締役社長が担当する。 

(イ) 情報連絡体制 

鉄道事故情報等の連絡は以下の連絡系統図によるものとする。 

 

■鉄道事故発生時の連絡系統図 

千 葉 県

関 東 運 輸 局
事

故

現

場

運

転

指

令

災 害 対 策 本 部

夷隅郡市広域市町村
圏事務組合消防本部

勝 浦 県 警 察
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イ いすみ鉄道株式会社 

(ア) 応急・復旧対策 

旅客車走行中に事故災害が発生した場合は、関係乗務員は冷静に状況を判断し、「運転取

扱心得」に定めるところにより、旅客の安全確保等所要の措置を講ずる。 

a 対策・復旧本部の設置 

災害時における対策、復旧及び救護を円滑に行うため、本社内に災害対策本部、災

害現場に事故復旧本部を設置し、早期復旧を図る。 

b 部外応援・協力関係 

部外応援及び協力が必要なときは、本部長の指示を受けて行う。 

(イ) 情報連絡体制 

a 鉄道事故情報等の連絡 

鉄道事故情報等の連絡は以下の連絡系統図によるものとする。 

 

■鉄道事故発生時の連絡系統図 

事

故

現

場

運

転

指

令

本社(災害対策本部)

夷隅郡市広域市町村
圏事務組合消防本部

勝 浦 警 察 署

関 東 運 輸 局

千葉 県、 関 係市 町

 

 

b 鉄道事故発生時の連絡体制 

大規模な鉄道事故が発生した場合、速やかに関東運輸局、県警察、町、消防本部等

に連絡する。 
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第３章 道路事故災害対策 

第１節 基本方針 

多数の死傷者等が出る道路災害の発生を未然に防止し、災害が発生したとき、早期に初動体

制を確立して被害の軽減を図るため、迅速かつ適切に活動するための計画とする。 

計画の対象となる道路災害は、トンネルの崩落、橋りょうの落下、斜面及び擁壁の崩落並び

に落石等の道路構造物の被災、危険物を積載する車両の事故等による危険物等の流出等とする。 
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第２節 予防計画 

１. 道路構造物の被災による多数の死傷者の発生への対処 【道路管理者】 

道路構造物の被災を未然に防止するため、平常時において次の措置を講ずるものとする。 

(１) 危険箇所の把握・改修 

道路管理者等は、災害の発生するおそれのある危険箇所を把握し、改修を行うものとする。

また、道路構造物の異常を早期に覚知するために、平常時においても道路構造物の点検を行

うものとする。 

各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。 

※道路管理者：千葉県、大多喜町などをいい、機関によっては実施内容のすべてを行うわけ

ではない。（以下本節内において同じ。） 

(２) 資機材の保有 

道路管理者は、被災した施設の早期の復旧を図るため、平常時から応急復旧資機材を保有

しておくものとする。 

２. 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処 

(１) 危険物等の名称及び事故の際講ずべき措置を記載した書面の携帯 

輸送事業者は危険物等の流出による被害の拡大を防止するため、法令の定めるところによ

り、防除資機材を携帯するとともに、消防活動等による防除活動が適切に行われるよう、伝

達すべき輸送危険物等の名称及び事故の際、講ずべき措置を記載した書面を携帯するものと

する。 

 

実 施 項 目 実施者 実    施    内    容 

危険箇所の把握 
道 路 

管理者 

管理する道路について、老朽施設、耐震対策を要する施設、豪雨・地震

等の異常気象時における路肩の欠壊及び法面崩壊による危険箇所及び

落石等危険箇所等道路災害に係る危険箇所を調査し、把握しておく。 

危険箇所はもとより全ての道路構造物を保全し、通行の安全を確保する

ため道路パトロールを常時実施するとともに、異常気象時においては緊

急パトロールを実施し監視体制の強化を図る。 

また、災害の発生するおそれのある道路区間を、異常気象時通行規制区

間及び特殊通行規制区間として事前に設定し、交通関係者並びに地域住

民に広報する。 

危険箇所の改修 

道 路 

管理者 

異常気象時等に崩落等の危険性のある法面等、対策を要する箇所につい

ては、順次改修工事を実施する。 

県 

町道の計画、建設及び改良にあたり、道路構造物の被災の防止に係る技

術指導を行う。 

土砂及び高潮災害による道路構造物の被災を防止するため、主要な道路

施設が集中している地域の土砂災害対策等を重点的に実施する。 

町 
土砂災害による道路施設の被災を防止するため、主要な道路施設が集中

している地域の土砂災害対策等を実施する。 
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第３節 応急対策計画 

１. 応急活動体制 【総務課】 

(１) 緊急事態連絡室の設置 

ア 町は、消防機関等からの通報により、道路事故による災害の発生を把握した場合は、直

ちにその旨を町長、副町長及び総務課長へ報告するとともに、他の関係課室等へ連絡し、

必要に応じ県の関係部局等へ連絡する。 

イ 総務課長は、道路事故により災害が発生又は発生が予想される場合、町として的確かつ

迅速に対処するため、「緊急事態連絡室」を設置する。緊急事態連絡室は、災害対策本部

規程による第１配備体制に準じるものとし、関係機関からの情報収集、連絡対応に不可

欠な少人数の要員により構成する。 

■緊急事態連絡室の組織図 

情報収集
連絡

　町長・副町長

参集人員

　総務課
　環境水道課
　建設課
　産業振興課
　上記各課の第１配備参集職員

消防機関

自衛隊

警察

県の機関

その他
関係機関

（緊急事態連絡室）

連絡室長 　総務課長

 

ウ 緊急事態連絡室は、関係機関を通じて、道路事故に係る情報収集に努め、県、関係する

指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関と迅速に情報共有を行うとともに、緊急

事態連絡室を設置した旨について、県に連絡を行う。 

(２) 災害対策本部の設置 

緊急事態連絡室による情報収集、事態把握の結果、道路事故により重大な災害が発生し、

町長が必要と認めたときは、災害対策本部を設置する。 

大規模火災発生による災害対策本部の応急活動体制は、風水害等編第３章第１節「災害対

策本部活動」に準じる。 

２. 道路構造物の被災による多数の死傷者の発生への対処 【各関係機関】 

(１) 情報の収集・伝達 

ア 関係機関への情報連絡 

道路管理者は、道路災害によって多数の死傷者が発生したときは、勝浦警察署及び消防本

部へ通報するとともに、被害の拡大を防止し、被害の軽減を図るため、広域的な応急対策を
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実施する県へ報告するものとする。 

イ 情報連絡系統 

道路災害発生時の連絡は以下の連絡系統図によるものとする。 

 

■道路災害発生時の連絡系統図 

 

(２) 応急活動 

ア 活動体制 

道路災害の発生に伴う人命の救助及び被害の拡大防止等に必要な下記の応急活動を速や

かに実施するため、道路管理者は必要な体制を執るものとする。 

イ 応急活動 

各機関の実施する業務の詳細は以下のとおりである。 

実 施 項 目 実施者 実    施    内    容 

警 戒 活 動 

道 路 

管理者 

及 び 

県警察 

道路構造物の被災による人的な被害を未然に阻止するため、道路災害の

発生のおそれがあると認められるときは、道路の交通規制を行う。 

また、通行規制を実施したときは、その旨を交通関係者並びに地域

住民に広報する。 

応 急 活 動 
道 路 

管理者 

二次災害を防止し、救出救助活動が円滑に実施できるよう、必要な災害

地周辺道路の交通規制を行うとともに、崩落土砂等障害物の除去及び被

災道路構造物の構造図の提示等救出救助活動へ協力する。 

また、障害物の除去、仮設道路の建設等の応急復旧を行い早期の道路交

通の確保を行う。復旧に際しては被災原因を究明し再発防止策を策定す

るとともに、他の道路施設の点検を実施する。 

実 施 項 目 実施者 実    施    内    容 

応 急 活 動 

県 

町の行う救出救助活動では人命の救助及び被害の拡大防止が十分に図

られないおそれがあると認めたときは、災害救助法に基づく救助、負傷

者の収容先医療機関の調整、崩落土砂等障害物除去に不足する資機材の

調達等を行う。 

県警察は、二次災害を防止し、救出救助活動が円滑に実施できるよう必

要な災害地周辺道路の交通規制を行うとともに、道路管理者及び消防機

関等と協力して被災者等の救出救助活動を行う。 

町 

消防活動による被災者の救出救助、医療機関への救急搬送を実施するほ

か、被害の拡大を防止するため必要な措置を執るものとする。 

災害の規模が大きく災害地の消防機関及び町では十分な応急対策を実

施できないときは、周辺の消防機関及び市町村に応援を求めるものとす

る。また、県に対し災害救助法の適用要請及び自衛隊の災害派遣要請を

依頼する。 

関 係 省 庁 県 

大多喜町・ 

消防本部 
勝 浦 警 察 署

大 多 喜 町 

建 設 課 
夷隅土木事務所
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３. 危険物等を積載する車両の事故等による危険物等の流出への対処 【各関係機関】 

輸送事業者及び関係機関は、本計画により危険物等運搬車両の事故の応急対策を実施するも

のとする。 

※ 危険物等：消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」「劇物」「特定劇物」、

高圧ガス保安法で規定する「高圧ガス」、火薬類取締法で規定する「火薬類」をいう。 

(１) 情報連絡 

危険物積載車両の事故が発生した場合、輸送事業者は防除活動が適切に行われるよう、消

防隊に対し、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) 流出危険物等の拡散防止及び除去 

輸送事業者及び道路管理者等は、防除活動を実施するものとする。 

(３) 交通規制 

道路管理者及び勝浦警察署は被害の拡大を防止するため、道路の交通を規制するものとす

る。 

(４) 避難 

町及び勝浦警察署は、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ずるものとす

る。 

(５) 広報 

町及び関係機関は、地域住民等の民心の安定のため、流出危険物等に係る安心情報又は被

害拡大を防止するための避難勧告等を踏まえた警戒情報を広報するものとする。 
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