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【災害予防計画の体系】 

風水害などの災害から市民の生命と財産を守り、安全で安心なまちづくりのために、市及

び防災関係機関等が一丸となって講じるものとする。また、災害の規模によっては、ハード

対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハ

ード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

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

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

対策の改善を図ることとする。 

 

 

 

【災害に強い市民の育成】 

市及び防災関係機関等は、防災知識の普及、啓発活動、自主防災組織の育成事業、防災訓

練の実施などを通じて、職員や市民の防災対策上の役割と責務を周知させる。 

災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまがない

ことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる。 

このようなことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、お互い

に平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見

える関係」を構築し、信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築した関

係を持続的なものにするよう努める。 

また、防災行動力を向上させ、市民一人ひとりが災害に対する心構えを持ち、災害発生時

においても、行動力と助け合いの精神を発揮するなど適切な行動がとれるようにする。 

 

災害予防計画（市民の生命、財産を守り、安全で安心なまちづくりの実現） 

ソフト面の対策 

ハード面の対策 

☆災害に強いまちづくり（都市基盤の防災力向上） 

☆災害に強い市民の育成（市民の防災力向上） 

☆災害に備える強い組織体制づくり（防災関係機関の防災力向上） 

第２章 災害予防計画 
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防災ボランティアの活動環境の整備 
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第１節  防災知識の普及 

担当部局：総務部、教育部 

１ 基本方針 

災害対策は人的被害防止を最優先とし、市及び防災関係機関は平素から防災関係職員は

もとより、初等教育段階から社会人教育に至るまで、市民一人ひとりに対し、様々な機会

をとらえ、防災知識の普及徹底を図り、もって防災意識の高揚に資する。 

また、「自らの身の安全は自らが守る」、「自らの地域は皆で守る」という自主防災意識

を持った災害に強い市民の育成に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員に対する防災教育 

市及び防災関係機関は、災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動

の円滑な活動を期するため、防災業務に従事する職員等に対し、職員研修等で防災教育を

取り込むなど、あらゆる機会を利用して防災教育の普及徹底を図る。 

（１）教育の方法 

ア 講習会、研修会等の実施 

イ 見学、現地調査等の実施 

ウ 災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した防災活動手引等印刷物の配布等 

（２）教育の内容 

ア 白山市地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

イ 気象、水象、地象その他の災害についての知識及びその特性  

ウ 防災知識と技術 

エ 防災関係法令の運用 

オ 災害危険区域、避難場所等の情報 

カ その他災害対策に必要な事項 

 

３ 学校教育における防災教育 

児童生徒が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い市民を育成する上で

重要である。 

そのため、市教育委員会及び各学校長は、学校における防災訓練等をより実践的なもの

にするとともに、学校の教育活動全体を通じて、継続的な防災教育を推進する。 

なお、防災教育を含めた安全教育については、各学校で「学校安全計画」、「危機管理マ

ニュアル」を作成し、教職員の共通理解の下で、学校全体で取り組みを進める。 

職員に対する防災教育 

学校教育における防災教育 

市民に対する防災知識の普及 

防災相談及び意識調査 

災害教訓の伝承 

防災知識の普及 
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（１）災害から児童生徒等の安全の確保を図るため、保護者をはじめ、当該学校が所在する

地域の実情に応じて、市や防災機関、市民との連携を図り、より実践的な防災訓練の実

施に努める。 

（２）児童生徒の発達段階に応じて、地域の実情を踏まえた防災教育用教材やパンフレット

等を作成・活用して、以下の事項等について指導を行う。また、自らの安全を確保するた

めの行動及び他の人や集団、地域の安全に役立つことができる態度や能力を養う。 

ア 防災知識一般 

イ 避難の際の留意事項 

ウ 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

エ 具体的な危険箇所 

オ 災害時要援護者に対する配慮 

カ 災害危険区域、避難場所等の情報 

キ その他災害対策に必要な事項 

（３）日本ジオパークに認定されている本市の特徴を踏まえ、白山手取川ジオパーク推進協

議会と協力し、大地の成り立ちと人との関わりを学ぶジオパークを総合的な学習や学校

行事等において活用するとともに、日頃から地域の地形・地質的特性や過去の災害史等

を学び、防災教育に生かす。 

 

４ 市民に対する防災知識の普及 

市及び防災関係機関は、防災思想の高揚を図り、自主防災体制の確立を期するため、市

民に対して、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等あらゆる機会を利用して防災知

識の普及の徹底を図る。なお、防災マップの作成にあたっては市民も参加する等の工夫を

することにより、災害からの避難に対する市民等の理解の促進を図るよう努める。 

（１）普及の方法 

ア 生涯学習教育を通じての普及 

教育内容の中に防災関係の事項をとりあげるほか、防災関連の講座等を実施して、防

災上必要な知識の普及に努める。 

イ 広報媒体等による普及 

（ｱ） テレビ、ラジオ、インターネット、メール、携帯電話、防災行政無線等による普及 

（ｲ） 新聞、雑誌による普及 

（ｳ） 印刷物による普及 

（ｴ） ビデオ、映画、スライドによる普及 

（ｵ） 広報車の巡回による普及 

（ｶ） 図画、作文等の募集による普及 

（ｷ） 講演会等の開催による普及 

（ｸ） 防災器具、災害写真等の展示による普及 

ウ 白山手取川ジオパークを活用した普及 

白山手取川ジオパーク推進協議会と協力し，大地の成り立ちと人との関わりを学ぶ

ジオパークを社会教育活動において活用するとともに、日頃から地域の地形・地質的

特性や過去の災害史等を学ぶ講演会や野外学習会を通じて、防災上必要な知識の普及

に努める。 
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（２）普及の内容 

ア  白山市地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制 

イ  気象、水象、地象その他の災害についての知識及びその特性 

ウ  市民及び事業所のとるべき措置 

エ 自主防災組織の活動 

オ  災害危険区域、避難場所等の情報 

カ  その他災害対策に必要な事項 

 

５ 防災相談及び意識調査 

市及び防災関係機関は、その所管する事項について、市民の災害対策の相談に積極的に

応じるとともに、防災意識を把握するため、市民に災害対策の意識調査を必要に応じて実

施する。 

 

６ 災害教訓の伝承 

（１）県及び市は、能登半島地震など、過去に起こった災害の教訓や災害文化を確実に後世

に伝えていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収

集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等を適切に保存するとともに、その持つ意味

を正しく後世に伝えていくよう努める。 

（２）市民は自ら災害教訓の伝承に努めるものとし、県及び市は、災害教訓の伝承の重要性  

について啓発を行うほか、住民が災害教訓を伝承する取組を推進する。 
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第２節 市民及び事業者等のとるべき措置 

担当部局：総務部、建設部 

１ 基本方針 

災害時における被害及び混乱を防止するため、市民及び事務者等の果たす役割が極めて

大きいことから、市民及び事務者等は、自ら防災対策をとり、冷静かつ的確な行動をとる。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民のとるべき措置 

平常時から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

平
常
時
の
心
得 

〇日頃から出火の防止に努める。 

・火を使う場所の不燃化及び整理整頓 

・ガソリン、灯油等の危険物類の容器及び保管場所の注意 

・プロパンガスボンベ等は固定し、止め金具、鎖の緩み、腐食を点検 

○消火用具を準備する。 

消火器等を備え、日頃から点検し、いつでも使用できる場所に設置 

○窓ガラス及び看板等の落下防止の措置を講ずる。 

・柱、土台や屋根瓦などを点検し、老朽化しているものは補強 

・ベランダの物品、屋根の工作物及び看板等の落下防止の措置 

○側溝や下水を掃除する。 

日頃から側溝や下水を掃除し、流れをよくしておく。 

○食料や非常持出品など、次のものを備蓄しておく。 

・家族が必要とする「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水（家族構成（乳幼児、
高齢者、アレルギー、慢性疾患等）を考慮した食料、飲料水の備蓄） 

・携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー 

・三角きん、ばんそうこうなどの医薬品、お薬手帳等 

・ラジオ、懐中電灯等の防災用品 

・ロープ、バール、スコップなどの避難救助用具等 

○家族で次の対応措置を話し合っておく。 

・災害発生時の役割分担及び避難場所等、避難路の事前確認 

・毎日の行動予定及び災害時の連絡先と連絡方法 

○ペット動物との同行避難や避難所での飼養について準備する。 

○保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを講ずる。 

○防災訓練に積極的に参加し、震災時の行動力を身につける。 

市民及び事業者等のとるべき措置 市民のとるべき措置 

事業者等のとるべき措置 

市民及び事業者等による地区内の
防災活動の推進 
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災害時には、次のことに留意し、落ち着いて行動する。 

災
害
時
の
心
得 

○ まず、自らの身の安全を図る。 

○ ラジオやテレビで気象情報、台風情報、防災上の注意事項をよく聞く。 

○ 外出は見合わせる。 

○ あわてて外に飛び出ず、周囲の状況を確認し落ち着いて行動する。 

○ すばやく火の始末を行う。 

○ 火が出たら隣近所で初期消火に努める。  

○ 浸水のおそれがあるところは、家財道具を安全な場所へ移す。 

○ 避難は歩いて、荷物は少なく。 

○ 山崩れ、がけ崩れに注意し、がけ、川べりには近づかない。 

○ 協力し合って応急救護を行う。    

 

３  事業者等のとるべき措置 

（１）事業者等は、自らの防災計画（事業継続計画（ＢＣＰ）、消防計画、予防規程その他の

規程等を含む。）に基づくなど、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災

活動の推進に努める。 

平
常
時
の
心
得 

○ 自主防災体制の確立を図る。 

○ 情報収集、伝達方法を確認しておく。 

○ 事業所の耐震化・耐浪化に努める。 

○ 設備器具及び窓ガラス等の転倒落下等による危害防止措置を講ずる。 

○ 防火用品等の備蓄をしておく。 

○ 出火防止対策を講ずる。 

○ 従業員、顧客の安全対策等の措置を講ずる。 

○ 防災訓練等の実施及び地域の防災訓練に積極的に参加する。 

○ 燃料、電力、水道等重要なライフラインの供給不足への対応措置を講ずる。 

○ 取引先とのサプライチェーン（原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまで

の全プロセスの 繋がりをいう。）の確保等を図る。 

○ 従業員等を一定期間事業所等内にとどめておくことができるよう、従業員に対する安否

確認方法の周知や物資等の備蓄など帰宅困難者対策に努める。 

○ 危険物を保管している場合には、関係機関及び近隣住民等へその旨の周知に努める。 

○ 損害保険への加入など資金の確保を図ること。 

○ 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に

従事する企業は、市との協定の締結に努める。 

なお、防災計画等の作成上の留意事項は、次のとおりとする。 

防
災
計
画
作
成
上
の
留
意
事
項 

○ 白山市地域防災計画に留意するとともに、事業所の立地条件（交通手段、建築構造及び周

辺市街地の状況等）、事業内容等を考慮した実効性のあるものとする。 

○ 従業員、顧客及び市民の生命の安全確保、出火の防止、混乱の防止等二次災害の防止、事

業の継続、地域貢献・地域との共生についての対策を重点に作成する。 

○ 責任者の不在時についても考慮する。 

○ 防災訓練等の実施及び地域の防災訓練への積極的な参加に努める。 

○ 他の防災又は保安等の規程がある場合は、それらの計画と整合性を図る。 

○ 事業所内外の情勢に応じて、逐次見直しを行い、実情にあったものにしておく。 

○ 建築物の防火又は避難上重要な施設及び消防用設備等を点検し、使用準備（消火用水を含

む。）等の保安措置を講ずる。 

○ 商品、設備器具及び窓ガラス等の転倒落下、破損防止措置を講ずる。 
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（２）災害時には、次の事項に留意し、被害の拡大及び混乱の防止に努める。 

災
害
時
の
心
得 

○ 必要に応じて対策本部の設置、自衛消防組織の出動、防災要員の動員及び配備等の体制を

とる。 

○ テレビ、ラジオ等により必要な情報を入手し、顧客、従業員等に迅速かつ正確に伝達す

る。 

○ 顧客、従業員等が適正な行動がとれるよう事業所の利用状況等により判断して、指示、案

内等を行う。 

 この場合、乳幼児、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含む）、病人、高

齢者、妊婦、外国人等、災害に際して必要な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をと

ることが困難であり、災害の犠牲になり易い人々の安全に特に留意する。 

○ 火気使用設備、器具等災害発生により出火のおそれのある機器は、原則として使用を中止

し、やむを得ず使用する場合は、最小限とし、かつ必要な安全措置を講ずる。 

また、薬品等の混触発火及び危険物等の流出、漏えい防止に努める。 

○ 不要不急の電話は中止するとともに、特に、県、市、警察、消防、放送局、鉄道等に対す

る問い合わせは控える。 

○ バス、タクシー、生活物資輸送車等、市民生活上必要な車両以外の車両の使用は、できる

かぎり控える。 

○ 救助、救急資機材及び飲料水、非常食料、医薬品、照明器具等、応急対策の実施に必要な

資機材を配備する。 

○ 建築工事、隧道工事及び金属溶接作業、高速回転機械の運転等、災害発生により危険が予

想される作業は、原則中止とし、応急補強等必要な措置を講ずる。 

 

４  市民及び事業者等による地区内の防災活動の推進 

市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者等は、当該地区におけ

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

援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。 

この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を共同して

作成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するなど、市と連携して防災

活動を行う。 

なお、市は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、市内の一定の地区内の

市民及び当該地区に事業所を有する事業者等から提案を受け、必要があると認めるときは、

市地域防災計画に地区防災計画を定める。
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第３節 自主防災組織の育成 

担当部局：総務部 

１ 基本方針 

災害発生時には、被害が広範囲に及ぶことが予想され、通信手段や道路交通の混乱等か

ら災害応急対策の活動が阻まれ、十分な活動が行われない場合が予測される。 

このため、被害の拡大防止を図るためには、防災関係機関の活動のみならず「自らの地

域は皆で守る」という共助意識のもとに、初期における自主的な防災活動が重要である。

市は、市民及び事業所等自らが出火防止、初期消火、救出救護等を迅速に実施できるよう

自主防災組織の組織づくりを推進し、その充実強化を図るとともに、消防団や女性協議会、

町内会などの地域の各種団体等との連携を通じて、一体となって地域コミュニティの防災

体制の充実を図る。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

２ 市民等の自主防災組織 

（１）組織の育成 

市は、市民の自主的な防災組織の重要性を認識し、多様な世代が参加できるような地

域ぐるみの自主防災組織の設立や意識啓発及び防災リーダー等の育成、強化を図り、組

織率の向上、活動の活性化及び地域ごとの連携を促進する。 

その際、自主防災組織が有効に機能し、円滑な避難や避難所運営が行われるためには、

地域の実情を把握し防災知識等を有する防災士等の防災リーダーが必要であることか

ら、自主防災組織リーダー育成研修会の実施などを通じてその計画的な育成に努めると

ともに、フォローアップ研修を通じて、その技術・技能の維持向上を図る。 

なお、特に女性防災士の育成など女性の参画促進や、地域の実情に応じた防災資機材

の整備に努めるものとし、必要な財政措置等を講ずる。 

（２）活動内容 

自主防災組織は、地域の実情に応じた活動計画を策定するとともに、同活動計画に基

づき、平常時及び災害時において効果的な防災活動を次により行う。なお、市は、災害時

における自主防災組織の役割について効果的な周知を行う。 

ア 平常時 

（ｱ） 情報の収集伝達体制の確立 

（ｲ） 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

（ｳ） 火気使用設備器具等の点検 

（ｴ） 防災資機材の備蓄及び管理 

（ｵ） 地域における災害時要援護者の把握 

（ｶ） 避難所となる学校との連携・情報交換、協力体制の確立 

 

自主防災組織の育成 市民等の自主防災組織 

事業所の自衛消防隊等 
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イ  災害時 

（ｱ） 出火防止、初期消火活動 

（ｲ） 地域内の被害状況等の情報収集、市民に対する避難命令の伝達 

（ｳ） 救出救護の実施及び協力 

（ｴ） 避難場所の開錠・開放の実施及び協力 

（ｵ） 集団避難の実施 

（ｶ） 避難所運営の実施及び協力 

（ｷ） 炊き出しや救助物資の配分に対する協力 

（ｸ） 避難行動要支援者の避難活動への支援 

（３）避難行動要支援者に対する地域協力体制 

避難行動要支援者は、災害が発生した場合には、自力による避難が困難である。 

このため、自主防災組織は、市と連携しながら、寝たきりや一人暮らしの高齢者等に

対する地域の協力体制づくり及び社会福祉施設等に対する地域の協力体制づくりを推進

する。 

 

３ 事業所の自衛消防隊等 

事業所は、家庭に比べて使用する火気使用設備・器具や、貯蔵又は取扱う危険物が質、量

ともに大きく、被害拡大の危険性が高い。 

また、不特定多数の者を収容する興行場等にあっては、災害時のパニック等による被害

も予想される。 

このため、事業者は、市及び防災関係機関の実施する防災事業に協力するとともに、そ

の社会的責任を自覚し、地域社会の一構成員として、地域の自主防災組織と相互に協力、

連携できる体制の整備に努める。 

さらに、自ら防災施設や消防設備を整備するとともに、自衛消防隊等を充実、強化し、そ

の活動能力を高めることにより、被害の軽減、防止に努める。 
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第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

担当部局：企画振興部、健康福祉部 

１ 基本方針 

災害による被害の拡大を防止するためには、市及び防災関係機関の迅速かつ的確な対応

にあわせ、住民による自主的な防災・支援活動が必要である。  

このため、市及び関係機関は、ボランティアの防災活動が円滑に行われるよう活動環境

の整備を図るとともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協

議会、ボランティア団体、ＮＰＯ、町内会（自治会）、民生委員、防災士、災害ボランティ

アコーディネーターなどとの連携強化に努める。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ効果的に行わ

れるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボランティア活動に対する市民

の理解と参画促進のための広報活動に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 防災ボランティアの環境整備 

防災ボランティアの活動には、無線通信、医療看護、建築物・宅地の危険度判定等一定

の知識、経験や特定の資格を要するものや、避難所における炊き出し、清掃作業等、特に

資格や経験を必要としないものがあるが、当面、次の業務に区分し、被災者ニーズ等の情

報提供を適切に行った上で、その効果的な活用が図られるよう、市の各担当部局と関係機

関とが連携して環境整備を行う。 

ア アマチュア無線通信業務 

イ 傷病者の応急手当て等医療看護業務 

ウ 被災宅地の危険度判定業務 

エ 航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転輸送業務 

オ 通訳業務 

カ その他専門的な技術、知識を要する業務 

キ その他の業務 

 

３ 防災ボランティアの受入体制等 

（１）防災ボランティアの柔軟な受け入れ 

市及び関係機関は、災害時において２の防災ボランティアを効果的に活用できるよう、

氏名、連絡先、活動の種類等を把握し、事前登録に努めるとともに、災害ボランティアコ

ーディネーターの活用により、事前登録していないボランティアを効果的に受け入れる

体制を整える。 

防災ボランティアの活動環境の整備 防災ボランティアの環境整備 

防災ボランティアの受入体制等 

防災ボランティアの育成 
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（２）防災ボランティアの活動拠点の確保 

市は、必要に応じて、平常時より防災ボランティアの活動拠点を提供する。 

また、市は、庁舎、防災コミュニティセンター、公民館、学校などの公共施設の一部を

ボランティアの活動拠点として提供できるよう、これらの場所にボランティア活動に必

要な事務用品や各種資機材を確保しておくとともに、迅速にボランティア受け入れ体制

を構築できるよう、平常時より訓練を行う。 

さらに、ボランティア拠点施設が被災した場合に備え、代替施設について事前に定め

ておくとともに、ボランティアを被災地に迅速に受け入れるため、市は、被災地以外での

ボランティア拠点施設の設置についても検討を行う。 

 

４ 防災ボランティアの育成 

（１）市及び関係機関は、平時より積極的に防災ボランティアとして支援活動を行う上での

知識や技術について講習会、研修会を開催するとともに、地域における防災訓練等にお

いても町内会(自治会)、民生委員、防災士など地域住民と一体となった訓練を実施する。 

（２）市及び関係機関は、防災ボランティア活動に関する普及啓発を行い、市民や学生、企

業、ＮＰＯ等に積極的に活動参加を呼びかける。 

（３）県は、被災者のニーズに応じた防災ボランティアの受け入れや派遣、支援物資の調達

などの総合的な調整を行う災害ボランティアコーディネーターを継続的に養成するとと

もに、コーディネート力の向上のための研修等を行う。また、市、日本赤十字社等も災害

ボランティアコーディネーターの養成等に努める。 

（４）市は、地域及び関係機関と連携して、災害ボランティアコーディネーターの活用を中

心に、被災者ニーズに即したボランティア活動が効果的に行える体制づくりに努める。 
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第５節  防災訓練の充実 

担当部局：全部局、消防本部 

１ 基本方針 

市及び防災関係機関等は、災害予防の万全を期するため、単独又は共同して、災害時に

おける消火、救助、避難、通信等の効果的方策を検討し、能登半島地震や東日本大震災の教

訓等を踏まえ、具体的計画を立て、より実践的な防災訓練を継続的に実施する。 

特に自主防災組織や市民に参加を求めて、災害時の初期消火、避難等をより多くの市民

が身をもって体験できるよう努める。 

なお、訓練の実効性を高めるため、訓練終了後、評価及び課題の整理等を行い、事後の訓

練等や防災計画、各種マニュアルの見直しに反映する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

２ 防災訓練計画 

市及び防災関係機関等は、災害予防の万全を期するため、単独又は共同して、次に定め

るところにより防災訓練を行う。 

なお、訓練を行うにあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、訓練参加者、使用

する資機材及び冬季や夜間といった実施時間等の訓練環境などについて、具体的な設定を

行うよう努める。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意するものとする。 

また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に

努める。 

（１）図上訓練 

図上訓練は、災害応急対策を地図等を使用して実施するもので、訓練実施項目は、次

のとおりとする。 

ア  迅速、的確な情報の収集、伝達 

イ  広域応援の要請 

ウ  防災関係機関相互の緊密な連絡、調整  

エ  多種多様に発生する非常事態に対応する措置の実施 

オ  その他災害対策事務又は業務の迅速的確な処理 

（２）実地訓練 

災害の発生を想定し、災害応急対策について、これを実地に行う。 

ア  総合防災訓練 

市は、防災関係機関及び広域応援協定締結自治体と連携して、 地域防災計画の習熟、

防災体制の確立、防災技術の向上及び市民の防災意識の高揚等を図ることを目的に、防

災関係機関の参加及び市民、その他関係団体の協力を得て、水防、消防、避難、救出・

救助、通信、輸送、応急復旧、福祉避難所開設・運営、災害ボランティアセンター開設・

運営等の各種の訓練を総合的に実施する。 

 

防災訓練の充実 防災訓練計画 
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イ  防災関係機関の訓練 

防災関係機関は、職員に対する防災体制の周知等を図るため、必要に応じて他機関

あるいは市民、防災士、災害ボランティアコーディネーター等の参加を得て、それぞれ

が所管する業務に関して、防災訓練を実施する。 

ウ  事業所等の防災訓練 

事業所等は、災害応急対策を実施するため、関係機関と緊密な連絡をとり、それぞれ

の計画に基づいて、他の訓練と共同又は単独で次の訓練を年１回以上実施する。 

（ｱ） 災害情報等の通信訓練 

（ｲ） 災害応急対策従事者の動員訓練 

（ｳ） 避難救助訓練 

また、各事業所等の立地状況、事業内容を勘案し、地域の自主防災組織等との連携

を目的とした防災訓練も実施するよう努める。 

エ 市民・自主防災組織の防災訓練 

大規模災害発生時における迅速かつ的確な防災行動力を身につけるには、災害状況

をシミュレーションしながら防災訓練を繰り返し実施することが必要である。 

このため、市民においては「自らの身の安全は自らが守る」、自主防災組織において

は「自らの地域は皆で守る」という防災の基本に立って、平素から自主的に初期消火訓

練、救出訓練、応急救護訓練、避難訓練等各種防災訓練を行い、また、行事等に防災に

関することを取り入れるなど、防災活動に必要な知識、技術を習得しておく。 

市及び防災関係機関は、自主防災組織が行う各種訓練の一層の充実を図るため、訓

練の技術指導や防災訓練の映像による発信等、体験訓練等を行う上で必要な支援を実

施する。 



第２章 災害予防計画  
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【災害に備える強い組織体制づくり】 

大規模な災害に、市及び防災関係機関が迅速、的確に対処できるようにするためには、日

頃からの備えが重要であり、災害時における通信や避難、緊急輸送、医療などの体制整備を

行うとともに、災害時における拠点整備を行う。 

 

 

 

 

水害予防 

防災体制の整備 

通信及び放送施設災害予防 

消防力の充実、強化 

避難体制の整備 
災
害
に
備
え
る
強
い
組
織
体
制
づ
く
り 

第６節 

第７節 

第８節 

第９節 

第 10節 

健康管理活動体制の整備 

要配慮者対策 

緊急輸送体制の整備 

医療体制の整備 

こころのケア体制の整備 

第 11節 

第 12節 

第 13節 

第 14節 

第 15節 

食料及び生活必需品等の確保 

噴火災害予防 

第 16節 

第 17節 

風害予防 

農林水産災害予防 

干ばつ災害予防 

防災パトロール 

第 18節 

第 19節 

第 20節 

第 21節 
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第６節  防災体制の整備 

担当部局：全部局 

１ 基本方針 

災害時における応急、復旧対策を円滑に推進するには、平常時から防災に係る組織体制

の整備、充実に努めるとともに、各対策に必要な機能をできる限り集約化していくことが

必要である。このため、市は、応急復旧活動のみならず、予防活動にも活用できる拠点とし

て防災活動施設を整備する。 

また、市及び防災関係機関は、土砂災害の危険箇所等に配慮しつつ、それぞれの機関の

防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び浸水対策等の強化と、総合的な防災機能を有

する拠点・街区の整備、推進に努めるとともに、保有する施設、設備について、再生可能エ

ネルギーシステムの活用を含め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能と

なるような燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等に努める。 

さらに、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災

力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場において、女性の参

画を拡大するとともに、地域における自主防災組織や事業所などとの防災体制の調整や連

携体制の構築に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

２ 市の活動体制 

（１）災害対策本部要員等の確保 

市は、災害発生時に災害対策本部を速やかに設置できるよう災害対策本部室の場所、

設置手順等を定めるとともに、職員の動員、配備、任務等をあらかじめ明確に定めるな

ど、それぞれの責務を遂行するために必要な活動体制を整備する。 

また、市は、応急対策活動の中枢拠点として、地域の防災拠点を整備するとともに、災

害現場での応急対策活動を行う地区拠点の整備に努める。 

（２）災害情報の収集 

市は、災害情報の収集にあたって、平常時から地区、町内会ごとに収集・伝達体制を整

える。 

（３）国、県等との緊急連絡体制等の整備 

市は、被害状況等の把握や、避難勧告又は指示（緊急）及び土砂災害についてはそれら

の解除を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連

絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を

整えておく。 

 

 

 

防災体制の整備 市の活動体制 

防災関係機関の活動体制 
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（４）情報発信 

市は、避難所、地区・町内会ごとの情報提供体制を点検し、必要な整備を図る。 

なお、在宅被災者など、避難所以外における情報提供が十分確保されるよう努める。 

（５）応援協定締結等の推進 

ア 市は、必要に応じて、被災時に周辺市町が後方支援を担える体制となるよう、あら

かじめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置づけるなど、

必要な準備を整える。 

イ 市は、応急活動及び復旧活動に関し、関係期間や企業等との間で相互応援協定の締

結及び災害時協力事業所登録制度の推進など、平常時より連携を強化することにより、

災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう努めるものと

し、協定締結などの連携強化にあたっては、実効性の確保に留意するものとする。な

お、相互応援協定の締結にあたっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な風水

害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定締

結も考慮する。 

ウ 市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体と

の広域一時滞在に係る応援協定の締結や、被災者の運送が円滑に実施されるよう運送

事業者等との協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等

を定めるよう努める。 

（６）受援計画の策定等 

市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機

関から応援を受けることができるよう、受援先の指定、受援に関する連絡・要請の手順、

災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置

体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるとともに関係機関との

情報の共有に努める。 

（７）り災証明交付体制の確立 

市は、速やかにり災証明を交付できるよう、白山野々市広域事務組合消防本部（以下、

「消防本部」という。）と連携し、平常時から次の措置を講ずる。 

ア 住家被害の調査やり災証明書の交付の担当部局を定めること。 

イ り災証明交付のための調査や発行事務の効率化を図るため、マニュアルの作成に努

めるとともに、先導的な事例やＧＩＳ、被災者支援システム等の活用について検討を

行い、所要の体制の整備を図ること。 

ウ 自治体間の支援体制を確立するための協定などを締結すること。 

エ 国、県等が実施するり災証明事務等の研修に対し、職員を積極的に参加させること。 

オ 民間の調査要員の確保策について検討すること。 

（８）応急仮設住宅の建設地等の事前選定 

市は、平常時から、仮設住宅の建設戸数と建設候補地を設定しておくものとする。 

また、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に

十分配慮する。 

（９）災害廃棄物の仮置き場の確保 

市は、災害廃棄物処理計画を策定し、災害廃棄物の仮置き場の確保に努める。 
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（10）被災者生活再建支援制度等の周知 

市は、被災者の早期生活再建を図るため、平常時から、被災者生活再建支援制度、り災

証明制度及び住宅応急修理制度について、市民にわかりやすい制度周知に努める。 

（11）情報のバックアップ化 

市は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ自ら保有するコンピュータシステムや

各種データ（戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係、公共施設、地下埋設物等情

報及び測量図面、情報図面等）の総合的な整備保全並びにバックアップ体制の整備に努

める。 

（12）事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援及び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の構築支援 

市は、事業所等の事業継続計画（ＢＣＰ）策定及び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構

築を支援するため、情報提供等に努める。 

 

３ 防災関係機関の活動体制 

防災関係機関は、災害発生時に災害応急活動を円滑に行えるよう職員の動員、配備、任

務等をあらかじめ明確に定めるなど、それぞれの責務を遂行するために必要な活動体制を

整備する。 
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第７節  通信及び放送施設災害予防 

担当部局：総務部、企画振興部 

１ 基本方針 

災害発生時には、通信施設の被害により住民等が災害の各種情報が得られなくなるおそ

れがあり、また、防災関係機関相互間の情報伝達も確保できなくなることが予想されるの

で、市及び防災関係機関は、情報通信設備の安全性の確保に努めるとともに、多ルート化

の整備等必要な措置を講ずる。 

特に、耐災害性に優れている衛星系ネットワークは、大規模災害発生時における輻轃の

回避に留意しつつ、一体的な整備を図る。 

なお、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、在宅での避難者、応急

仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者、帰宅困難

者、要配慮者利用施設や地下街等の施設管理者等情報が入手困難な被災者等に対しても、

確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 通信用施設設備の整備 

（１）市の整備 

ア 市は、市民等に対する災害時の情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図るため、地域

の実情に応じて、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報システム（Ｊ－

ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭを含む。）、衛星携帯電話、携帯電

話（緊急速報メール機能を含む。）、ソーシャルメディア、ワンセグ、Ｌアラート（災

害情報共有システム）等の多様な情報伝達手段の整備促進を図り、通信の確保に努め

る。 

また、ヘリコプター映像等の外部からの被災情報を入手するため、防災行政無線衛星

系（VSAT）の活用を図る。 

さらに、孤立化が懸念される山間地集落等には、衛星携帯電話等の災害に強い通信機

器の配備に努める。 

イ 市等は、119番通信回線が確保されるよう設備等の保守点検に努める。 

（２）防災関係機関の整備 

防災関係機関は、有線通信の途絶に備えて、情報の迅速かつ的確な収集、伝達を図る

ため、衛星携帯電話などの整備を図り、通信の確保に努める。  

 

通信及び放送施設災害予防 通信用施設設備の整備 

報道事業者との協定 

アマチュア無線協会との連携 

石川県総合防災情報システムの活用 
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（３）応急用資機材の点検整備 

市及び防災関係機関は、停電による通信不能を回避するため、非常用電源（自家発電

用設備、電池等）、移動無線、可搬型無線機等の仮回線などの応急用資機材の確保充実を

図り、非常災害時に使用できるよう対策を講じるとともに、これらの点検整備に努め、緊

急連絡体制を確保する。 

また、災害時において各種通信手段が円滑に運用されるよう、平常時から機器操作及

び通信要領の習熟を目的に、情報伝達訓練等を定期的に実施する。 

（４）災害時優先電話の確保 

市及び防災関係機関は、災害時の電話の利用制限を回避するため、平常時から防災関

係機関・団体間の優先電話の確保に努める。 

 

３  報道事業者との協定 

市は、災害に関し、市民に対して的確な情報を提供できるよう、放送事業者と災害時の

協定を締結するなど、放送事業者との連携に努める。 

 

緊急放送設備の使用に関する協定 

協 定 者 締結年月日  TEL FAX 

㈱あさがおテレビ 緊急放送 H17.11. 1 274-3333 274-3366 

 

４  アマチュア無線協会との連携 

市は、災害に関し、アマチュア無線協会等に対し、災害時の情報収集、伝達の協力が得ら

れるよう連携に努める。 

 

５  石川県総合防災情報システムの活用 

市は、災害時の災害情報を共有し、的確な意思決定を図るため、石川県総合防災情報シ

ステムを活用し、災害情報の収集、伝達に努めるものとする。 
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石川県総合防災情報システム 

 

 

石    川    県 

（災害対策本部） 

・初動体制確保支援システム 

・災害情報収集システム 

・防災業務支援システム 

・災害対策本部室支援システム 

 

関連システム 

･震度情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ(危機対策課) 

･地震被害緊急推定ｼｽﾃﾑ(危機対策課) 

･放射線ﾃﾚﾒｰﾀ(原子力安全対策室) 

･河川情報ｼｽﾃﾑ(河川課) 

･道路総合情報ｼｽﾃﾑ(道路整備課) 

･土砂災害情報ｼｽﾃﾑ(砂防課) 

･広域災害･救急医療情報ｼｽﾃﾑ(医療対策課) 

金沢地方気象台 

気象情報配信事業者 

衛星車載局 

県警ヘリ 

警察本部 

関係警察署 白山市 

災  害  発  生 

消防本部 国等防災関係機関 

  ：専用回線等における気象情報･被害情報･防災活動情報等(･指示等) 

  ：映像情報 

住 
 

民 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 
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第８節  水害予防 

担当部局：総務部、産業部、建設部、消防本部 

１ 基本方針 

水害を予防するため、治山治水事業の促進、多目的ダムによる総合開発、河川・海岸管理

の強化及び水防体制の充実強化等に努める。 

また、豪雨又は高潮・高波に伴う河川、ダム、ため池、海岸等の堤防亀裂、沈下、崩れの

発生、さらには護岸、水門、樋門等の構造物の破損は、水害となって後背地に被害を及ぼす

こととなるので、「石川県水防計画」及び「手取川水防計画」の定めに基づいて所要の警戒

措置をとる。 

さらに、国土交通大臣及び知事が組織する大規模氾濫減災協議会等を活用し、国、県、

市、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者で、密接な連携体制を構築する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水防計画に基づく危険区域の監視 

市は、豪雨に伴って河川の水位が上昇しているとき、若しくは高潮・高波により海岸で

越波が予想されるとき、又は石川県水防計画に定める指定河川（手取川、安原川、高橋川）

に水防警報が発せられたときは、石川県水防計画及び手取川水防計画に定める危険区域の

堤防等の巡視を行い、状況に応じて監視のための水防団員（消防団員）の設置及び消防本

部への要請を行う。 

また、水防管理者は河川管理者の同意を得た上で、河川管理者の協力について、水防計

画に定め、当該計画に基づく河川に関する情報の提供等水防と河川管理の連携を強化する。 

 

３ ダムの操作 

ダム管理者は、洪水調節等について当該ダム等の操作規則又は操作規程の定めるところ

により、適正な操作を行う。 

なお、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において

は、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために緊急の必要があるとき、一級河川に

ついては国土交通省又は知事、二級河川については知事が、ダムの管理者に対して必要な

消防力の充実、強化 出火防止、初期消火 

所要地域の警戒措置等 

消防力の強化 

消防機械器具の点検整備と出動計画等 

消防本部の警戒警備体制の確保 

火災発生防止の徹底 

救助・救急体制の整備 
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措置をとることを指示する事となるが、市が、洪水による災害発生、又は発生するおそれ

があると認められる場合を確認した場合は、県に対して必要な措置について要請する。 

 

４ 農業用排水路、ため池等の点検 

市又は土地改良区等の管理に係る農業用排水路、ため池等にあっては、それぞれの管理

団体が点検を行い所要の予防措置を講ずる。 

また、市は、防災重点ため池をはじめ、災害による破損等で決壊した場合に大きな被害

をもたらすおそれのあるため池について、ハザードマップの作成・周知等により、関係住

民に適切な情報提供を図る 

 

５ 水防資機材の点検配備 

水防倉庫の管理者は、格納資機材の点検を定期的に行うとともに、豪雨に伴って河川の

水位が上昇しているとき、若しくは高潮・高波により海岸で越波が予想されるとき、又は

石川県水防計画に定める指定河川及び指定海岸に水防警報が発せられたときは、堤防監視

の結果や出水状況に応じて水防作業のしやすい位置に資機材の配備を行う。 

また、水防管理者は、使用後直ちに不足分を補充する。 

 

６ 水防作業人員の確保 

市は、豪雨に伴って河川の水位が上昇したとき、若しくは高潮・高波により海岸で越波

が予想されるとき、又は石川県水防計画に定める指定河川及び指定海岸について水防警報

が発せられたときは、石川県水防計画及び手取川水防計画に定めるところにより水防作業

上必要な人員を確保する。また、洪水や高潮・高波等の発生時における水防活動その他の

危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮する。 

 

７ 雨量及び水位情報の収集 

市及び消防本部は、石川県河川総合情報システム等により自主的に常時雨量及び水位情

報を入手し、水防警報発表前にあっても状況を勘案して出動準備や出動に遺漏のないよう

注意する。 

 

８ 避難準備措置の確立 

（１）避難準備措置 

市長は、豪雨に伴って河川の水位が上昇したとき、若しくは高潮・高波により海岸で越

波が予想されるとき、又は石川県水防計画に定める指定河川及び指定海岸に水防警報が

発せられたときは、その状況に応じて溢水あるいは破堤により直接被害を受けるおそれ

のある地域の市民、滞在者その他の者に対し速やかに避難準備・高齢者等避難開始、避難

勧告、避難指示（緊急）を発令するなど、人の生命又は身体を災害から保護するための避

難準備措置を講ずる。 

また、県は市長が行う避難勧告若しくは指示（緊急）又は「屋内安全確保」の指示の判

断を支援するため、市長に河川の状況等を直接伝えるなど、その通知に係る情報提供を

する。 
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（２）洪水予報河川、水位周知河川の洪水浸水想定区域の指定等 

国及び県は、水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川又は氾濫危険水位（（水

防法第13条で規定される特別警戒水位）以下「氾濫危険水位」という。）を定めその水位

に到達した旨の情報を提供する河川において、想定し得る最大規模の降雨により河川が

氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及

び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を公表するとともに、市長へ通知し、

必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知するものとする。また、県は、その他の

河川についても、過去の浸水実績を活用する等、河川の状況に応じた方法を用いて、市へ

浸水想定の情報を提供するよう努める。 

市長は、洪水予報河川、水位周知河川に指定されていない中小河川について、河川管

理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これ

を水害リスク情報として住民、滞在者その他の者へ周知するものとする。 

水防管理者は、洪水浸水想定区域内にある輪中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制

する効用があると認めたときには、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、

浸水被害軽減地区に指定することができる。 

（３）市地域防災計画において定める事項 

市は水防法に基づき、浸水想定区域の指定があったときは、当該浸水想定区域ごとに

次に掲げる事項について定めるものとする。 

ア 洪水予報、避難判断水位の水位到達情報の伝達方法 

イ 避難場所及び避難経路に関する事項、避難訓練に関する事項その他洪水時の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るための必要な事項 

ウ 浸水想定区域内に主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で、当該施設

の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがあ

る場合には、これらの施設の名称、所在地及びこれらの施設の所有者又は管理者への

洪水予報等の伝達方法 

（４）洪水ハザードマップの作成 

市は、国及び県からの洪水浸水想定区域に関する情報に基づいて県の「洪水等避難計

画作成支援マニュアル」等を活用し、地域の実情に応じた「避難計画」等をあらかじめ作

成するとともに、上記(3)の事項について示した洪水ハザードマップ等を作成し、住民に

周知するものとする。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き

避難が必要な区域」として明示することに努める。 

また、洪水予報河川、水位周知河川以外の氾濫のおそれがある中小河川についても、

市は、県の「洪水等避難計画作成支援マニュアル」を活用し、簡易浸水想定区域図及び避

難計画等の作成に努める。 

なお、避難計画の作成にあたっては、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まって

いたほうが安全な場合等やむを得ないときは、「屋内安全確保」を講ずべきことにも留意

するとともに、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水との同時

発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 

（５）企業防災の促進 

ア 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等
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の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、防災体制に関する事項、避難誘導に関

する事項、浸水の防止のための活動に関する事項、避難の確保及び浸水の防止を図る

ための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務

に関する事項等に関する計画（以下「避難確保・浸水防止計画」という。）を作成する

とともに、避難確保・浸水防止計画に基づき自衛水防組織を設置する。 

また、作成した避難確保・浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について市長に報

告するとともに、当該計画を公表する。 

なお、避難確保・浸水防止計画を作成しようとする場合においては、接続ビル等（地

下街等と連続する施設であって、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な

避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのある施設）の管理者等の意見を聴くよう努

める。 

イ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を

定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘

導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練

に関する事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を

作成し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。 

また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に報告する。 

ウ 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工

場等の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、浸水の防止のための活動に関す

る事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等に関する

計画（以下「浸水防止計画」という。）の作成及び浸水防止計画に基づく自衛水防組織

の設置に努めるものとし、作成した浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について

市長に報告する。 

 

９ 地下空間の浸水対策 

（１）市は、地下街、ビルの地階などの地下空間について、浸水防止施設の設置を推進する

ため、施設の具体的事例等必要な情報を地下空間の管理者等に提供する。 

（２）地下空間の管理者は、浸水防止施設の設置に努めるとともに、円滑な避難誘導ができ  

るよう避難誘導計画等の整備に努める。 

（３）道路管理者は、道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示板等必要

な施設の整備を図るとともに、警察機関及び消防機関等との連携のもとで、適切な道路

管理に努めるものとする。 

 

10 自衛水防組織の育成、防災訓練の実施 

（１）水防協力団体の育成 

水防管理団体は、水防団及び水防協力団体の研修・訓練や災害時における水防活動の

拠点となる施設の整備を図り、水防資機材の充実を図る。 

また、青年層・女性層の団員への参加促進等、水防団の活性化を推進するとともに、Ｎ

ＰＯ、民間企業、自治会等多様な主体を水防協力団体として指定することで水防活動の

担い手を確保し、その育成、強化を図る。 
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（２）防災訓練の実施 

ア 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等

の所有者又は管理者は、洪水時の避難確保及び浸水防止に関する計画に基づき、避難

誘導、浸水防止活動等の訓練を実施する。 

イ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を

定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、水害や土砂災害が発生するおそ

れがある場合における避難確保に関する計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施する。 

また、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等に

ついて、定期的に確認するよう努める。 

ウ 浸水想定区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工

場等の所有者又は管理者は、洪水時の浸水防止に関する計画に基づき、浸水防止活動

等の訓練の実施に努める。 
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第９節  風害予防 

担当部局：総務部、産業部、建設部 

１ 基本方針 

風害の予防は防風施設の整備等によりその効果を期すべきものとするが、季節風、台風

に対する災害予防は予想し得る気象状況を早期に把握して、必要な措置を講ずる。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災林造成事業による防除 

海岸地帯は絶えず季節風、台風、海陸風とあらゆる風が通過し、海岸の砂や塩分を内陸

部に移送して後方の人家、産業施設、農耕地等に対して慢性的あるいは急性的に甚大な災

害をもたらしている。 

県及び市は、これらの海岸砂地に対して海岸砂地造林事業を実施して、風による飛砂及

び砂丘の移動を防止し、また、潮害を防ぐとともに、防災林造成事業を実施して、風による

公共施設、農耕地、人家等の被害をなくするよう努める。 

 

３ 小型船舶の事前避難措置 

小型船舶の事前避難措置は、それぞれ当該船舶の所有者が実施するものとし、台風情報

によりあらかじめ危険が察知されるときは、遭難防止のため出港を見合わせる等、所要の

措置を講ずる。 

漁業協同組合は、出漁中の事故防止のため、警報等発令時における出漁漁船の帰港等に

ついて、事前に組合員と申し合わせを行い、自主避難体制に基づき、無線電話による警告、

標識による警告等所要の措置を講ずる。 

金沢海上保安部は、航行船舶に対して、周知可能な方法によって警告を行うほか、必要

に応じて小型船舶の出漁海域に直接巡視船艇を派遣して避難勧告を行う。 

 

４ 電力施設の予防対策 

電力施設の風害予防対策については、本章第23節「公共土木施設等の災害予防」に準ず

る。  

 

風害予防 防災林造成事業による防除 

小型船舶の事前避難措置 

電力施設の予防対策 

通信施設の予防対策 

家屋その他の建築物の倒壊防止、緊急措置 

高波による被害の防除措置 
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５ 通信施設の予防対策 

通信施設の風害予防対策については、本章第７節「通信及び放送施設災害予防計画」に

準ずる。 

 

６ 家屋その他の建築物の倒壊防止、緊急措置 

家屋その他建築物の倒壊を防止するための緊急措置は、それぞれの管理者が行い、状況

に応じて、市は、それぞれ管理者に対して次の措置の徹底を図る。 

（１）はずれやすい戸や窓、弱った壁などには、筋かい、支柱等の補強材による応急的な補

強工事を行う。 

（２）屋根の補強として、棟木、母屋、梁をかすがいで止め、トタンは垂木を打ちつけ、棟瓦

は上部にも針金を渡して上下で結束する。 

（３）建築物周囲の倒れるおそれがある立木は枝おろしをする。 

(1)から(3)までの緊急措置の徹底が困難であるか又はこれらの措置によっても被害の防

止が困難であるような緊急事態に際しては、当該家屋等の現在者に対して市が避難のため

の立退きを指示し、あらかじめ定めた避難所に収容する。 

 

７ 高波による被害の防除措置 

市は、風浪の状況に応じて、護岸、防潮堤の巡視を行うものとし、水害計画に準じ、危険

区域の監視、水防資機材の点検配備、水防作業人員の確保、避難準備措置の確立に努める。 
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第１０節  消防力の充実、強化 

担当部局：総務部、消防本部 

１ 基本方針 

都市の過密化、建築物の高層化、危険物需要の拡大等により、火災の延焼防止上の危険

要因が増大している。 

このため、市及び白山野々市広域事務組合消防本部（以下「消防本部」という。）は、消

防力の充実、強化、火災予防のための指導の徹底、危険物等の安全確保に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 出火防止、初期消火 

（１）出火防止 

ア 火の使用に関する制限等は、白山野々市広域事務組合火災予防条例の定めるところ

であり、火を使用する設備等の所有者・使用者は、出火の予防についてそれぞれの責

任において必要な措置をとる。 

イ 市及び消防本部は、防火思想の普及、火気器具の取扱い、消火器具の使用方法等に

関し、火災予防運動等を通して指導を行い、出火防止の徹底を図る。 

（２）初期消火体制の確立 

火災による被害防止、又は被害の軽減を図るには、初期消火が基本である。市は、防火

用水の確保、可搬式小型動力ポンプの設置及び化学消火剤の備蓄等により初期消火体制

の確立を図る。 

特に、市民に対して、家庭に小型消火器を常備するよう普及に努めるとともに、自主

防災組織、自衛消防隊等地域住民による初期消火活動が積極的に行われるよう指導育成

に努める。 

 

 

消防力の充実、強化 出火防止、初期消火 

火災予防上の通知等 

火災警報の発令 

所要地域の警戒措置等 

消防力の強化 

消防機械器具の点検整備と出動計画等 

消防本部の警戒警備体制の確保 

火災発生防止の徹底 

救助・救急体制の整備 
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３ 火災予防上の通知等 

知事は、全県的な規模における気象状況が次のとおり火災の延焼防止上危険な状況であ

ると認めたときは、災害対策基本法第55条及び消防法22条の規定に基づき、予想される災

害の事態及びこれに対しとるべき措置について、市長に必要な通知又は要請をする。 

（１）台風の接近などによる強風時、又はフェーン現象発現時等、気象状況が火災の延焼防

止上危険であると認められるとき 

（２）その他警戒上特に必要があると認められるとき 

 

４ 火災警報の発令 

市は、上記により知事から火災気象通報を受けた場合のほか、気象の状況が火災の予防

上危険であると認めるときは、あらかじめ設定した発令基準に基づき、火災警報を発令す

る。 

  

５ 所要地域の警戒措置等 

（１）所要地域の防火のための警戒 

ア 市及び消防本部は、台風の接近などによる強風時、又はフェーン現象発現時等大規

模火災が発生するおそれがある気象状況下における所要地域の防火のための警戒措置

が十分行われるよう必要に応じて消防本部に出動を命ずる。 

イ 市及び消防本部は、木造大規模建築物、危険物等貯蔵所、大量火気使用場等火災発

生危険の大きいもの、若しくは火災が発生した場合著しく拡大延焼するおそれのある

防火対象物又は文化財等については、防火管理者の協力等により特別な警戒措置がと

られるようあらかじめ指導協議の上、所要の警戒計画を定めておく。 

（２）破壊消防による防ぎょ線の設定等 

市及び消防本部は、火災被害の想定をもとに、破壊消防による防ぎょ線の設定場所、方

法、補償、破壊用具の整備又は調達などについて事前に検討し、計画を立てておく。 

 

６ 消防力の強化 

市及び消防本部は、消防施設装備等の強化や消防体制の充実、消防水利の多様化及び消

防団の活性化を図るなど、消防力の強化に努める。 

（１）消防施設装備等の強化 

市及び消防本部は、「消防力の整備指針」に定められた施設及び人員を目標として、消

防の責任を十分果たすために必要な消防体制の確立に努める。 

（２）消防水利の強化 

市及び消防本部は、危険地域における消火栓、耐震性貯水槽、防火水槽などの消防水

利を増設し、その適正配置を推進する。 

また、海水、河川水などの自然水利はもちろんのこと、井戸、ため池、ダム、農業用水

及び工業用水なども消防水利として利用できるよう事前に検討し、利用計画を定めてお

く。 
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（３）消防団の活性化 

市及び消防本部は、地域における消防防災の中核として、消防団の大規模災害等への

対応力を強化し、施設・装備の充実、知識・技能の向上を図る。 

また、消防団については、団員の条例定数確保を当面の目標とし、女性消防団員の入

団促進、事業所の消防団活動への理解促進、将来の消防の担い手となる子どもに対する

啓発等を推進するとともに、地域ぐるみで活性化を図る。 

（４）関係機関の連携強化 

市は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、消防防災

体制の整備に努める。 

 

７ 消防機械器具の点検整備と出動計画等 

市及び消防本部は、消防本部に消防機械器具の点検整備を徹底させるとともに、次の事

項についてあらかじめ計画を定めておく。 

（１）消防機械器具の特別点検整備計画 

（２）出動計画等 

ア 要員招集計画 

消防ポンプ自動車にあっては、少なくとも機関員待機以上の体制をとり、必要な招

集待機の計画を定めておく。なお、消防ポンプ自動車以外の消防ポンプに対する団員

待機についても計画を定めておく。 

イ 出動計画 

消防署及び消防団の地域別、区分別の出動計画を定め、統制ある消防活動を行うよ

う配意するとともに、次の事項についても計画を定めておく。 

（ｱ） 特殊危険地域に対する出動、消防計画 

（ｲ） 飛火警戒のための出動、配置計画 

（ｳ） 応援部隊の誘導、配置計画 

（ｴ） 隣接市町からの要請に基づく区域外出動計画 

ウ 現場水利統制計画 

 

８ 消防本部の警戒警備体制の確保 

市及び消防本部は、台風の接近などによる強風時、又はフェーン現象発現時等大規模火

災が発生するおそれがある気象状況下における消防本部の警戒警備体制の確保に努めるも

のとし、あらかじめ警戒警備計画を定めておく。 

この計画は、おおむね次の事項について策定する。 

ア 警戒のための組織体制 

イ 警戒区域の分掌 

ウ 警戒出動のための要員招集又は伝達方法 

エ 煙火打上げ、火入れ等の火気使用制限など予防措置の対象別地域別規制計画 

オ 消防無線、防災行政無線、有線放送等の通信の確保 

カ 上水道、用水路等の水利統制のための要員待機計画 
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９ 火災発生防止の徹底 

台風の接近などによる強風時、又はフェーン現象発現時等大規模火災が発生するおそれ

がある気象状況下においては、市民に火災発生防止の徹底を図るため、次の措置を講ずる。 

（１）緊急（ラジオ、テレビ等による）広報 

市及び消防本部は、ラジオ、テレビ等報道機関の協力を得て、あるいは防災行政無線

等を活用して、市民に火災発生防止の徹底を図る。 

（２）予防広報等 

市は、宣伝広報車等による巡回予防広報、無線放送施設を利用しての一斉広報等によ

り、火災予防上必要な事項について市民に徹底するものとし、このための予防広報計画

をあらかじめ定めておく。 

（３）特別予防査察 

市は、火災予防上、特に危険な地域及び防火対象物に対し火気使用制限の措置事項等

について必要な特別予防査察を実施するものとし、あらかじめ特別予防査察実施計画を

定めておく。 

 

10 救助・救急体制の整備 

（１）救助資機材の整備 

ア 市及び消防本部は、大規模災害時に発生するあらゆる救助事案に的確に対応するた

めに、高度救助資機材の整備を図る。なお、必要に応じ、民間事業者等との連携を図

る。 

イ 家屋や建造物などの重量物の下敷になった人々の救出を迅速に行うため、レスキュ

ーツール、エンジンカッター及びチェーンソー等の救助資機材の整備を図る。 

（２）救急体制の整備 

市及び消防本部は、大規模災害時には同時に多数の傷病者が発生することから、傷病

者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うため、治療優先順位を決定する方

法としてトリアージ・タッグ（患者識別票）の整備、現場での救命効果向上のための高規

格救急自動車の整備拡充、救急救命士の育成、高度救命処置用資機材及び救護所用資機

材の整備に努める。 

また、災害時に迅速に医療機関に搬送するため、広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）の活用を図る。 
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第１１節  避難体制の整備 

担当部局：全部局、警察署 

１ 基本方針 

市は、建物倒壊及び出火・延焼等の災害に備えて、災害の危険が切迫した緊急時におい

て安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所並び

に避難路について、管理者の同意を得た上で、必要な数・規模の施設等をあらかじめ指定

し、町内会、自主防災組織等を通じて住民に周知徹底を図るとともに、防災に関する諸活

動の推進にあたり、公共用地の有効活用を図る。 

また、避難所については、救護所及び仮設トイレの設置など生活環境の整備のほか要配

慮者にも配慮した施設等の整備や施設等の耐震性の向上に努めるとともに、町内会、自主

防災組織等を通じて市民に周知徹底を図る。 

さらに、あらかじめ自助、共助による運営を基本とした「避難所運営マニュアル」を作成

し、普及に努める。この際、住民等への普及にあたっては、住民等が主体的に避難所を運営

できるように配慮するよう努める。 

なお、市は、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が

避難するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

市は、災害時に住民が安全かつ迅速に避難できるよう次の事項に留意し、避難路、指定

緊急避難場所等をあらかじめ指定するとともに、町内会、自主防災組織等を通じて、防災

訓練の実施や防災マップの作成・配布により、その内容を住民等に周知徹底を図るものと

する。なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

また、市は、災害の想定等により、必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避

難場所を近隣市町に設ける。 

（１）指定緊急避難場所 

ア 被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地するが災害

に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受入部分

及び当該部分への避難経路を有する施設であること。 

避難体制の整備 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

二次避難支援体制の整備 

交通規制 

避難誘導標識等の設置 

安全確保計画 

避難所運営マニュアルの作成 
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なお、緊急の避難場所として道路空間が有効な避難場所と判断される場合は、各道路

管理者と協議の上、相互に協力し、避難場所として整備を図る。 

イ 災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制を有しているこ

と。 

ウ 下記の災害の発生のおそれのない区域又は、当該災害に対して安全な構造であるこ

とのほか、このうち、浸水、津波等については、その水位よりも避難上有効なスペース

があること。 

（ｱ） 土砂崩れ、がけ崩れ、雪崩、浸水などの危険性がない所であること。 

（ｲ） 津波に対する安全性 

沿岸地域及び河川の下流域にあっては、海抜の高い所であること。 

（ｳ） 火災に対する安全性等 

周囲から火災が迫ってきた場合でも、避難所内で住民の身体の安全が確保できる

広さを有するとともに、危険物等が蓄積されていない所であること。 

エ 指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指

定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民

等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行う

べきこと。 

（２）指定避難所 

  ア 被災者等を滞在させるために必要となる適切な規模を有するものであること。 

イ 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可

能な構造又は設備を有するものであること。 

ウ 想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 

エ 災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあること。 

オ 火災に対する安全性等 

周囲から火災が迫ってきた場合でも、避難所内で住民の身体の安全が確保できる広

さを有するとともに、危険物等が蓄積されていない所であること。 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又はその近傍

で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、医薬品等避難生活に必要な物資等の

備蓄に努めること。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡

易ベッド、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電や蓄電池の活用を含

む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、障害者、

乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や相談等の支援を受けることがで

きる体制の整備に努めること。 

キ 被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図ること。 

ク ペット動物の飼育場所等について検討すること。 

ケ 避難所の規模（受入可能人数）・設備内容について、定期的に点検を行い、適切な配

置に努めるとともに、避難が長期化した場合に備えて、被災者の健康管理等の観点か

ら、あらかじめ公営や民間の宿泊施設の指定に努める。 
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コ 学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、

避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用

方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

サ 指定管理施設が避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運

営に関する役割分担等を定めるよう努める。 

シ 地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえること。 

（３）避難路 

ア 土砂崩れ、がけ崩れ、雪崩、浸水などの危険性がないこと。 

イ 道路付近に延焼の危険のある建物、危険物施設がないこと。 

ウ 地盤が堅固で、地下に危険な埋設物がないこと。 

エ 浸水の危険のない道路であること。 

オ 自動車の交通量が少ない道路であること。 

（４）避難勧告・指示（緊急）等の判断基準の策定等 

ア 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川、水位周知河川に

ついては、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報により具体的な避

難勧告等の発令基準を設定するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫に

より居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについて

は、同様に具体的な避難勧告等の発令基準を設定することとする。 

また、避難勧告等の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえって居住者等に

とってわかりにくい場所が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告した

り、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水

等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設

定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。 

県は、これらの基準及び範囲の設定及び見直しについて、国とともに、必要な助言等

を行うものとする。 

イ 市は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべ

き業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を

あげた体制の構築に努める。 

（５）避難勧告等実施責任者の代理規程の整備 

市長不在時における発災時の避難勧告等発令に係る代理に関しては、第３章第１節「初

動体制の確立 」７意思決定手続きに準ずる。 

 

３ 二次避難支援体制の整備 

高齢者や障害者等は一般の避難所では健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、

市は、地区ごとの福祉避難所の指定など受入・支援体制の整備を図る。 

また、県の二次避難支援の指針を踏まえ、二次避難支援マニュアルを作成し、関係団体

との連携により、避難行動要支援者の一般の避難所から福祉避難所への避難、または、社

会福祉施設への緊急入所若しくは医療機関への緊急入院を円滑に行う体制の確保に努め

る。   
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４ 交通規制 

白山警察署は、災害時の避難を容易にするため、避難場所の周辺及び周辺道路において、

交通規制を実施するなど交通混乱の防止に努める。 

 

５ 避難誘導標識等の設置 

市は、避難場所等について、町内会、自主防災組織等を通じて周知徹底を図るとともに、

避難誘導標識及び避難場所等の表示標識を設置する。 

誘導標識については、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害

の種別に対応した避難場所であるかを明示するようと努める。このため、県及び市は、災

害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

また、観光客等土地に不慣れな方にもわかりやすい視認性の良い避難誘導標識や、外部

電源が遮断された際にも夜間発光する再生可能エネルギーと蓄電池を併設した避難誘導灯

等の設置に努める。 

 

６ 安全確保計画 

（１）児童生徒の安全確保 

市教育委員会及び各学校長は、あらかじめ災害に応じた避難場所の複数化や二次避難

場所等の設定を含む「避難誘導計画」を策定し、避難経路の安全を確認するとともに、

市、ＰＴＡ等と協議し、保護者等との連絡方法や引き渡し、下校の方法及び飲料水・医薬

品等の調達等についても定めておく。 

また、平素からこの計画に基づく訓練等を実施し、避難に万全を期す。 

（２）事業所等の安全確保 

病院、社会福祉施設、興行場、事業所等多人数が利用、入所又は勤務する施設や観光及

び商業施設など市民以外にも多くの利用者が利用する施設、またその他防災上重要な施

設の管理者は、あらかじめ設備等の定期点検や避難等の計画を定め、関係職員に周知徹

底を図るとともに、訓練等を実施し、避難に万全を期す。 

 

７ 避難所運営マニュアルの作成 

市は、避難所における円滑な救護活動や要配慮者及び在宅の被災者への適切な対応を図

るため、「石川県避難所運営マニュアル策定指針」等を活用し、自助、共助による運営を基

本とした避難所運営マニュアルを作成する。 
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第１２節  要配慮者対策 

担当部局：健康福祉部、観光文化スポーツ部 

１ 基本方針 

災害発生時には、乳幼児、障害者、傷病者、高齢者、妊婦、外国人など災害に際して必要

な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をとることが困難な要配慮者が被害を受ける

可能性が高まっている。 

このため、市及び社会福祉施設等の関係機関は、市民、町内会、自主防災組織等の協力を

得ながら災害から要配慮者を守るための防災対策の一層の充実を図る。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２  在宅の要配慮者への配慮 

（１）避難行動要支援者名簿の作成等 

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

ることが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要

するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、避難行動要支

援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うための措置について定める。 

ア 避難行動要支援者名簿の作成 

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携のもと、平常

時より県との連携及び民生委員・児童委員、介護職員、町内会、自主防災組織、ボラン

ティア等の活動を通じて、避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者

名簿を作成する。 

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避

難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新するととも

に、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名

簿情報の適切な管理に努める。 

イ 名簿情報の利用及び提供 

市は、避難支援等に携わる関係者として消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、町内会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人の同意を得る

ことにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力

を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制

の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。 

その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

 

要配慮者対策 在宅の要配慮者への配慮 

社会福祉施設等の防災体制の整備 

外国人住民等に対する防災対策 
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ウ 避難行動要支援者の避難場所から避難所への移送 

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

するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ

定めるよう努める。 

（２）避難行動要支援者の避難支援計画の策定 

市は、県、警察本部等との連携のもと、消防団、町内会、自主防災組織等をはじめ、平

常時から避難行動要支援者と接している社会福祉協議会、地区民生委員・児童委員協議

会、介護サービス事業者、障害者団体等の福祉関係機関と協力して、個人情報保護やプラ

イバシーに配慮しつつ、避難行動要支援者に関する情報の共有、避難支援プランの策定

等に努める。 

特に、避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報の収集・共有の方法、避難支

援体制など避難行動要支援者対策の取り組み方針を明らかにした避難支援プラン全体計

画の策定等に努める。 

（３）緊急通報システム等の整備 

市は、在宅の要配慮者の対応能力を考慮した緊急通報システムの整備を進めるととも

に、地域ぐるみの避難誘導体制の確立を図る。 

（４）防災知識の普及及び防災訓練の充実 

市は、要配慮者及びその家族に対して、パンフレット配布等による防災知識の普及を

図るとともに、地域の防災訓練に参加できるよう訓練内容を工夫する。 

（５）防災マップの作成 

市は、要配慮者の円滑な避難等に資するため、防災意識の普及啓発及び災害時に活用

できる、コミュニティ単位の防災マップの作成に努める。 

（６）避難行動要支援者避難支援マップの作成 

市は、避難行動要支援者の円滑な避難支援のために、防災関係者が活用するコミュニ

ティ単位の避難支援マップの作成に努める。 

（７）福祉避難所の指定 

市は、高齢者や障害者等は一般の避難所では健康の維持・確保が困難な要素が多いこ

とから、地区ごとの福祉避難所の指定を行う。 

（８）二次避難支援体制の整備 

市は、県の二次避難支援の指針を踏まえ、二次避難支援マニュアルを作成し、関係団

体との連携により、福祉避難所への避難、緊急入所や緊急入院の必要な要配慮者の受入

体制の確保に努める。 

 

３ 社会福祉施設等の防災体制の整備 

（１）防災組織体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、県が示す指針を活用するなどし、施設の実情に応じた具

体的な防災計画を定め、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制を明確化してお

く。 

また、社会福祉施設等の管理者は、平常時から関係機関、市民及び町内会、自主防災組

織等と連携を密にし、利用者の実態に応じた協力が得られるような体制づくりに努める。 
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市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼

稚園・保育所・認定こども園等との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（２）防災設備等の整備 

社会福祉施設等の管理者は、できるだけ土砂災害等の危険性の少ない場所に施設を立

地するよう努めるものとする。 

また、施設の災害に対する安全性を高めるため、施設の防災設備の整備等に努めると

ともに、電気、水道等の供給停止に備えて、施設種別を考慮して利用者や職員の生活維持

に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄及び情報通信手段の確保等を行う。 

また、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電や蓄電池の活用を含む）を備える

施設については、その設置場所を工夫する。 

（３）防災教育、防災訓練の充実 

社会福祉施設等の管理者は、防災に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等に

ついての理解、関心を高めるため、施設の職員等に対して防災教育を実施する。 

また、災害時の切迫した状況下においても、適切な行動がとれるよう各々の施設の構

造や土地条件・避難場所を考慮して防災訓練を定期的に実施する。特に、自力避難が困難

な者等が利用している施設にあっては、職員が手薄になる夜間における防災訓練につい

ても配慮する。 

 

４ 外国人住民等に対する防災対策 

市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人住民や海外からの旅行者が災害時に迅

速かつ的確な行動がとれるよう、市国際交流協会等の協力を得て、以下の防災環境づくり

に努める。  

（１）避難誘導標識及び避難場所等の表示標識を簡明かつ効果的なものとするとともに、多

言語化を推進する。 

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

整備に努める。 

（３）多言語による防災知識の普及を推進する。 

（４）外国人住民等の防災訓練への参加を推進する。 

（５）地域全体で、外国人住民等への支援システムや救助体制の整備などに努める。 
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第１３節  緊急輸送体制の整備 

担当部局：総務部、建設部 

１ 基本方針 

道路管理者は、災害応急対策を実施するための要員及び物資等の輸送に必要な緊急輸送

道路を定め、整備に努める。また、緊急輸送道路について、災害時の交通の確保を図るた

め、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うものとする。 

県及び市は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のた

めに確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の輸送施設及びトラックターミナル、卸売市

場、展示場、体育館等の輸送拠点、ヘリコプター臨時離着陸場（以下「臨時離着陸場」とい

う。）の適地をあらかじめ把握しておき、緊急事態に備えるとともに、市は、支援物資等の

輸送の受け皿となる漁港の整備・充実を図る。 

また、県及び市は、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、市が開設する

地域内輸送拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送ネットワークの形成を図る

とともに、指定公共機関その他の関係機関等に対する周知徹底に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緊急輸送道路ネットワークの整備 

県は、設定基準及び接続される防災拠点等に基づき選定された緊急輸送道路ネットワー

クを、次の３つに区分し整備している。 

区     分 設 定 基 準 接続される防災拠点 

第１次緊急輸送道路 

初動体制の確保、地域間相
互の連携、救命活動の対応
する路線 

 

県庁、土木（総合）事務所、市役所・町役
場、国土交通省・中日本高速道路等出先機
関、空港、重要港湾、災害拠点病院、消防
本部・消防署、自衛隊基地、警察署 

第２次緊急輸送道路 

飲料水・食料品等の最低限
必要な物資の供給確保、救
急活動等の地域相互の支援
体制の確保に対応する路線 

市役所・町役場の支所、中心都市駅、広域
物流拠点、臨時離着陸場適地、地方港湾、
漁協、現地医療班派遣病院、テレビ・ラジ
オ局 

第３次緊急輸送道路 

復旧活動、路線の多重化・
迂回路確保等に対応する路
線 

― 

 

 

 

緊急輸送体制の整備 緊急輸送道路ネットワークの整備 

臨時離着陸場の整備 

漁港の整備 

民間事業者等の活用 
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３ 臨時離着陸場の整備 

市は、道路の損傷により陸上輸送に支障をきたす場合に備えて、ヘリコプターの離着陸

可能な空地を調査し、臨時離着陸場を設ける。 

また、ヘリコプターが安全に離着陸ができるよう十分な面積を有する空地を確保し、周

囲に障害物となるものが生じないよう維持管理に努める。 

 

４ 漁港の整備 

市は、人員・物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能を確保するため、岸壁・道

路等を強化する。 

また、緊急物資の集積及び市民の避難等のための広場等についても整備を図る。 

 

５ 民間事業者等の活用 

（１）県及び市は、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資

の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として活用

可能な運送事業者等の施設の把握及びそれらを活用するための体制整備を図る。 

（２）県及び市は、物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の

標準化、物資の輸送拠点となる施設への非常用電源や非常用通信設備の設置の推進、緊

急通行車両等への優先的な燃料供給等、環境整備に努める。 

（３）県及び市は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章

交付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を

円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自

らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 
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第１４節 医療体制の整備 

担当部局：健康福祉部 

１ 基本方針 

災害時には、家屋の倒壊、道路の損壊、火災等により多数の負傷者が発生し、更に医療機

関の被災やライフラインの機能停止等による診療機能の低下が予想される。このような混

乱した状況のもとで、市民の生命と安全を守るため、迅速な医療救護が要求される。 

このため、市は、防災関係機関と緊密な連携を図りながら、被災者の救護に万全を期す

ため、医療救護体制の整備に努める。 

また、医療機関は、被災時にあっても診療機能を維持するための施設・設備の整備に努

めるとともに、それぞれの役割に応じた医療救護活動を実施するための体制を整備するな

ど、平素から災害の発生に備える。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）市 

ア 市は、地域の実情にあわせた医療救護班を編成しておく。ただし、市独自で医療救

護班編成が不可能な場合は、広域圏で編成する。 

イ 医療救護班編成にあたっては、白山ののいち医師会の協力を得て、仮設診療所の開

設や医療機関の統括としての協力を得る。 

ウ 医療救護班は、原則として医師１名、看護師２名、補助者２名（運転手、連絡員）

を一班とするよう編成し、できるだけ薬剤師１名も加えるよう努める。 

また、連絡体制についても定めておく。 

なお、編成された医療救護班については、県へ報告し、変更した場合も同様とする。 

エ 市は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定めるとともに、

県が設置する地域医療救護活動支援室への当該責任者の参加及び連携について定めて

おく。 

オ 市は、災害時に重症患者等の処置及び収容を行う病院をあらかじめ指定しておく。 

カ 市は、災害が発生した場合、直ちに医療救護活動が円滑に開始できるよう応急救護

設備等の整備に努めるとともに、常に点検を行っておく。 

キ 市は、避難所における救護所の設置について、あらかじめ当該管理者と協議してお

く。 

ク 市は、病院、救護所の被害状況や傷病者の受入情報等の収集方法をあらかじめ定め

ておく。 

 

医療体制の整備 医療救護体制の整備 

情報連絡体制 

医薬品等及び輸血用血液の備蓄・供給体制 
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（２）医療関係団体 

白山ののいち医師会等の医療関係団体は、市からの派遣要請に円滑に対応し、医療救

護活動が、効果的かつ効率的に行えるよう、活動マニュアル等の整備に努めるとともに、

平時から、研修・訓練の実施に努める。 

（３）災害拠点病院 

ア 災害拠点病院は、災害の発生に備え、患者の安全確保、ライフラインが機能停止し

た場合における診療機能の維持（業務継続計画）、重症患者の受入れ及び搬送、ＤＭＡ

Ｔ（災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム）及び

医療救護班の編成・派遣、他の医療機関から派遣されたＤＭＡＴ及び医療救護班の受

入れ、地域の医療機関への応急用医療資機材の貸出しなどについて記載した災害対応

マニュアルを作成しておく。 

イ 災害拠点病院は、災害対応マニュアルに基づき、定期的な防災訓練を実施する。 

（４）救急告示病院 

ア 救急告示病院は、災害の発生に備え、患者の安全確保、ライフラインが機能停止し

た場合における診療機能の維持（業務継続計画）、傷病者の受入れ及び搬送、医療救護

班の編成及び派遣並びに他の医療機関から派遣された医療救護班の受入れ（公立病院

等※）などについて記載した災害対応マニュアルを作成し、それに基づく定期的な防

災訓練の実施に努める。 

（※公立病院等……大学病院、公立病院、国立病院機構の病院、金沢赤十字病院、済生会

金沢病院、地域医療機能推進機構金沢病院） 

イ 救急告示病院は、地域の災害拠点病院が実施する定期的な防災訓練への参加に努め

る。 

（５）一般医療機関 

ア 一般医療機関は、患者の安全確保、ライフラインが機能停止した場合における診療

機能の維持（業務継続計画）などについて記載した災害対応マニュアルを作成し、そ

れに基づく定期的な防災訓練の実施に努める。 

イ 透析医療機関は、被災により人工透析が困難となる場合に備え、他の透析医療機関

との協力体制を確立しておく。 

ウ 人工呼吸器等を使用している患者を抱える医療機関は、災害時にこれらの患者の搬

送先等の計画を定めておく。 

 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制 

市は、被災地内医療施設及び救護所に係る情報連絡体制を整備しておく。 

（２）広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）（注１）による連絡体制 

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加する医療機関は、当該システムに

迅速で確実な情報の入力を行うため、複数の担当者を定め、入力内容や操作などの研修・

訓練を定期的に行っておく。 
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（注１）広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ） 

○ 災害時に被災した都道府県を越えて医療機関の稼働状況など災害医療に関わる情報

を共有し、被災地域での迅速且つ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供

することを目的に平成８年から運用開始。 

○ システム参加機関 

厚生労働省及び47都道府県 

  （石川県内参加機関） 

医療機関 92、消防本部 11、医師会 10、保健福祉センター等 13 

○ 災害時情報 

患者受入可否情報、受入患者数、患者転送情報、医薬品保有状況、ライフライン状況

等 

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）災害時通信手段の確保 

ア 災害拠点病院は、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）による情報収集に加

え、災害時の通信手段を確保するため、衛星電話を保有するとともに、衛星回線イン

ターネットが利用できる環境を整備しておく。 

イ 災害拠点病院、救急告示病院及び透析医療機関は、衛星電話、災害時優先電話、ＭＣ

Ａ無線（災害に強い緊急通信用のシステムとして企業・地方公共団体・公共機関で採

用されている高信頼のデジタル無線）等を含めた複数の通信手段の保有に努める。 

ウ 市は、災害時の情報連絡体制を確保するため、衛星電話、災害時優先電話、ＭＣＡ無

線等の複数の通信手段の整備に努める。 

 

４ 医薬品等及び輸血用血液の備蓄・供給体制 

救急用の医療品等について、市は、各医療関係機関の協力を得て、確保及び供給できる

よう備蓄体制を推進する。ただし、備蓄し難いものについては、あらかじめ県に要請し、災

害時に備えるものとする。 

広域災害・救急医療情報システム

・ 建物倒壊、ライフラインの状況
・ 診療の可否
・ 手術・人工透析患者等の受入可否
・ 救護医薬品等の状況
・ DMAT、医療救護班の活動状況 等

参加機関
（医療機関、保健所等）

情報入力

厚生労働省

各都道府県

石川県

災害情報の把握
支援体制の確保

情報入力依頼

広域災害・救急医療情報システム（EMIS） 
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第１５節  健康管理活動体制の整備 

担当部局：健康福祉部 

１ 基本方針 

災害発生時には、ライフラインの機能停止等により、健康の基本である食事、睡眠等の

確保が困難となりやすく、さらに災害に対する不安や避難所生活等のストレスにより心身

の健康を損ないやすい。 

このため、市は、医療救護活動等と緊密な連携を図りながら被災者の健康管理体制に万

全を期すため、災害時の保健活動マニュアルを作成する等、平素から災害の発生に備える。 

また、「自らの健康は自らが守る」という観点から、市民自身の健康管理意識の向上に努

める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 平常時の健康管理対策 

（１）市は、災害時に健康障害の発症リスクの高い者に対して、平素から保健指導の徹底を

図るとともに、災害時の備えに関する健康教育、保健指導の実施に努める。 

（２）市は、平素の健康管理活動を通じ、地区ごとの要配慮者の把握に努めるとともに、地

域の医療機関、民生委員、食生活改善推進員等との協働・連携体制の整備に努める。 

（３）市民は、平常時から健康診断の受診等により、自らの健康状態の把握、改善に努める

とともに、特に慢性疾患等を有する場合は、健康手帳やお薬手帳等により服用薬剤等の

自己管理に努める。 

 

３ 災害時の健康管理体制の整備 

市は、災害時に被災者への健康管理活動が円滑に実施できるよう、災害時の保健活動マ

ニュアル等を作成するとともに、障害者、高齢者、医療、福祉、保健、食料備蓄、避難所運

営等の担当部門との協力・連携体制の確立に努める。 

 

４ 情報連絡体制の整備 

市は、災害時の健康管理活動実施についての情報連絡体制の整備に努める。 

 

健康管理活動体制の整備 平常時の健康管理対策 

災害時の健康管理体制の整備 

情報連絡体制の整備 



第２章 災害予防計画 【第１６節 こころのケア体制の整備】 

 

 63 

第１６節  こころのケア体制の整備 

担当部局：健康福祉部 

１ 基本方針 

災害発生時には、家屋の倒壊、道路の損壊、火災等により多数の負傷者が発生し、さらに

医療機関の被災やライフラインの機能停止等により、被災した市民が避難生活上のストレ

ス、死の恐怖や絶望感などの精神的苦痛から、心身の健康を崩したり、疾病の悪化を招く

おそれがあるため、被災した市民の精神的不調の予防や軽減を図る必要がある。 

このため、市は、平時から、県及び精神科医療機関と緊密な連携を図りながら、災害発生

時における被災者の救護に万全を期すため、精神保健医療体制の整備に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

２ こころのケア実施体制の整備 

市は、避難所における精神科救護所の設置について、あらかじめ避難所管理者と協議し

ておく。 

また、平時から支援が必要な精神障害者等に関する情報を整理し、災害発生時にはここ

ろのケア活動に迅速に活用できるように、情報の提供に努める。 

 

３ 情報連絡体制の整備 

市、精神科医療機関は、平時から厚生労働省が定める「災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ

Ｔ）の活動要領」を踏まえながら、精神保健医療班（こころのケアチーム）の派遣・受入体

制及び精神科救急医療についての情報連絡体制の整備に努める。 

 

こころのケア体制の整備 こころのケア実施体制の整備 

情報連絡体制の整備 
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第１７節  食料及び生活必需品等の確保 

担当部局：総務部、産業部、建設部 

１ 基本方針 

住宅の被災等による食料及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低下等が起こ

った場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、市は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤

立が想定されるなど、地域の地理的条件等も踏まえて、発災直後から被災者に対して円滑

に食料及び生活物資の供給が行われるよう物資の備蓄・調達・輸送体制の整備を図る。な

おこの際、要配慮者への配慮及び食料の質の確保、帰宅が困難な児童・生徒の対応をして

いる学校への食料及び物資の確保に留意する。 

また、女性の視点に立った支援物資の備蓄・供給（生理用品など）等の取り組みを一層推

進する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市、市民等の役割分担 

（１）市は、被災市民に給与する食料品等の物資の調達及び供給計画を策定し、その計画に

基づく調達及び供給を行うための環境及び体制の整備に努める。 

（２）市民は、「自らの身の安全は自らが守る」という自覚をもとに個人又は地域において

可能な方法、範囲で食料品等の物資の備蓄を行うとともに、地域における住民相互扶助

の仕組みづくりを進め、最小限度の被害に抑止するための防災体制の整備に努める。 

（３）事業所等は、災害発生に備えて、従業員や市民も考慮しながら可能な方法、範囲での

物資の備蓄に努める。 

（４）市は、物資の供給にあたり、小口・混載の支援物資を送ることは被災地方公共団体の

負担になることなど、被災地支援に関する知識を整理するとともに、その知識の普及に

努める。 

 

３ 食料及び生活物資の確保 

市は、平常時から災害の発生に際して必要となる物資の調達を、次により行う。  

（１）地震被害想定などを参考として、食料品及び生活必需品について、全市民の３日分を

目標に調達及び備蓄に努める。また、要配慮者向けの粉ミルクや柔らかい食品の備蓄、

洋式仮設トイレなどの避難所生活に必要な物資が適時・適切に配備されるよう、要配慮

者に対する備蓄物資を拡充する。 

食料及び生活必需品等の確保 市、市民等の役割分担 

食料及び生活物資の確保 

物資の集積、配送地の整備 

義援金及び義援物資の受け入れ・

配分マニュアルの作成 
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（２）保存年限、耐用年数のあるものについては、買換えを行い備蓄する。 

（３）備蓄点検を必要とする資機材については、定期的に保守点検を行う。 

（４）物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う。 

（５）非常食の備蓄を補完するため、関係業界等とあらかじめ協定を締結するなど、災害発

生時に迅速かつ適切に対処できるように供給体制を整備する。 

 

４ 物資の集積、配送地の整備 

市は、被災者に食料等の物資が迅速に供給できるようそれぞれの救援物資等の集積、保

管、配送等のために集配予定地をあらかじめ定めるとともに、道の駅や防災活動拠点広場

を輸送拠点として指定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるよう、体制を整備

する。 

（１）市は、避難所の位置及び近隣市町等からの物資受け入れ輸送経路を考慮し、集配予定

地（地域内輸送拠点）を定める。 

（２）市は、大規模災害等を想定した物資の仕分けや配送について、民間事業者の活用を事

前に検討しておく。 

 

５ 義援金及び義援物資の受け入れ・配分マニュアルの作成 

市は、災害発生直後から義援金及び義援物資の円滑な受け入れ等を図るため、具体的な

受け入れ・配分に関するマニュアルの作成に努める。 
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第１８節  噴火災害予防 

担当部局：総務部、建設部 

１ 基本方針 

白山は、気象庁より噴火警報等が発表される火山であるので、噴火等の異常時における

情報伝達体制や事前措置などをあらかじめ定めておき、応急措置の円滑化を図る。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 異常気象の通報義務 

第３章第６節「災害情報の収集・伝達」による。 

 

３ 噴火警報等の発表と通報 

第３章第３節「気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに発

表基準」による。 

噴火警報等の伝達系統図については、第３章第５節「災害予警報別の伝達」による。 

 

４ 事前措置及び応急措置 

（１）市及び関係機関は、火山現象による被害が生じるおそれがあると認めるときは、登山

を制限及び禁止するなど必要な措置をとる。 

（２）市は、火山現象による負傷者等の捜索、救出及び救護を行う場合、警察及び消防本部

及び災害現場にある者の協力を得て実施する。 

（３）市、警察及び関係機関は、火山現象による被害を防止するために必要な避難、医療、交

通規制等に関する計画を推進する。 

 

噴火災害予防 異常気象の通報業務 

噴火警報等の発表と通報 

事前措置及び応急措置 
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第１９節  農林水産災害予防 

担当部局：産業部 

１ 基本方針 

災害から農林水産業の被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するため、 農地、農

業用施設保全事業等の推進を図るとともに、被害防止の指導を徹底する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農作物災害予防対策 

市及び防災関係機関は、気象による被害を極力防止、軽減するため、次の事項に留意の

上、気象の推移や農作物の生育状況に応じた個別具体的予防対策を講ずるなど、適時適切

に対応する。 

（１）水稲 

ア  干ばつ対策 

農業従事者は、水不足が予想される地域では、あらかじめ予備苗の確保、用水系統別

水利計画の樹立、既存のかんがい施設の点検、整備を行う。 

また、必要に応じ番水の実施やあぜ際部分への散水等、節水栽培の実施、共同給水場

の設置等を行う。 

イ 低温、寡照、長雨対策 

農業従事者は、気象や病害虫発生予察情報に基づき、不稔防止のための深水管理や

いもち病等の発生防止のための予防粒剤の施用等を行う。 

ウ 大雨対策 

農業従事者は、あらかじめ、排水路等の点検及び補修整備を行い、冠水時には速やか

に排水する。 

エ 台風対策 

農業従事者は、台風の来襲が予想されるときは、フェ－ンや強風による被害の軽減

を図るため、事前にほ場へ入水するとともに、事後は速やかに排水する。 

（２）野菜等畑作物 

ア 干ばつ対策 

県及び市は、畑地かんがい施設の積極的導入を図る。また、土壌の保水力を高めるた

めの深耕及び有機物投入や土壌水分の蒸発防止のための敷わら等を行う。さらに、葉

ダニ類やうどんこ病等が発生しやすいので、発生動向に留意しつつ適期防除を行う。 

 

農林水産災害予防 農作物災害予防対策 

林業施設関係予防対策 

家畜災害予防対策 

水産施設災害予防対策 



第２章 災害予防計画 【第１９節 農林水産災害予防】 

 

 68 

イ 低温、寡照、長雨対策 

農業従事者は、耐低温性品種の選定、保温フィルム資材の利用、雨よけ施設の導入等

の事前対策のほか、夏秋期における低温、寡照、長雨は生育不良となり、また病害が多

発しやすいので、病害防除や排水対策の実施を徹底する。 

ウ 台風、大雨対策 

県及び市は、防風垣、防風網等の防災施設を整備するほか、農業従事者は、台風来襲

のおそれのあるときは、あらかじめ栽培施設に補強や不織布等べた掛けによる風や飛

砂の防止等防風対策を実施する。 

エ 雪対策 

県及び市は、積雪によるビニ－ルハウス等施設の破損倒壊を防止するため、融雪装

置の設置を行うとともに、農業従事者は、施設周辺の除雪等を行う。 

（３）果樹等永年性作物 

ア 干ばつ対策 

農業従事者は、土壌水分の蒸発を抑制するために、敷わらや敷草、草生園にあって

は草刈りの励行等を実施する。また、土壌の保水力を高めるために、休眠期に深耕、有

機物投入等を行う。 

イ 低温、寡照、長雨対策 

県及び市は、果樹では、結実確保のための人工授粉の励行、適正結果量の確保のた

めの摘果、排水溝の設置等、適正な肥培管理を行う。また、病害が多発しやすいので、

病害防除を的確に実施する。 

ウ 台風、大雨対策 

県及び市は、防風垣、防風網等の防災施設を整備するほか、農業従事者は、台風来襲

のおそれのあるときは、あらかじめ栽培施設の点検、補強を行うとともに、収穫可能

な果実の収穫や枝の結束等を行う。 

また、土壌侵食を防止するため、特に傾斜地においては、排水路等を整備する。 

エ 雪対策 

農業従事者は、積雪による樹体の損傷を防ぐため、果樹では、早期せん定の実施や

支柱による枝の補強、果樹棚の補強等を行う。 

（４）飼料作物 

ア 干ばつ対策 

農業従事者は、干ばつのおそれがあるときは、刈取り、施肥を控え、やむを得ず刈取

りを行う場合には高刈りを行うなど、再生草の草勢を確保する。 

イ 長雨対策 

農業従事者は、長雨、湿害に対しては、排水溝の設置や窒素質肥料の追肥等を行っ

て草勢の維持を図るほか、牧草の予乾中に降雨があったときは、サイレ－ジ調製へ転

換する。 

ウ 台風対策 

農業従事者は、台風来襲のおそれがあるときは、トウモロコシ等長大作物は事前に

刈取る。 
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エ 雪対策 

農業従事者は、積雪が長期にわたるときは、フライアッシュ等の融雪剤を散布し、

融雪を促進する。 

 

３ 林業施設関係予防対策 

（１）林産物及び林産関係 

ア 風害対策 

林業従事者は、気象情報に留意し、必要に応じて施設の補強等ができる体制を整備

する。 

イ 水害対策 

林業従事者は、気象情報に留意し、排水溝等の整備を図る。 

また、土場及び貯木場等の木材を常に係留できる体制整備を図る。伐採木について

は、流失等による被害の未然防止に万全を図る。 

ウ 干ばつ対策 

林業従事者は、気象情報に留意し、しいたけほだ場等については、散水体制や日覆い

等を行う。 

（２）林業用苗木関係 

ア 干ばつ対策 

林業従事者は、かんがい施設の積極的導入を図る。 

イ 低温、長雨対策 

林業従事者は、夏秋期における低温、長雨は生育不良となり、また病害が多発しやす

いので、病害防除や排水対策の実施を徹底する。 

ウ 雪対策 

県及び市は、積雪が長期にわたるときは、融雪剤を散布し、融雪を促進する。 

 

４ 家畜災害予防対策 

飼育者は、畜舎、鶏舎等施設の設置にあたっては、適切な場所を選定するとともに、災害

に備え、補強整備、放牧場の整備等を指導推進する。 

 

５ 水産施設災害予防対策 

（１）県及び市は、内水面漁場、特に河川における汚濁は水産動物に対する影響が大きいの

で、土砂の流出防止等の汚濁防止対策を講ずる。 

（２）県及び市は、漁具、養殖施設、漁船等の漁業施設については、気象情報に対応し、海

難事故の防止及び施設に対する被害の予防措置を講ずる。 

（３）県及び市は、事故又は原因不明による油の流出等漁場の油濁に関する情報の把握に努

め、発生の防止の指導及び発生時における防災措置の確立を図る。 
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第２０節  干ばつ災害予防 

担当部局：総務部、産業部、上下水道部 

１ 基本方針 

干ばつについては、気象状況を早期に把握し、水源の確保など必要な対策を講じ、被害

の軽減に努める。  

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 県の市に対する干ばつ対策の指導 

（１）県は、市及び関係機関に対し、事前に農林水産物の干ばつ被害の防止技術等の防止対

策を明示して指導するほか、本章第19節「農林水産災害予防」による。 

（２）渇水時には、市を通じて市民に節水協力を強く求めるとともに、水圧低下又は井戸水

の枯渇等による断水地域に対しては、タンク車などによる生活用水の給水に万全を期す。 

 

３ ダムの流水調整等による水源の確保 

国は、手取川ダム貯水の広域的利用を推進するとともに、気象状況に応じて既設ダムの

流水調整により水源を確保する。 

また、水源地上流の森林整備を促進し、水源かん養機能の向上を図る。 

 

４ 防火対策の強化 

渇水時には火災の危険性が増大するので、市及び消防本部は、防火体制の徹底や消火用

水の確保を促すとともに、市民に対し火災予防の周知徹底を図る。 

 

干ばつ災害予防 県の市に対する干ばつ対策の指導 

ダムの流水調整等による水源の確保 

防火対策の強化 
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第２１節  防災パトロール 

担当部局：総務部、産業部、建設部、消防本部、警察署 

１ 基本方針 

市及び防災関係機関は、異常な気象条件のもとで発生する各種の災害に対処するため、

防災上重要な施設や危険箇所について総合的に調査検討を行い、災害の未然防止、拡大防

止及び応急対策に資するとともに、防災体制の確立を図るため、随時、防災パトロールを

実施する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査対象 

（１）河川、道路、橋梁、港湾施設等防災上重要な施設 

（２）地すべり、山崩れ、がけ崩れ等の危険箇所及び過去の災害発生箇所 

（３）孤立予想集落及び臨時離着陸場 

 

３ 実施方法 

市及び防災関係機関は、現地へ出向きパトロールを実施する。 

 

４ 実施機関 

国        金沢河川国道事務所、海上保安部 

県        関係各課（出先機関） 

警察      本部、地元警察署 

自衛隊    陸上自衛隊第14普通科連隊 

市      関係各課、消防本部 

 

５ 調査結果 

市は、防災パトロールの調査結果を取りまとめ、防災関係機関にその内容を通知する。

防災関係機関は、調査結果を踏まえ、適切な予防措置を講ずる。 

防災パトロール 調査対象 

実施方法 

実施期間 

調査結果 
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【災害に強いまちづくり】 

「災害に強いまちづくり」のために、公共施設や多くの人が集まる施設などをはじめとし

た建物の安全化や河川管理施設などの公共構造物、ライフラインなどの公共的施設の安全化

及び急傾斜地崩壊対策事業などその保全事業を計画的かつ総合的に推進する。 

 

 

 

 

防災資機材等の点検整備 

建築物等災害予防 

公共土木施設の災害予防 

地盤災害予防 

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り 

第 22節 

第 23節 

第 24節 

第 26節 

集落の孤立化対策 第 27節 

危険物等災害予防 第 25節 



第２章 災害予防計画 【第２２節 建築物等災害予防】 

 

 73 

第２２節 建築物等災害予防 

担当部局：観光文化スポーツ部、建設部、教育部、消防本部 

１ 基本方針 

災害に強いまちづくりを行うにあたって、県及び市等は、公共建築物、一般建築物の不

燃性の確保に努めるとともに、関係団体の協力のもとに建築物の安全性を一層高める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 防災上重要な公共建築物等の災害予防対策 

災害対策は、迅速かつ的確な情報伝達と適切な行動への指示が要求される。これらの活

動を円滑に進めるため、市等は、次の公共建築物等については、一層の不燃性や浸水対策

等の強化を図る。 

また、(2)に掲げる建築物等については、要配慮者にも配慮した構造、設備の確保を図る。 

（１）避難誘導、情報伝達及び救助等の防災業務の中心となる公共建築物等 

（２）災害時の緊急救護所、被災者の避難施設等となる学校、社会福祉施設等の公共建築物

等 

 

３ 一般建築物の災害予防対策 

市は、災害における建築物被害の未然防止と、火災等による延焼拡大防止を図るため、

老朽住宅密集市街地対策を推進するほか、次の措置を講ずる。 

（１）老朽危険建築物に対する調査、指導 

市は、老朽建築物等で著しく保安上危険であると認める場合においては、建築基準法

に基づき、建築物の構造、敷地、危険度等について調査し、除去、移転、補修、改築、使

用禁止等の措置を講ずるよう所有者等に対し指導を行う。 

特に、老朽危険建築物等が避難地や避難経路に面している場合には、必要な措置をと

るよう早期に所有者等に対し指導等を行う。 

また、老朽危険建築物のうち空き家であるものについて、市はその所在状態等を把握

するとともに、そのまま放置すれば倒壊等著しく保守上危険となるおそれ等のある状態

となるものについて、所有者等に対して助言、指導等必要な措置を行う。 

（２）特殊建築物の検査、指導 

市は、旅館、マーケット、病院、興行場、集会場等の特殊建築物及びその設備につい

て、定期的に所有者等からその状況を報告させるとともに、実地調査を行い、その結果に

基づいて適切な指導を行う。 

建築物等災害予防 防災上重要な公共建築物等の災害予防対策 

一般建築物の災害予防対策 

文化財災害予防対策 
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（３）不燃性建築物の建築促進 

不燃性建築物対策としては、必要な地域については都市計画法（昭和43年法律第100号）

に基づく防火地域（準防火地域）の指定を行うほか、建築基準法（昭和25年法律第201号）

に基づく耐火建築物への促進を図り、木造建築物の延焼防止対策を強力に推進する。 

（４）市街地再開発事業等の促進 

市街地における非耐火建築物の集積地区及び建築物の密集地区等においては、都市再

開発法（昭和44年法律第38号）に基づく市街地再開発事業等を行うことにより、公園、緑

地等都市空間の創設、避難道路の整備及び地区の不燃化等を促し、都市の防災化を図る。 

（５）中高層建築物の防火対策 

ア  整備方針 

（ｱ） 建造物の位置、構造及び設備は、建築基準法等の関係法令に基づき、消防用設備等

は、消防法（昭和23年法律第186号）の関係法令に基づき、それぞれ定められた技術

上の基準に適合した状態に施工及び維持するよう指導を行う。 

（ｲ） 建造物に対して、法令に基づく立入検査を年２回以上実施し、災害予防について

の指導にあたるとともに、消防用設備及び防火避難用設備の設置、維持、管理につ

いて、防火防災上の見地から必要な指導を行う。 

イ 指導方針 

（ｱ） 建築物の不燃化 

（ｲ） 火気設備及び火気管理の規制 

（ｳ） 防災設備の集中管理 

（ｴ） 避難計画 

ウ 防災管理体制の強化 

（ｱ） 防災計画の樹立 

（ｲ） 自衛消防訓練の実施 

（ｳ） 避難管理 

エ 具体策 

（ｱ） 夜間又は休日時の防火体制の確立 

ａ 防火管理体制の確立 

ｂ 模様替え等の作業管理 

（ｲ） 一般的な防火体制の確立 

ａ 火災の発生又は拡大危険のある物質の安全管理 

ｂ 上階への延焼防止措置 

ｃ 避難技術の検討 

ｄ 消防隊の進入経路の確保 

（ｳ） 消防訓練、特に避難訓練の実施の徹底 

オ その他 

（ｱ） 特別避難階段の設置 

（ｲ） 排煙口の確保 

（ｳ） 消防隊進入口の確保 

（ｴ） 消防専用エレベーターの運行の確保 

（ｵ） 既存防火対象物等に対する消防用設備等の設置の指導 
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（６）建築物避難施設対策 

ア 敷地の道路に対する基準を確保する。 

イ 宅地又は敷地内の通路の基準を確保する。 

ウ 廊下及び直通階段の基準を確保する。 

エ 出入口又は非常口の基準を確保する。 

オ 避難階段、直通階段等の施設又は廊下との基準を確保する。 

カ 防火壁、防火区画又は防火設備、特定防火設備の設置を確保する。 

キ 排煙設備又は非常用照明設備の設置を確保する。 

ク 非常用進入口の基準を確保する。 

ケ その他旅館、マーケット、病院、興行場、集会場等の特殊建築物については、定期報

告により維持保全を図る。 

コ 災害発生後のヘリコプター等による空からの情報収集や救援、救護活動を迅速かつ

的確に行うため、小・中学校等の公共建物の屋上に建物を識別する番号を表示する。 

（ｱ） 表示内容 

ａ 市町村番号（市町村コード）［白山市は10番］、建物番号、方位を表示する。 

ｂ 数字及び文字の書体は、「航空法施行規則」に基づく「指示表識」を採用するも

のとする。寸法は、縦７ｍを基本とし、縦、横の比率は３：１とする。 

ｃ 数字の方向は、原則として北方向とする。 

ｄ 色は、原則として白色とし、縁取りはしない。 

ｅ 方向表示を付加する。寸法、色は数字に順ずる。 

ｆ 原則として、建物の陸屋根部分に表示する。 

 

４ 文化財災害予防対策 

（１）建築物等予防対策 

市は、指定文化財のうち、建築物、伝統的建造物に関しては、次の事項について、石川県

教育委員会、消防本部等と協力し、所有者、管理者等に対し指導を行う。 

ア 防災管理の体制を整備する。 

イ 建築物内の整理整頓を実施する。 

ウ 火の使用を特に注意し、場合によっては制限する。 

エ 火災危険のある箇所の早期発見と施設の改善を行う。 

オ 火災警戒は、特に厳重に行う。 

カ 消火設備を完備する。 

キ 警報設備を完備する。 

ク 落雷状況を考慮し、避雷装置を設置する。 

ケ 消防用水の確保措置を講ずる。 

コ 消防車両の進入道路を確保する。 

サ 消火塀、防火帯を設ける措置をする。 

シ 消火壁、防火戸を設置する。 

ス 自衛消防組織の訓練を実施する。 

セ 盗難、き損等事故防止措置を講ずる。 



第２章 災害予防計画 【第２２節 建築物等災害予防】 

 

 76 

（２）美術工芸品等予防対策 

市は、美術工芸品等をできる限り収蔵庫に保管し、収蔵庫は耐火性のものとし、特に

重要なものについては、建造物防火設備同様の措置をとるよう指導する。 

（３）施設、史跡、名勝、天然記念物等予防対策 

(1)、(2)同様の措置をとる。また、災害が発生しても人命に被害が及ばないように平

常時の管理を万全にするよう指導を行う。 

（４）事前対策 

ア 未指定文化財目録の作成 

県教育委員会及び市は、未指定文化財の文化財価値の重要性について指導、助言し、

目録を作成しておく。 

イ 防災対策の意識啓発と予防対策 

県教育委員会及び市は、文化財の災害からの保護を図るため、必要な計画を立てる

とともに、所有者、管理者に対して、防災対策の必要性を啓発する。 

市は、自らが管理する文化財の防災対策を実施するほか、文化財の保存管理が万全

に行われるように指導、助言する。 

文化財については、火災による焼失被害を防止するために、消防本部と連携しなが

ら所要の防火上の措置を講ずる。 

ウ 民間団体との連携 

県教育委員会及び市は、文化財保護のため、平常時から、民間団体等との連携を強化

する。 
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第２３節  公共土木施設等の災害予防 

担当部局：市民生活部、産業部、建設部、上下水道部 

１ 基本方針 

道路、海岸、漁港、河川、公園・緑地、上水道、下水道、電力、電信電話、鉄道等の公共

施設は、住民の日常生活及び社会、経済活動に欠くことのできないものであり、また、災害

発生後の災害復旧のための重要な使命を担っている。 

このため、市及び施設管理者は、災害に強いまちづくりを行うにあたっては、これら公

共施設の強化及び被害軽減のための諸施策を実施するとともに、主要な鉄道、道路、港湾、

空港などの交通施設間の連携強化を図るなど、大規模災害時の被害を最小限にとどめるよ

う予防措置に努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 道路施設整備対策 

災害により道路及び道路の重要な構造物である橋梁、隧道等が破損することは、災害時

における市民の避難、消防活動、医療活動、緊急物資の輸送、救助・救急活動等に大きな支

障を生じる。 

このため、代替路を確保するための道路ネットワークの整備を図るとともに、道路管理

者は、道路施設が災害時において、救命活動や支援物資の輸送、復旧活動等が迅速かつ円

滑に行えるよう、また、通行止めの発生を防止したり、被災地への交通を早期に確保でき

るなど、避難路、消防活動用道路等としてその機能を発揮できるようにするため、緊急度

の高い箇所から順次、防災工事等を実施し、災害への対応力の高い強靭な道路交通網を構

築する。 

また、新たな道路、橋梁等を建設する場合は、安全性を配慮した道路施設の建設を積極

的に推進し、道路機能の確保を図る。 

（１）道路の整備 

災害への対応力の高い強靭な道路交通網を構築するために必要な道路整備を計画的に

進める。また、防災拠点施設としての機能を備えた道の駅等の施設整備を図る。 

公共土木施設等の災害予防 道路施設整備対策 

海岸、漁港、河川の整備対策 

公園・緑地等の整備対策 

上水道、下水道の整備対策 

電力施設の整備対策 

通信施設の整備対策 

農地、農業用施設整備対策 

一般廃棄物処理施設整備対策 
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災害により発生が予想される道路破損としては、擁壁の崩壊、高盛土箇所の崩壊及び

法面からの土砂・岩石の崩落等が考えられる。加えて、地下埋設物や電柱、信号機、看板

など施設の破損による二次的被害も考えられる。 

このため、これら災害が想定される箇所に対して、緊急度の高い箇所から順次、対策工

事等を実施し、災害時に孤立化のおそれがある地区においては、避難や救援に必要な道

路の整備等に努める。 

（２）橋梁の整備 

道路交通網の分断を防止するため、最新の仕様を準用して、緊急性の高いものから、

落橋防止対策や橋脚の補強を行う。また、橋梁の新設にあたっては、最新の仕様を準用

し、建設する。 

（３）隧道の整備 

隧道の安全点検を行い、補強対策を必要とされるものについて、順次補強工事を実施

する。 

 

３ 海岸、漁港、河川の整備対策 

（１）海岸、漁港の整備 

海岸・漁港管理者は、災害時において輸送や消防活動用施設としてその機能を発揮で

きるよう、次の対策を講じる。 

ア 人員、緊急物資及び復旧用資機材等の海路による輸送の機能を確保するため、整備

する。 

イ 護岸等についても、安全性の劣る施設又は老朽化が著しい施設岸壁等の施設の改築

を促進する。また、緊急物資の集積及び市民の避難等のための広場等を改築するなど

整備を促進する。 

ウ 水害対策として、背後地の住民を守るための海岸保全施設等を整備する。  

（２）河川の整備 

ア 抜本的な河川改修と並行し、即効性のある災害予防対策として、堆積土砂除去を推

進する。 

イ 河川管理者は、災害時におけるダム、えん堤及び堤防等の損壊により甚大な被害が

予想されることから、河川施設のうち老朽化等により施設の機能低下を来たすおそれ

がある箇所については、改築、補強等の整備を促進する。 

このほか、樋門等についても安全性の劣る施設又は老朽化が著しい施設の改築等の

整備を促進する。 

 

４ 公園・緑地等の整備対策 

災害時においては、公園・緑地、緑道等の果たす役割は、火災の延焼防止、避難路、避難

地としてばかりでなく、消防、医療活動の拠点、屋外仮設住宅の建設用地等として活用で

きる。 

このため、市は、市街地の公園・緑地、緑道等の整備を推進するとともに、災害時におけ

る地域防災拠点施設としての整備に努める。 
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（１）公園・緑地等の整備 

公園・緑地等市街地内の空地を確保することが災害防止上重要であるので、公園・緑

地等の積極的な整備を進める。 

（２）地域防災拠点施設の整備 

災害時の応急活動を円滑に行うため、緊急輸送道路に接続する支援物資の集積・配送

拠点としての防災拠点施設のほか、地域防災拠点施設として、備蓄倉庫、貯水槽、臨時離

着陸場、放送設備等の施設整備を進める。 

 

５ 上水道、下水道の整備対策 

（１）上水道の整備 

市（水道事業者）は、災害による水道の断水被害を可能な限り防止するとともに、水道

被害が生じた場合でも、迅速かつ円滑に対応できる体制を整備する。 

また、新設する施設については、災害に対する安全性の確保に努めるとともに、系統

多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 

ア 体制の確立 

断水等水道被害に即応するため、市（水道事業者）は、あらかじめ次による動員体制

及び情報の収集連絡体制を確立する。 

（ｱ） 動員体制 

市（水道事業者）は、災害発生時に「給水対策本部（班）」を設置運営できるよ

う、あらかじめ組織や役割分担等を定めておく。 

(ｲ) 動員計画 

市（水道事業者）は、あらかじめ被害状況の把握、応急給水、応急復旧及び施設復

旧等に要する人員配置など動員計画を定める。 

この場合、人員不足を想定して、水道工事等関係業者及び他の地方公共団体への

協力要請も考慮する。 

イ 情報収集及び連絡体制 

（ｱ） 市（水道事業者）は、情報連絡の手段として、事前に防災行政無線を使用できる体

制を整えておく。 

この場合、地方公共団体間の連絡以外に、（公社）日本水道協会石川県支部及び水

道工事等関係業者への連絡体制にも配慮する。 

（ｲ） 市（水道事業者）は、あらかじめ情報収集連絡事項を定めておく。 

ウ 飲料水の確保 

市（水道事業者）は、災害時においても飲料水を確保するため、平常時からそれぞれ

次の措置を行う。 

（ｱ） 水道施設の安全性の確保に努める。 

（ｲ） 緊急時給水拠点として、一定のエリア内に貯留施設を兼ねた配水池の整備や水道

事業者間で相互融通できる連絡管等の整備に努める。 

（ｳ） 代替水源等緊急用水源として、井戸水、河川水及び湧水等の確保に努める。 

（ｴ） 応急給水又は応援給水及び応急復旧のため、あらかじめポリタンク及び給水用ポ

リ袋等を準備（備蓄）するほか、給水車、給水用タンク、運搬用 トラック、ろ水機
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及び管材料等の整備に努める。また、自ら整備できない場合を想定し、水道工事等

関係業者からの貸与や県への斡旋等の協力要請を含めた、これらの資機材の調達計

画を作成する。 

（ｵ） 応急給水及び施設復旧等に際しては、道路の通行不能な状態も考慮して、対応で

きる体制をあらかじめ検討する。 

（ｶ） 自主防災組織及び市民に対し、あらかじめ緊急時の給水拠点を周知し、貯水や応

急給水についての指導を行う。 

（２）下水道の整備 

市（下水道事業者）は、市民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、既存下水道施

設の災害時における防災性の強化に努めるとともに、災害時における応急対策及び応急

復旧に必要な次の体制を整備しておく。 

また、新設する施設については、災害に対する安全性を確保する。 

ア 施設の整備 

（ｱ） 管渠 

主要な管路等を重点に、優先度の高いものから補強、整備する。 

また、新たに下水管渠を敷設する場合は、地盤条件等を総合的に検討して計画す

る。なお、地盤の悪い箇所に敷設する場合は、埋戻し土の液状化対策を実施するとと 

もに、人孔と管渠の接合部に可とう性伸縮継手を使用する等の工法で実施する。 

（ｲ） ポンプ場、終末処理場 

ポンプ場、終末処理場については、一定の処理機能を確保できるよう安全性の強

化を図る。また、「下水道施設計画・設計指針と解説（（公社）日本下水道協会）」、

「下水道施設地震対策指針と解説（（公社）日本下水道協会）」、「下水道の地震対

策マニュアル（（公社）日本下水道協会）」の基準に従い、総合的に検討を行う。 

イ 安全の確保 

（ｱ） 体制面の強化 

ａ 日頃から設備の巡視、点検を行い安全の確保に努める。 

ｂ 日頃からの災害発生時に備えて、可搬式排水ポンプその他必要な資機材の整備

等に努める。 

ｃ 下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道

施設の維持又は修繕に努める。 

（ｲ） 要員の確保 

災害時に円滑に活動できるよう下記事項について定めておく。 

ａ 初動時の要員の確保 

ｂ 非常招集方法 

ｃ 応援要請方法 

ｄ 広報体制等 

（３）上水道、下水道施設の応急復旧の連携 

市（下水道事業者）は、上水道、下水道施設がともに被災した地域における早期かつ同

時期の復旧対策を強化するため、平常時から応急対策時期や対策方法について市（水道

事業者）と相互の連携を図り、人員の確保と広域的な業者斡旋体制の確保に努める。 



第２章 災害予防計画 【第２３節 公共土木施設等の災害予防】 

 

 81 

６ 電力施設の整備対策 

電力供給事業者は、災害時における電力の供給を確保するため、電力施設の強化を図る

とともに、平常時から次の電力設備の防護対策に努める。 

（１）設備面の対策 

電力供給事業者は、あらかじめ定められた計画により、施設、設備の整備、管理を行

う。 

（２）保安の確保 

ア 体制面の強化 

（ｱ） 日頃から設備の巡視、点検を行い、保安の確保に努める。 

（ｲ） 日頃から災害に備えて、応急復旧用資機材等の確保に努める。 

（ｳ） 日頃から災害に備えて、電力不足に対応するため、他電力事業者との電力融通体

制を確立しておく。  

イ 要員の確保 

災害時に円滑に活動できるよう下記事項について定めておく。 

（ｱ） 初動時の要員の確保 

（ｲ） 非常招集方法 

（ｳ） 応援要請方法 

（ｴ） 広報体制等 

 

７ 通信施設の整備対策 

災害時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策を迅速かつ的確に実

施する上からも極めて重要であり、電話通信事業者は、電信電話、専用通信、放送等の施設

設備の安全性の確保及び耐火並びに多ルート化に努める。 

（１）電信電話 

電気通信事業者は、電気通信設備の維持のため、常に必要な要員及び資材の確保、点

検整備について、次の措置を行う。 

ア 社員の動員体制 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、業務の運営及び応急復旧

に必要な動員を円滑に行うため、下記事項について定めておく。 

（ｱ） 初動時駆け付け要員の確保 

（ｲ） 社員の非常招集方法 

（ｳ） 関係組織相互及び関連会社等の応援要請方法 

イ 災害対策機器の配備 

（ｱ） 無線装置 

通信の途絶のおそれがある地域への超小型衛星通信装置（KU-1CH）の事前配備と

途絶地域へ非常用無線装置（TZ-403）、衛星車載車及びポータブル衛星通信装置が

出動できる体制を確立しておく。 

（ｲ） 移動電源車 

災害時の長時間停電に対して通信用電源を確保するため、移動電源車が出動でき

る体制を確立しておく。 
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（ｳ） 応急復旧ケーブル 

災害により、ケーブルが被災したときの応急復旧用として、各種応急復旧ケーブ

ルを確保しておく。 

ウ 電気通信設備の点検 

災害等に備え、次の設備、資機材の点検を行う。 

（ｱ） 電気通信設備の巡回、点検及び防護 

（ｲ） 災害対策機器及び車両の点検、整備 

（ｳ） 応急復旧に必要な資材及び物資の点検確認並びに輸送手段の確認と手配 

（ｴ） 災害時措置計画及び施設記録等の点検確認 

エ システムとしての信頼性向上 

（ｱ） 通信設備の耐火、水防設計、施工及び建物等の防災措置による設備自体の強化を

図る。 

（ｲ） 主要な中継交換機の分散、主要な伝送路の多ルート構成、若しくはループ構成に

努める。 

（２）専用通信 

無線を利用した専用通信は、防災関係機関の情報連絡手段として、極めて有効である。 

特に、災害時における通信手段としては、最も重要な役割を果たすことが期待されて

いるところであり、各機関は、次の点に留意して専用線の確保に努める。 

ア 耐火性の強化 

局舎及び装置等について、耐火等の防災工事を実施する。 

イ 伝送路の強化 

通信機能を確保するため、バックアップ回線の設定、多ルート化等を促進する。 

また、市民への災害情報の伝達手段として、同報無線局の設置を促進する。 

ウ 装置、機材の充実 

予備電源、移動無線、可搬型無線等の資機材の充実整備を図り、有事に備える。 

エ 定期的な点検の実施 

施設、装置の定期的な点検を実施する。 

オ 防災訓練等の実施 

通信機能の重要性を考慮し、平素から関係者による防災訓練を実施し、通信機能の確

保に努める。 

（３）非常通信 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、無線局は、免許の条件に関わらず非

常通信を実施することができることになっている。このため、そのような事態に備えて、

次の措置を講ずる。 

ア 非常通信協議会の拡充強化 

イ 非常通信訓練の実施 

（ｱ） 全国非常通信訓練 

（ｲ） 全国感度交換訓練 

（ｳ） 北陸地方非常通信訓練 

（ｴ） 石川地区非常通信訓練 
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（４）Ｌアラート（災害情報共有システム） 

有効適切な防災活動を実施するには、その情報の伝達の手段として、Ｌアラート（災

害情報共有システム）が果たす役割が重要であるため、市及び防災関係機関は連携して

次の措置を講ずる。 

ア Ｌアラート（災害情報共有システム）の整備の促進を図る。 

イ  Ｌアラート（災害情報共有システム）の訓練を実施する。 

（５）放送 

放送は、非常災害時における市民への情報伝達手段として極めて有効であるので、報

道事業者等は、災害の発生等に際して、その機能を確保するため、次のような対策の推

進に努める。 

ア 送信所の建物、構築物の耐火性の強化を図る。 

イ 放送設備、特に放送主系統設備、受配電設備、非常用発電設備等の耐火対策を講ず

る。 

ウ 放送設備等重要な設備については、代替又は予備の設備の整備を推進する。 

エ 二次災害防止のための防火設備の整備を推進する。 

オ 建物、構造物、放送設備等の耐火性等についての定期点検を実施する。 

 

８ 農地、農業用施設整備対策 

市及び県は、農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実施するとともに、

老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業上の利用がなくなり、適切な管理が困難な

ため池については、廃止を進める。 

また、市は、防災重点ため池をはじめ、災害による破損等で決壊した場合に大きな被害

をもたらすおそれのあるため池について、ハザードマップの作成・周知等により、関係住

民に適切な情報提供を図る。 

 

９  一般廃棄物処理施設整備対策 

市及び白山野々市広域事務組合は、一般廃棄物処理施設の浸水防止対策等、風水害に対

する安全性の確保を図るとともに、一般廃棄物処理施設の非常用自家発電設備等の整備や

断水時における機器冷却水等の確保に努める。 

また、大規模災害時の電力供給や熱供給等への活用のため、電気・水・熱の供給設備を設

置するよう努める。 
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第２４節 地盤災害予防 

担当部局：総務部、産業部、建設部 

１ 基本方針 

土石流、地すべり、がけ崩れ、山崩れ等の地盤災害を防止するため、市は、これらの危険

箇所の現況を把握し、区域の指定・管理、警戒避難体制の確立、防止施設の新設・改良、危

険箇所とその周辺の住宅移転等の総合的な対策を実施、指導するよう努める。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地盤災害の危険区域の指定及び周知 

市は、地盤災害から市民の生命、財産を保護するため、指定された危険区域や指定区域

外の危険な箇所について、それぞれの箇所名、所在地等を明確にするとともに、これらの

危険箇所の住民等に対して、災害の危険性について周知徹底を図る。 

 

３ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

（１）基礎調査の推進 

県は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律」（以下

「土砂災害防止法」という）に基づき、土砂災害により住民等に危害が生じるおそれのあ

る土地を調査し、その結果を関係市町長に通知するとともに公表する。 

（２）土砂災害警戒区域における対策 

ア 県は、あらかじめ、関係市町長の意見を聴いて土砂災害警戒区域（以下、警戒区域と

いう）の指定に努める。また、県は、警戒区域の指定をするときは、その旨並びに指定

の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類について、住民への周知を図る

ととともに、市町地域防災計画において、警戒避難体制に関する事項を定めるにあた

り必要な情報を、当該警戒区域を含む市町に提供する。 

イ 市は、警戒区域の指定があったときは、当該警戒区域ごとに、以下の事項について

定める。 

（ｱ） 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報または警報の発令及び伝達に関

する事項 

地盤災害予防 地盤災害の危険区域の指定及び周知 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 

警戒体制の確立 

避難体制の確立 

地盤災害防止施設の整備・促進 

住宅移転事業の促進 

宅地造成地等災害予防 
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（ｲ） 避難施設その他の避難場所等に関する事項 

（ｳ） 災害対策基本法第48条第１項の防災訓練として、市長が行う土砂災害に係る避難

訓練の実施に関する事項 

（ｴ） 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設であって、土砂災害が発生するおそれがある場合における当

該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある場合にあって

は、これらの施設の名称及び所在地 

（ｵ） 救助に関する事項 

（ｶ） 前各号に掲げるもののほか、警戒区域における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 

ウ 市は、前項(ｴ)に記載する事項を定めるときは、土砂災害が発生するおそれがある場

合における同号に規定する施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、同項(ｱ)に掲げる事項として土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する

事項を定める。 

エ 市長は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所、そ

の他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項等、地域防

災計画に定められた事項を記載した土砂災害ハザードマップ等を作成し、市民に周知

するものとする。 

オ 県及び市は、協力して土砂災害に対して住民等を啓発するための防災教育や防災訓

練の実施に努めるものとする。また、市は、土砂災害に係る避難訓練を毎年１回以上

実施することを基本とする。 

（３）土砂災害特別警戒区域における対策 

県は、「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害警戒区域のうち建築物に損壊が生じ、市

民等の身体に著しい危害が生ずるおそれのある区域を、市長の意見を聴いて土砂災害特

別警戒区域としての指定に努める。 

また、市は、建築基準法に基づく建築物の構造規制の措置を講ずる。 

 

４ 警戒体制の確立 

（１）市は、県と合同又は単独で定期的に危険箇所の巡視、点検を実施し、地盤災害の未然

防止に努める。 

（２）県は、土砂災害から人命・身体を保護するため、大雨による土砂災害発生の危険性が

高まったときに、市長が防災活動や住民等への避難勧告発令等の対応を適時適切に行え

るように支援するとともに、市民自らの避難を支援するため、金沢地方気象台と共同で

土砂災害警戒情報を発表し、その旨を県から関係する市町長へ通知するとともに一般へ

周知する。 

なお、土砂災害警戒情報は、大雨警報発表後に発表され、土砂災害の危険性が最も高い

ことを示し、避難勧告等の判断に資する情報として位置付けられている。 

（３）市は、土砂災害警戒情報が発表されたとき、又は土石流、地すべり、がけ崩れ、山崩れ

等のおそれがあると認めるときは、危険箇所の巡視、警戒を行う。また、当該危険箇所ご

とに所要の警戒要員を配置するなど、警戒体制について、あらかじめ定めておく。 
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なお、巡視、警戒に当たるべき時機を失しないよう、関係機関との連絡を密にし、降雨

量の把握に努める。 

（４）雨量計設置機関は、逐次情報の提供に努める。 

 

５ 避難体制の確立 

市長は、大雨警報や土砂災害警戒情報が発表された場合、又は地盤災害が発生し、若し

くは発生するおそれがある場合において、市民の生命、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必要があると認めるときは、市民、滞在者その他の者に対して速

やかに避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を発令する。 

なお、避難勧告等の判断基準やその伝達手段等とともに、地域の実情に最も適した避難

路、避難場所等及び避難誘導方法等をあらかじめ定め、広報紙、パンフレット等により市

民に対して周知徹底を図る。 

 

６ 地盤災害防止施設の整備・促進 

（１）地すべり防止工事の促進 

市及び県は、人家、公共施設の多い重要区域から順次、排水工、枠工、排土工等の防止

工事を施行し、地すべりの防止に努める。 

（２）治山対策の促進 

市及び県は、山地災害危険地区等における山地治山、防災林造成の整備を行うととも

に、山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策を推進する。 

（３）急傾斜地崩壊防止工事の促進 

市及び県は、急傾斜地崩壊危険区域についてがけ崩れを誘発するような行為の制限又

は防止対策工事の施行を指導する。また、危険度の高い重要区域から順次公共事業とし

て、擁壁、コンクリート張り工、排水工、法切工等の防止工事を行い、がけ崩れの防止に

努める。 

 

７ 住宅移転事業の促進 

市は、危険箇所に居住する者に対して、必要な指導を行うとともに、当該危険地域外に

住居の建設移転等を行う場合に住宅金融支援機構資金の融資指導等を行うほか、次の事業

により住宅移転を促進する。 

ただし、家屋等の経常的被害に対する補修又は補強は、原則としてそれぞれの家屋管理

者が行う。 

（１）がけ地近接等危険住宅移転事業 

がけ地崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域に存する危険住宅の

移転を促進するため、がけ地近接等危険住宅移転事業の実施に努める。 

（２）防災のための集団移転事業 

防災のための集団移転に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和47年法律第

132号）に基づき、市民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を

促進するよう努める。 

 



第２章 災害予防計画 【第２４節 地盤災害予防】 

 

 87 

８ 宅地造成地等災害予防 

市は、宅地の造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流失等崩壊の発生を防止するため、次のと

おり災害予防措置を講ずる。 

（１）宅地造成地域の規制 

宅地造成により、がけ崩れ又は土砂の流失による災害の発生のおそれのある区域に対

して宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）に基づき、宅地造成工事規制区域を指定

し、宅地造成に関する工事の適切な規制を行い、がけ崩れ又は土砂の流失の防止を図る。 

また、都市計画区域においては、都市計画法の開発許可制度の適用により、安全かつ

良好な宅地の造成を行うよう規制する。なお、必要があると認めるときは、勧告又は改

善命令を発して、宅地の安全確保に努める。 

（２）指定区域内における措置等 

宅地造成工事規制指定区域内における宅地造成に関する許可申請に際しては、必要な

検査、防災工事の勧告、改善命令等を行う。 

また、必要に応じて、指定区域のパトロールを実施し、違反工事、危険な宅地の発見に

努め、災害の未然防止に適切な指導を行う。 
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第２５節  危険物等災害予防 

担当部局：市民生活部、消防本部、警察署 

１ 基本方針 

火薬類、高圧ガスその他の発火性若しくは引火性物品又は毒物・劇物等の危険物品は、

災害発生時には直ちに災害の原因となるとともに、災害を拡大させる重要な要因となるお

それがある。このため、市及び防災関係機関は、災害発生に係る緊急措置の徹底を図ると

ともに、これらの施設の立入検査、従事者に対する取扱いの指導及び訓練等を通して、災

害の防止に万全を期する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  火薬類の保安 

（１）立入検査及び保安指導の実施 

県及び白山警察署等の監督機関は、対象事業所に対して立入検査等を実施し、施設の

構造、位置及び火薬類の取扱いに関する保安指導又は措置命令を行う。 

（２）火薬庫の所有者等が行う危険時の応急措置 

火薬類の所有者等は、近隣の火災その他の事情により火薬庫が危険な状態となり、又

は火薬類が何らかの理由により安定度に異常を呈したときは、直ちに次の措置を講ずる。 

ア 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕がある場合には、これを移し、かつ、見張人をつ

ける。 

イ 搬送が困難な場合は、火薬類を水中に沈めるなど安全な措置を講ずる。 

ウ 以上の措置によらない場合は、火薬庫の入口、窓等を目塗土で完全に密閉し、一方で

防火の措置を講じ、かつ、必要に応じて付近住民に避難するよう警告する。 

エ 吸湿、変質、不発、半爆等のために原性能若しくは原形を失った火薬類又は安全度に

異常を呈した火薬類は廃棄する。 

（３）県及びその他機関の緊急措置 

災害発生の防止その他緊急の必要がある場合には、次の措置を行う。 

ア 製造施設又は火薬庫の使用の一時停止を命ずる。 

イ 製造、販売、貯蔵、運搬、消費、廃棄を一時禁止し、又は制限をする。 

ウ 火薬類の所在場所の変更又は廃棄を命ずる。 

危険物等災害予防 火薬類の保安 

高圧ガスの保安 

毒物・劇物の保安 

石油類等の危険物の保安 

都市ガスの保安 

放射性物質の保安 
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エ 廃棄した火薬類の収去を命ずる。 

オ 自動車又は軽車両により火薬類を運搬する者に対して、運搬証明書の提示、及び運

搬上の適否の検査を行う。 

カ その他災害防止のための必要な応急措置命令を発する。 

（４）自主保安体制の促進 

ア 市は、県及び石川県火薬類保安協会と連携をとり、自主保安活動の推進を通じて災

害の防止を図る。 

イ 事業所等は、自主保安体制の整備に努めるとともに、従事者の保安教育を図る。 

（５）関係機関の連携 

関係機関は、定期的な連絡会議等を通じて事業所等に対する監督・指導の連携強化を

図り、防災対策の万全を期する。 

 

３ 高圧ガスの保安 

（１）立入検査及び保安指導の実施 

監督機関は、対象事業所に対して立入検査等を実施し、施設の構造、位置及び高圧ガ

スの取扱いに関する保安指導又は措置命令を行う。 

（２）製造所等が行う危険時の応急措置 

ア 製造施設又は消費施設が危険な状態となったときは、直ちに製造又は消費の作業を

中止し、その設備内のガスを安全な場所に移し、又は放出し、この作業に特に必要な作

業員のほかは退避させる。 

イ 販売施設、貯蔵所又は充てん容器が危険な状態となったときは、直ちに充てん容器

を安全な場所に移す。 

ウ 前記の措置を講ずることができない場合には、従業員又は必要に応じて付近の住民

に対して退避するよう警告する。 

エ 充てん容器が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを廃棄し、

又はその充てん容器とともに損害を他に及ぼすおそれのないよう措置する。 

（３）県及びその他機関の緊急措置 

公共の安全の維持又は災害の発生防止のために、緊急の必要があると認めるときは、

次の緊急措置をとる。 

ア 施設の全部又は一部の使用の禁止 

イ 製造、引渡、貯蔵、移動、消費又は廃棄の一時禁止又は制限 

ウ 容器の廃棄又は所在場所の変更 

（４）自主保安体制の促進 

ア 市は、県及び高圧ガス保安団体と連携をとり、自主保安活動の推進を通じて災害の

防止を図る。 

イ 事業所は、自主保安体制の整備に努めるとともに、従事者の保安教育を図る。 

（５）関係機関の連携 

関係機関は、定期的な連絡会議等を通じて事業所に対する監督・指導の連携強化を図

り、防災対策の万全を期する。 
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４ 都市ガスの保安 

ガス事業者は、原料貯蔵設備、ガス発生装置、精製装置、ガスホルダー等に対して関係法

令の規制及び検査基準、点検基準に基づき、定期検査及び点検事務を行い、機能維持とそ

の安全を図る。 

 

５  毒物・劇物の保安 

（１）毒物・劇物貯蔵所の届出 

毒物・劇物貯蔵所の管理者は、有毒物質について消防本部に届け出るとともに、貯蔵施

設の入口等に品名、化学的性質を明示するよう努める。 

（２）立入検査の実施 

消防本部は、事業所等に対し、適時立入検査を実施し、毒物・劇物の貯蔵量に対応する

設備、火災予防管理及び火災防ぎょの指導を行う。 

（３）施設の維持 

消防本部は、毒物・劇物事業者及び取扱責任者に対し、常に登録基準に適合する施設を

維持させる。 

（４）事故措置の徹底 

消防本部は、毒物・劇物によって、市民の生命及び保健衛生上に危害を生ずるおそれが

あるときは、事業者及び毒物・劇物取扱責任者に対し、保健所、白山警察署及び消防本部

等に届出させるとともに、危険防止のため危険区域所在者の避難を命じ、立入禁止区域

を設定するなど応急措置を講ずる。 

 

６  石油類等の危険物の保安 

（１）立入検査の実施 

ア 消防本部は、危険物施設（製造所、貯蔵所、取扱所）に対して立入検査を実施し、法

令に基づく適切な維持、管理をさせ、基準に適合しないものは直ちに移転、改修するな

ど、災害防除の見地から貯蔵、取扱等の厳正を期し、十分な監督指導を行う。 

イ 移動タンク貯蔵所（タンクローリー）による事故は、人家の密集する地域で発生する

可能性が大であり、その範囲も広域におよぶ可能性がある。 

この災害を防止するため、消防本部は、県及び白山警察署と連絡を密にして立入検

査を実施する。 

（２）自主保安体制の確立 

消防本部は、危険物施設の設置者に対して、法令に基づく予防規程の作成、自衛消防組

織の編成等を行い、自主保安体制の確立を推進させる。 

（３）化学消火剤の備蓄と配備 

消防本部は、大量危険物施設において万一事故が発生した場合は、大きな災害に拡大

するおそれがあるので、消防本部は、施設の所有者等に対して災害時の処理及び体制と

化学消火剤の備蓄を指導する。 

（４）防災教育 

消防本部は、危険物施設関係者に対して関係法令及び災害予防について指導し、安全

管理の重要性を認識させるとともに、従業員等に対する防災教育を行うよう指導する。 

 

７  放射性物質の保安 

消防本部は、放射性物質を取扱う事業所等の現況を把握する。 
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第２６節  防災資機材等の点検整備 

担当部局：総務部 

１ 基本方針 

市及び防災関係機関は、災害応急対策に必要な資機材を、災害に際し、その機能を有効

適切に発揮できるよう常時、点検整備する。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

２ 救助用備蓄物資の整備点検 

災害救助法（昭和22年法律第118号）に基づく救援物資及び日本赤十字社石川県支部で備

蓄する救援物資については、品目、員数、梱包の整理点検による適正保存に努めるととも

に、災害発生による備蓄物資の支給又は棄損したときの補充等、物資の確保に万全を図る。 

 

３ その他資機材の整備点検 

救援資機材を保有する機関及び応急復旧用資機材を備蓄する機関においては、適宜点検

整備を行い、災害に備える。 

 

防災資機材等の点検整備 救助用備蓄物資の整備点検 

その他資機材の整備点検 
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第２７節  集落の孤立化対策 

担当部局：総務部、建設部、教育部、消防本部、警察署  

１ 基本方針 

大規模な災害等による道路や通信の途絶などにより孤立化するおそれのある集落につい

ては、連絡手段の確保、情報連絡員の配置など孤立化の未然防止を図るとともに、万が一

孤立化した場合には、被災状況の早期把握、市民の救出・救助等の応急対策を迅速に実施

できる体制を確立する必要がある。 

そのため、市、県及び防災関係機関等が一体となった取り組みを推進することにより、

市民の安全確保を図ることを目的とした災害予防対策として掲げる。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

２ 孤立化集落対策 

市は、道路状況や通信手段の確保の状況から孤立化が予想される集落について、事前の

把握に努める。 

把握にあたっては、次の孤立化のおそれのある集落の例を参考にするとともに、警察、

消防、河川国道事務所、電気通信事業者等防災関係機関から意見を聴取する。 

（１）道路状況 

ア 集落につながる道路等において迂回路がない。 

イ 集落につながる道路等において落石や崩土等の発生が予想される道路災害危険箇所

が多数存在し、交通途絶の可能性が高い。 

ウ 集落につながる道路等においてトンネルや橋梁等の耐震化がなされておらず、交通

途絶の可能性が高い。 

エ 土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能性が高い。 

（２）通信手段 

ア 空中線の断絶等によって、通信手段が途絶する可能性が高い。 

イ 一般加入電話以外の多様な通信手段が確保されていない。 

 

３ 孤立化の未然防止対策 

孤立化を未然に防止するため、市及び防災関係機関等は、連携しながら、次のような対

策に取り組む。また、孤立化対策に必要な施策を推進するため、関係機関による連絡会等

を設置し、日頃から情報交換に努める。 

（１）市 

ア 孤立化のおそれのある集落においては、集落の代表者等（町内会長、消防団員等）を

情報連絡員として、災害発生時における防災情報の提供体制を整備する。 

集落の孤立化対策 孤立化集落対策 

孤立化の未然防止対策 

孤立化した場合の対応 
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  また、自主防災組織を育成・強化し、集落内の防災力の向上に努める。 

イ 集落内に学校や駐在所等の公共的機関、北陸電力株式会社、西日本電信電話株式会

社などの防災関係機関がある場合は、それらの機関の持つ連絡手段の状況について事

前に確認するとともに、災害時における活用についても事前に調整する。 

ウ アマチュア無線等を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、関係者との連

携に努める。 

エ 防災行政無線移動局（携帯型）の整備等、孤立化のおそれのある集落への連絡手段

の多様化を図る。 

オ 孤立化のおそれのある集落において、救出・救助や物資投下のためのヘリコプター

臨時離着陸場（校庭、空き地、休耕田等）を選定・確保する。 

（２）電気通信事業者 

孤立化防止のための超小型衛星通信装置（KU-1CH）及び衛星携帯電話の配置などにつ

いて配慮する。 

（３）道路管理者 

孤立化のおそれのある集落については、危険箇所の補強や耐震対策等の防災工事に計

画的に取り組む。そのため、県と定期的に道路整備状況等について情報交換を行う。 

 

４ 孤立化した場合の対応 

（１）市 

ア 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合は、県に孤立

化や被災に関する情報を速やかに提供する。 

イ 避難所の開設や飲料水、食料等日常生活に必要な物資を確保する。 

ウ その他必要な対策について、関係機関と連携を図りながら、迅速に実施する。 

（２）県 

ア 市からの孤立化情報を受けて、消防防災ヘリの活用や職員の派遣等により、被災状

況の把握、救急患者の搬送等を行うほか、消防や警察等と連携を図り、各般の応急措

置を実施する。 

イ 被災状況に応じて、自衛隊への災害派遣要請を行う。 

ウ 放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請を行う。 

（３）電気通信事業者 

ア 孤立化した集落との連絡手段を確保するため、衛星携帯電話を可能な限り提供する

とともに、避難所等に衛星通信を利用した特設公衆電話の設置に努める。 

イ 被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施する。 

（４）道路管理者 

災害時相互応援協定に基づき建設業団体等の協力を得て、道路等の応急復旧を実施す

るとともに、交通規制情報を提供する。 

（５）警察 

安否確認、行方不明者の捜索、救出救助、緊急交通路の確保を図る。 

 


