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第３章 地震災害応急対策計画 

節 細     節 担当部局 ページ 

地震災害応急対策計画の全体イメージ 
対策項目の時系列整理 

104 
105 

第１節 
初動体制の確立 

１ 基本方針 
２ 災害対策本部設置等に係る配備体制
及びその基準等 

３ 通報連絡体制及び市職員の動員 
４ 災害対策本部 
５ 現地災害対策本部 
６ 災害対策本部設置等の表示等 
７ 意思決定手続き 
８ 災害応急対策の総合調整 
９ 受援体制の確立 
10  広域応援協力体制の確立 
11  各防災関係機関の職員の勤務ローテ
ーションの確立と健康管理 

全部局 

106 
106 

 
107 
108 
109 
109 
110 
110 
111 
116 
117 

 

第２節 
地震情報の発表・伝達 

１ 基本方針 
２ 緊急地震速報（警報）の発表基準等 
３  地震に関する情報の種類と内容 
４ 地震情報等の伝達 
５ 地震に係る現場情報 

総務部 

118 
118 
119 
120 
120 

第３節 
災害情報の収集・伝達 

１ 基本方針 
２ 情報の優先順位 
３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 
４ 収集すべき情報  

総務部 
消防本部 

121 
121 
121 
123 

第４節 
通信手段の確保 

１ 基本方針 
２ 通信手段の利用方法等 
３ 通信設備の応急復旧 

総務部 
企画振興部 
各支所・ 
市民サービス
センター 

133 
133 
134 

 

第５節 
消防防災ヘリコプターの
活用 

１ 基本方針 
２  消防防災ヘリコプターの活動内容 
３ 運航基準 
４ 支援要請 
５ 離着陸場へリポート 

総務部 
消防本部 

136 
136 
136 
136 
138 

第６節 
災害広報 

１ 基本方針 
２ 広報機関 
３ 広報の内容 
４ 広報手段等 
５ 被災地域の相談・要望等の対応 
６ 安否情報の提供等 
７ 住宅に関する各種調査等の情報提供 

全部局 

139 
139 
139 
139 
140 
140 
141 

第７節 
消防活動 

１ 基本方針 
２ 出火防止、初期消火 
３ 応援要請等 
４ 消防活動 
５ 救助・救急活動  
６ 惨事ストレス対策 

総務部 
消防本部 

142 
142 
142 
143 
143 
143 

白山市地域防災計画（地震災害対策編） 
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節 細     節 担当部局 ページ 

第８節 
自衛隊の災害派遣 

１ 基本方針 
２  災害派遣の適用 
３ 派遣の要請 
４ 活動の内容 
５ 使用資機材の準備 
６ 経費の負担区分 
７ 自衛隊航空機の行う災害活動に対す
る諸準備 

総務部 

144 
144 
144 
146 
146 
146 
147 

 

第９節 
避難誘導等 

１ 基本方針 
２ 避難の勧告又は指示（緊急）の実施 
３ 避難の勧告又は指示（緊急）の内容
及びその周知 

４ 警戒区域の設定 
５ 警戒区域設定の周知等 
６ 避難者の誘導 
７ 避難所の開設及び運営 
８ 広域避難対策 
９ 帰宅困難者対策 
10 避難所外避難者対策 

総務部 
健康福祉部 
市民生活部 

149 
149 
150 

 
150 
151 
151 
151 
153 
154 
154 

第10節 
要配慮者の安全確保 

１ 基本方針 
２ 在宅の要配慮者に対する対策 
３ 社会福祉施設等における対策 
４ 医療機関における対策 
５ 外国人に対する対策 

健康福祉部 
観光文化スポーツ部 

155 
155 
156 
156 
157 

第11節 
災害医療及び救急医療 

１ 基本方針 
２ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 
３ 救護所の設置 
４  災害時後方医療体制 
５ 重症患者等の搬送体制 
６ 医療品等及び輸血用血液の供給体制 
７  医療機関のライフラインの確保 
８  個別疾患対策 

健康福祉部 
消防本部 

158 
158 
159 
160 
160 
160 
160 
160 

第12節 
健康管理活動 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３ 健康管理活動従事者の派遣体制 
４ 健康管理活動 

健康福祉部 

161 
161 
161 
161 

第13節 
救助・救急活動 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３  惨事ストレス対策 
４ 医療救護活動 
５ 災害救助法による措置 

総務部 
健康福祉部 
消防本部 
警察署 

163 
163 
163 
163 
163 

第14節 
水防活動 

１ 基本方針 
２ 監視、警戒活動 
３ 応急復旧 

総務部 
産業部 
建設部 
消防本部 

164 
164 
164 

第15節 
災害救助法の適用 

１ 基本方針 
２ 適用基準（災害救助法施行令） 
３ 適用手続 
４ 災害救助法に基づく救助の種類 
５ 災害救助法が適用されない場合の救
助 

全部局 

165 
165 
166 
166 
166 

 

第16節 
災害警備及び交通規制 

１ 基本方針 
２ 災害警備体制 
３ 交通対策 

建設部 
警察署 

170 
170 
171 



第３章 地震災害応急対策計画 

 

 102 

節 細     節 担当部局 ページ 

第17節 
行方不明者の捜索、遺体
の収容・埋葬 

１ 基本方針 
２ 行方不明者及び遺体の捜索 
３ 遺体の検視（見分）及び処理 
４ 遺体の埋葬 
５ 安否確認 
６ 警察の措置 
７ 海上保安部の措置 
８  災害救助法による措置 

健康福祉部 
市民生活部 
消防本部 
警察署 

175 
175 
175 
175 
176 
176 
176 
176 

第18節 
危険物の応急対策 

１ 基本方針 
２ 火薬類 
３ 高圧ガス等 
４ 石油類等 
５ 毒物・劇物 
６ 放射性物質 
７ 応急復旧の活動体制の確立  

市民生活部 
消防本部 
警察署 

177 
177 
177 
177 
177 
178 
178 

第19節 
ライフライン施設の応急
対策 

１ 基本方針 
２ 電力施設 
３ 通信施設 
４ 上水道施設 
５ 下水道施設 

企画振興部 
上下水道部 

179 
179 
180 
181 
182 

第20節 
公共土木施設等の応急対
策 

１ 基本方針 
２ 道路施設 
３ 河川、海岸、漁港等施設 
４ 放送施設 
５ 鉄道施設 
６ 公園・緑地施設 
７ 農地、農業用施設等 
８ 公共建築物等 

企画振興部 
産業部 
建設部 

183 
183 
183 
184 
184 
184 
185 
185 

第21節 
給水活動 

１ 基本方針 
２  給水対策本部の設置、運営 
３ 応急給水活動 
４ 施設の応急復旧活動 
５ 災害救助法による措置 

上下水道部 

186 
186 
187 
188 
188 

第22節 
食料の供給 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３ 主食の供給 
４ 副食及び調味料の確保 
５ 炊き出し等の方法 
６ 応援等の手続き 
７ 共助による食料の確保 
８ 災害救助法による措置 

総務部 
健康福祉部 
産業部 

189 
189 
189 
190 
191 
191 
191 
191 

第23節 
生活必需品の供給 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３ 生活必需品等の確保 
４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運
営 

５ 災害救助法による措置 

総務部 
健康福祉部 
産業部 
建設部 

192 
192 
192 
193 

 
193 

第24節 
障害物の除去 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３  障害物除去の実施基準 
４ 障害物除去の方法 
５ 除去した障害物の集積場所 
６ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排
除 

７ 災害救助法による措置 
８ 粉塵等公害防止対策 
９  障害物除去に関する応援、協力 

総務部 
市民生活部 
産業部 
建設部 

194 
194 
194 
194 
194 
194 

 
195 
195 
195 
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節 細     節 担当部局 ページ 

第25節 
輸送手段の確保 

１ 基本方針 
２ 輸送の対象 
３ 実施機関 
４ 要員、物資輸送車両等の確保 
５ 災害救助法による措置 

建設部 

196 
196 
196 
196 
197 

第26節 
こころのケア活動 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３ 精神保健医療班活動 

健康福祉部 
198 
198 
198 

第27節 
防疫、保健衛生活動 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３ 避難所の防疫措置 
４ 防疫用資材の備蓄、調達 
５  感染症患者発生時の対応 
６ ペット動物の保護対策 
７ 特定動物の逸走対策 

健康福祉部 
市民生活部 

199 
199 
199 
199 
199 
200 
200 

第28節 
ボランティア活動の支援 

１ 基本方針 
２ ボランティアの受け入れ 
３ 災害ボランティアセンターの機能 
４ サテライトの機能 
５ ボランティアの活動拠点及び資機材
の提供 

企画振興部 
健康福祉部 

201 
201 
201 
202 
203 

 

第29節 
災害廃棄物の処理 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３  被災地の状況把握 
４ 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法 
５ 地震災害時における廃棄物の処理目
標 

６ 野外仮設トイレの設置 
７ 廃棄物の応急的処理 
８ 廃棄物処理施設の復旧 

市民生活部 

204 
204 
204 
204 
205 

 
205 
206 
206 

第30節 
住宅の応急対策 

１ 基本方針 
２ 実施体制 
３ 災害救助法による措置 
４  住宅確保等の種別 
５ その他 

建設部 

207 
207 
208 
208 
209 

第31節 
文教対策 

１ 基本方針 
２ 文教施設の応急復旧対策 
３ 応急教育実施の予定施設 
４ 応急教育計画 
５ 児童生徒への対応 
６ 教材、学用品の調達及び給与方法 
７ 給食措置 
８ 保健衛生 
９  教職員の健康管理 
10 避難所協力 
11 文化財対策 

観光文化スポーツ部 
教育部 

210 
210 
210 
210 
211 
211 
212 
212 
212 
212 
212 

第32節 
応急金融対策 

１ 基本方針 
２ 銀行券の発行ならびに通貨および金
融の調節 

３ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩
序の維持に資するための措置 

４ 金融機関の業務運営の確保に係る措
置 

５ 金融機関による金融上の措置の実施
に係る要請 

６ 各種措置に関する広報 

総務部 

214 
214 

 
214 

 
214 

 
214 

 
215 
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地震災害の発生に伴う災害応急対策を迅速に適時・的確に行うためには、災害対策に優先

順位をつけてタイミングよく実施しなければならない。そのため、発災後の時間の経過に伴

い変化する対応策を時系列に沿って、初動対策期（発災から１日程度）、緊急対策期（１週間

程度まで）、応急対策期（１か月程度まで）の３期別に分類・整理する。 

特に、発災当初の72時間は、救命・救急活動において極めて重要な時間帯であることを踏

まえ、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した情

報に基づき、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分する。 

また、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮する。 

地震災害応急対策の全体の流れを次に示す。 

地震災害応急対策計画の全体イメージ 

地域防災計画 時間経過 対策期別 対象項目 市民の対応 

地震災害予防対策  事前対応 ・減災（施設の耐震化等の整備

など） 

・準備（組織、計画等） 

・家の補強 

・防災教育 

地震災害応急対策  初動対策期 

（救命中心） 

・生命の安全確保 

・職員の非常招集 

・災害医療の開始 

・二次災害の防止 

・災害情報の収集・連絡・対応 

・避難場所の開設 

・情報網の確保 

 

 

自主防災 

備蓄食料 

水の消費 

 緊急対策期 

（救援と支援） 

・避難場所の高機能化 

・緊急支援活動の立ち上げ 

・災害医療の継続と救急医療

の開始 

・幹線道路の通行確保と流入

交通量の制限 

・ボランティア

活動の開始及

び受け入れ 

 応急対策期 

（応急被害復旧の

開始、こころの

ケア開始） 

・緊急支援活動の安定継続 

・社会基盤施設、ライフライン

復旧進捗情報の共有化 

・生活支援とボランティア受

け入れ環境の整備 

・仮設住宅の建設と入居 

・復旧計画の策定 

・心的外傷後ストレス障害の

ケア開始 

地震災害復旧・ 

復興対策 

 復旧対策期 

（復興計画の策定） 

・がれきの処理 

・まちづくり組織の形成 

・復興計画の策定 

・都市、まちづ

くりへの参加 

 復興対策期 

（人生・生活・住宅

等町並み再建、

都市環境回復） 

・都市機能の回復・強化 

・教訓の整理、防災教育の日常

化 

・生活再建及び復興経済 

・都市環境の回復、創造 

３
日 
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地震災害応急対策の項目を優先順に次のとおり示す。 

対策項目の時系列整理 

時間経過 発災 1日 1週 1月  

対応期別 初動対策期 緊急対策期 応急対策期 

対 
 

策 
 

項 
 

目 

第1節 

 

第2節 

 

第3節 

 

第4節 

 

第5節 

 

第6節 

 

第7節 

 

第8節 

 

第9節 

 

第10節 

 

第11節 

 

第12節 

 

第13節 

 

第14節 

 

第15節 

 

第16節 

 

第17節 

 

第18節 

 

第19節 

 

第20節 

 

第21節 

 

第22節 

 

第23節 

 

第24節 

 

第25節 

 

第26節 

 

第27節 

 

第28節 

 

第29節 

 

第30節 

 

第31節 

 

第32節 

 

 

 

  

地震情報の発表・伝達 

初動体制の確立 

災害情報の収集・伝達 

通信手段の確保 

消防防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの活用 

災害広報 

消防活動 

自衛隊の災害派遣 

避難誘導等 

要配慮者の安全確保 

災害医療及び救急医療 

健康管理活動 

救出・救助活動 

水防活動 

災害救助法の適用 

災害警備及び交通規制 

危険物の応急対策 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設の応急対策 

公共土木施設等の応急対策 

給水活動 

食料の供給 

生活必需品の供給 

災害情報の収集・伝達 

消防防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの活用 

災害広報 

自衛隊の災害派遣の継続 

避難誘導 

要配慮者の安全確保 

災害医療の継続と救急医療

の開始 

健康管理活動 

災害警備及び交通規制 

行方不明者の捜索、遺体の収

容・埋葬 

危険物の応急復旧 

ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設の応急復旧 

公共土木施設等の応急復旧 

給水活動の実施 

食料の供給 

生活必需品等の供給 

障害物の除去 

輸送手段の確保 

こころのケア活動 

防疫、保健衛生活動 

ボランティア活動の支援 

災害廃棄物の処理 

住宅の応急対策 

文教対策 

応急金融対策 

災害広報 

健康管理活動 

こころのケア活動 

災害廃棄物の処理 

応急仮設住宅の建設 

応急金融対策の継続 

危険物の応急復旧 
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第１節  初動体制の確立 

担当部局：全部局 

１ 基本方針 

市長は、災害対策基本法第23条の２に基づき、地震災害に係る応急対策の推進を図る必

要があるときは、災害対策本部を設置し、その活動体制を確立する。 

また、市及び防災関係機関は、地震災害に係る応急対策を迅速かつ効果的に実施するた

め、国、県、地方公共団体、民間企業等からの円滑な支援を受けるための広域応援体制を

確立する。 

 

２ 災害対策本部設置等に係る配備体制及びその基準等 

白山市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）の設置等に係る配備体制及びその

基準等（以下「配備体制及びその基準等」という。）は、次のとおりとする。 

 

配備体制及びその基準等 

配 備 体 制 動 員 基 準 動員対象（関係課） 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

設 
置 

前 

注意配備体制 

 

情報収集、連絡活

動を円滑に行える

体制 

・市内で震度３の地震が発生したとき 

本庁 

・危機管理課全職員 

・総務課担当職員 

・広報広聴課担当職員 

・農業振興課担当職員 

・林業水産課担当職員 

・土木課担当職員 

・白山ろく産業土木課担当職員 

・水道課担当職員 

・下水道課担当職員 

・鶴来白山ろく上下水道課担当職員 

・関係課指定職員 

 

支所及び市民サービスセンター 

・総務課担当職員 

・市民サービス課担当職員 

・関係課指定職員 

 

地域振興公社 

・施設管理担当課職員 

 

上記職員は自主登庁 
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配 備 体 制 動 員 基 準 動員対象（関係課） 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

設 

置 

前 

警戒配備体制 

 

災害対策本部の設

置に備える体制 

・市内に震度４又は震度５弱の地震が発

生したとき 

本庁 

・全ての部長・課長 

・総務課全職員 

・危機管理課全職員 

・広報広聴課全職員 

・農業振興課全職員 

・林業水産課全職員 

・土木課全職員 

・白山ろく産業土木課全職員 

・水道課全職員 

・下水道課全職員 

・鶴来白山ろく上下水道課全職員 

・危機管理課兼務職員 

・関係課指定職員 

 

支所及び市民サービスセンター 

・支所長、市民サービスセンター所長
及び全ての課長 

・総務課職員 

・市民サービス課職員 

・関係課指定職員 

 

地域振興公社 

・施設管理担当課職員 

 

上記職員は自主登庁 

副市長・教育長､上記職員以外の職員
は緊急連絡により登庁 

災害対策本部体制 

 

災害対策本部及び地区

支部の任務を行う。 

・市内で震度５強以上の地震が発生したと

き 

・市内に地震災害が発生し、その規模及び

範囲等から、災害対策本部を設置してそ

の対策を要すると市長が認めたとき 

  全職員（自主登庁） 

 

３ 通報連絡体制及び市職員の動員 

（１）通報連絡体制 

各部局（課、室）長は、あらかじめ通報連絡体系図による職員の配備及び動員伝達系統

を定め、所属の職員に周知徹底するとともに、このための所要の準備を日頃から整えて

おくこととする。 

毎年度、新たに策定（変更を含む。）した職員の配備計画及び動員伝達系統を、毎年度

４月末までに危機管理課に報告する。 

（２）通報の方法 

ア ２の「配備体制及びその基準等」の定めによる動員対象職員は、連絡を待たずに登庁

する。 

イ 放送機関（テレビ、ラジオ）の協力を得て、職員の動員を図る。 

ウ 閉庁時においては、動員伝達系統を用いた連絡により、職員の動員を図る。 

（３）職員の動員 

ア 注意配備体制及び警戒配備体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による注意配備体制又は警戒配備体制になったと

きは、危機管理課職員及びあらかじめ定められた動員対象職員は、速やかに登庁する。 
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イ  災害対策本部体制の場合 

２の「配備体制及びその基準等」による災害対策本部設置体制になったときは、全職

員が直ちに登庁する。 

なお、登庁が不可能な場合は、最寄りの市機関に登庁する。この際、市街地又は市街

地に隣接する地域に立地する機関に登庁する職員は、道路の被害及び交通の混雑等が

予想されるため、できるだけ徒歩、自転車、バイク等の利用を心がける。 

 

４ 災害対策本部 

（１）災害対策本部の設置 

市長は、２の「配備体制及びその基準」に定める震度５強以上の地震等が発生した場合

などには、災害対策本部を設置する。 

（２）災害対策本部の組織や運用等は、別に定める「職員防災マニュアル」の定めるところ

による。 

（３）災害対策本部は、市長を災害対策本部長（以下「本部長」という。）として、市及び教

育委員会で組織し、地震災害に係る救助その他の災害応急対策活動を統括する。 

（４）災害対策本部は、原則として市役所402会議室に設置するが、被害規模により、国、県

等に応援要請を行ったときは市民交流センターに設置する。なお、市役所等が甚大な被

害により使用不可となった際は、白山野々市広域消防本部を代替施設とし、災害対策本

部を設置する。 

（５）災害対策本部の組織、編成 

ア 災害対策本部は、災害対策に関する方針の協議及び事務連絡の機関として、本部長、

災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）及び災害対策本部員(以下「本部員」

という。）を構成員とする災害対策本部員会議(以下「本部員会議」という。）を設け

る。 

イ 副本部長は副市長・教育長が、本部員は各部長職が原則として担当するものとする。 

ウ 本部員会議は、必要の都度、本部長が招集する。  

エ 災害対策本部には部及び班を設け、部に部長を、班に班長を置く。 

オ 部長には本部員（各部局長）を充て、班長には各部局の主管課長を充てる。 

カ 本部員会議の庶務その他災害対策についての各部、各班の連絡等に関する事項の処

理に当たるため本部連絡員室を設置し、原則、危機管理課兼務職員を本部連絡員とし

て、原則、本部連絡員室に勤務させる。 

また、部内各班の連絡を図るため、部内連絡員（各課課長補佐（総括））を置く。 

キ 災害対策本部の円滑な運営を図るため、災害の規模に応じて、本部事務局の人員増

強を図るとともに、必要に応じて本部の運営を支援する班を設置する。 

（６）災害対策本部の所掌事務  

災害対策本部は、災害対策の推進に関して、総合的かつ一元的体制を確立するととも

に、本計画に定めるところにより、市防災会議と緊密な連絡のもとに、次に定める所掌事

務を実施する。 

なお、各部、各班の組織及び事務分担は、運営要綱の定めるところによる。 
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（７）県の現地災害対策本部との連携 

県の現地災害対策本部が市庁舎内に設置された場合は、県と情報の共有化を図るため、

市災害対策本部との合同会議等を開催するなど連携を密にする。 

 

災害対策本部の所掌事務 

○ 災害情報の取りまとめに関すること。 

○ 災害による被害状況の調査及び災害報告の取りまとめに関すること。 

○ 災害時における通信の確保に関すること。 

○ 災害状況の市内外に対する広報に関すること。 

○ 被災地に対する救援隊の派遣計画に関すること。 

○ 災害時における医療救護・健康管理活動等に関すること。 

○ 国や県、他市町村等からの支援を受けるための受援計画に関すること。 

○ 水防その他災害の緊急防御対策に関すること。 

○ 災害時における緊急輸送道路の確保状況の広報に関すること。 

○ 災害時における車輛、船舶等交通手段の確保に関すること。 

○ 災害時における治安の確保に関すること。 

○ 災害の応急復旧対策に関すること。 

○ その他災害対策に関して、市長が特に必要と認めた事項。 

 

５ 現地災害対策本部 

（１）現地災害対策本部の設置 

ア 本部長は、被災地域及び災害の状況等に応じて、現地災害対策本部を設置する。 

イ 現地災害対策本部の設置場所は、市内各支所・市民サービスセンターとする。 

（２）現地災害対策本部の組織、編成 

ア 現地災害対策本部には、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員を構成員とす

る現地災害対策本部員会議を設ける。 

イ 現地災害対策本部長は支所長又は市民サービスセンター所長とし、現地災害対策本

部員は、支所の各課長及び市民サービスセンター所長が担当するものとする。 

ウ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

エ 現地災害対策本部に班を設け、班長を置く。 

オ 班長には支所の各課長及び市民サービスセンター所長を充てる。また、各班の連絡

等に関する事項の処理にあたるための現地本部連絡員室を設置し、本部連絡員として、

各支所総務課及び市民サービス課の課長補佐を現地本部連絡員室に勤務させる。 

（３）現地災害対策本部の所掌事務 

事務分掌等については、白山市職員防災マニュアルの定めによる。 

 

６ 災害対策本部設置等の表示等 

（１）災害対策本部及び現地災害対策本部を設置した場合 

ア 直ちにその表示を行い、県、警察、消防本部、防災関係機関及び報道機関等に通報

し、市民に周知する。 

イ 各部局に対しては、庁内グループウエア（チェス）又は口頭で速やかに伝達する。 

（２）災害対策本部及び現地災害対策本部を廃止した場合 

（１）ア、イに準じて行う。 
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７ 意思決定手続き 

（１）本部長（市長）が事故ある場合における職務の代理順位は、次のとおりとする。 

代理順位 職 名 備 考 

第１位 副市長 

市長の職務代理順序による 第２位 副市長 

第３位 教育長 

※第１位及び第２位の順位については、市長の職務を代理する副市長の順序に関する規

則（平成21年３月31日規則第６号）の規定を準用する。 

（２）本部員及び現地災害対策本部員並びに班長に事故ある場合の代理は、白山市事務決裁

規程（平成17年２月１日訓令第２号）第５条の規定を準用する。 

 

８ 災害応急対策の総合調整 

市は、国、県、警察、消防及びライフライン機関等の防災関係機関と相互に連絡調整を図

りつつ、災害応急対策を円滑に実施する。 

 

【災害応急対策総合調整の系統図】 

 

  国の非常災害現地対策本部     

         

  石川県災害対策本部   

         

  
白山市災害対策本部 

（白山市水防本部） 

 

白
山
市
防
災
会
議 

指定地方行政機関 
白山警察署 
県の機関 
消防機関 
指定公共機関 
指定地方公共機関 
市 
市の各種団体 

 

       

  
警察署 

 
消防本部 

  

       

         

         

  市        民     

※命令系統及び指示、勧告又は相互連絡、協力体系を示す。 
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９ 受援体制の確立 

市は、災害時の応援等受入れを想定し、国、県、地方公共団体、民間企業等からの円滑な

支援を受けるための受援計画の策定に努める。 

（１）本部長の応援要請（知事又は他の市町長に対する応援要請） 

本部長は、本市の地域に係る災害応急対策を実施するため、必要があると認めるとき

は、知事又は他の市町長に対し、次の事項を明らかにし、応急措置の実施を要請する。 

ア 災害の状況 

イ 応援を要請する理由 

ウ 応援を要請する区域及び範囲又は内容 

エ 応援を必要とする期間 

オ その他必要な事項  

〈要請事項〉 

○ 物資等の提供及び斡旋並びに人員の派遣 

  ・食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材の提供及び斡旋 

  ・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及び斡旋 

 ・救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及び斡旋 

  ・救護及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 

○ 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同警戒等被災県市の境界付近における必要な措置 

○ 被災者の一時収容のための施設の提供 

○ 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（２）自衛隊の災害派遣要請 

自衛隊の応援要請は、本章第８節「自衛隊の災害派遣」による。 

（３）警察の応援要請 

本部長は、災害発生に伴う市内の警備対策等の実施について必要があると認めるとき

は、白山警察署及び金沢海上保安部に対して出動要請を行う。 

（４）消防の応援要請 

消防活動については、石川県消防広域応援協定（平成３年８月１日締結）により、相互

応援を行う。 

市内の消防力のみで対処できない場合、本部長は、知事に対し、次に挙げる内容を要請

する。 

ア 消防組織法（昭和22年法律第226号）第44条に基づく、緊急消防援助隊等の派遣要請 

イ 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱（昭和61年５月30日消防次

長通知）」に基づく、他の都道府県及び消防本部所有のヘリコプターの派遣要請 

（５）他自治体、指定行政機関、各種団体等に対する応援要請 

本部長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応援協定に基

づき、他自治体、指定行政機関、各種団体等に対して、応援を要請する。 

また、災害時協力事業所登録制度により登録された事業所に対し、市及び自主防災組

織やその他町内会長等からの要請に基づき、支援を要請する。 
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ア 他の地方自治体に対する応援要請 

（ｱ） 県内11市との災害時相互応援に関する協定（H17.8.24、H24.1.25） 

白山市、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、能美市、 

野々市市 

（ｲ） 近隣市町との防災協力体制に関する協定（S55.11） 

白山市、金沢市、野々市市、川北町 

（ｳ） 野々市市、川北町との災害時の相互応援に関する協定（H17.10.1、H26.7.1） 

白山市、野々市市、川北町 

（ｴ） 静岡県藤枝市との災害時の相互応援に関する協定（H17.11.1、H24.11.5） 

白山市、静岡県藤枝市 

（ｵ） 福井県勝山市との災害時の相互応援に関する協定（H17.9.1） 

白山市、福井県勝山市 

（ｶ） 志賀町との災害時の相互応援に関する協定（H24.5.15） 

白山市、志賀町 

（ｷ） 石川県との応急食糧の配給（S57.4.1）及び 

応急用米殻の緊急引渡しに関する協定（S59.4.1） 

白山市、石川県 

（ｸ） 石川県消防防災ヘリコプターの応援に関する協定（H9.4.1、H26.4.1） 

石川県、県内市町、県内広域事務組合 

（ｹ） 消防広域応援に関する協定（H3.8.1） 

石川県、県内市町、県内広域事務組合 

（ｺ） 近隣市町との消防相互応援に関する協定 

（S30.12.15、H17.10.1、H17.12.1、H29.10.1） 

白山市、川北町、野々市市、金沢市、能美市 

イ 指定行政機関等に対する応援要請 

（ｱ） 災害時の緊急放送に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

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

（ｲ） 災害時の情報交換に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

北陸地方整備局 
（金沢河川国道事務所） 

情報交換、情報連絡
員の派遣 

H23. 3. 1 
025-280-8836 
(264-9921) 

025-370-6691 
(233-9617) 

（ｳ） 災害時の通信に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

石川県警察本部 
西日本旅客鉄道㈱金沢支社 
北陸電力㈱石川支店 

通信設備の優先使用 S49. 9. 1 
225-0110 
254-3011 
233-8877 

225-0233 
254-3012 
233-8755 

（ｴ） 白山市と白山市内日本郵便株式会社との包括連携に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

市内各郵便局 
郵政業務に係る災害
特別事務取扱及び援
護対策等 

R 1.10.25 
市内 

各郵便局 
市内 
各郵便局 
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（ｵ） 地域ＢＷＡ無線環境の提供に関する協定（市庁舎から２㎞圏内） 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(株)あさがおテレビ 
指定避難所開設時に
無線環境を提供 

R 2.12. 4 274-3333 274-3366 

ウ 各種団体等に対する応援要請 

（ｱ） 災害時の医療救護に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(一社)白山ののいち医師会 
医療救護、巡回診察
等 

H17.10. 1 275-0795 276-8205 

(一社)石川県柔道整復師会 医療救護 H17.11. 1 233-2122 233-2196 

（ｲ） 災害時における飲料水の供給に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

北陸コカ・コーラボトリン
グ(株) 

飲料水の供給 H22. 9.28 
(北陸地区本部) 

277-1155 
(北陸地区本部) 

277-0990 

クリーンライフ(株) 飲料水の供給 H26. 1.16 255-7300 255-7373 

（ｳ） 災害時における救援物資の供給に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

わらべや東海(株) 
わらべや日洋(株) 

おにぎり、弁当等の
製造食料 

H23. 8. 9 
(わらべや東海) 

0561-74-8411 
(わらべや東海) 

0561-74-8412 

（ｴ） 災害時の特設公衆電話の設置・利用に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

西日本電信電話（株） 
特設公衆電話の設置、
利用 

H29. 5. 9 226-8210 280-9140 

（ｵ） 林野災害時等における無人航空機等を活用した活動支援に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

林野庁近畿中国森林管理局
石川森林管理署 

無人航空機等を活用
した活動支援 

H30. 5.30 261-7191 222-6215 

（ｶ） 災害時の食料及び生活必需物資の供給確保に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

石川県生活協同組合連合会 
食料、日用品、衣料
等 

H24. 2. 8 264-0550 224-6508 

松任市農業協同組合 
食料、物資等 

H24. 8.28 276-2222 274-1465 

白山農業協同組合 H24. 8.28 272-3333 273-0690 

NPO法人コメリ災害対策セ
ンター 

飲料水、日用品等 H27. 2.25 025-371-4185 025-371-4151 

｢5日で5,000枚の約束。プ
ロジェクト実行委員会｣ 

畳 H27. 4. 7 278-3153 278-6863 

みづほ工業株式会社 飲料水、日用品等 H27.11. 6 240-7010 240-6620 

(株)ナフコ 飲料水、日用品等 R 1.12. 2 093-521-5155 093-521-1694 

(株)歯愛メディカル 衛生用品、医薬品等 R 2. 6. 3 278-8803 278-8470 

（ｷ）災害時における支援協力に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

ユーエスカートン(株) 
段ボール製のベッド
及び間仕切り等 

H24. 9. 5 277-1185 277-1194 
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協定者 協定締結日 TEL FAX 

イオンリテール株式会社  
北陸信越カンパニー 
北陸事業部 

食料品、生活必需品 H25.12.16 274-8600 274-8611 

生活協同組合コープいしか
わ 

食料品、生活必需品 H26.10.24 275-9854 275-9951 

石川県行政書士会 
被災者支援相談窓口
への会員派遣 

H27. 2.20 268-9555 268-9556 

損害保険ジャパン日本興亜

(株) 

防災力向上に係る連
携・協力 

H29. 9.29 262-1687 262-1705 

三谷産業式会社 
非常用飲料水等及び
空調設備等の施工 

H30. 4.23 233-2153 264-1110 

オリジナル設計(株) 
下水道施設の維持又
は修繕 

H31. 4.16 262-8869 262-8863 

（ｸ）災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(株)ナガワ 保有機材の提供 H26. 2.28 275-1230 275-1235 

(株)アクティオ 保有機材の提供 R 2. 2.28 277-0092 277-0699 

（ｹ）災害時の応急対策工事に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

白山市鶴来地域災害対策協
議会 

被災防止及び応急復
旧工事 

H18. 7. 7 
（北野組）
272-1255 

 

白山市管工事協同組合 水道応急対策工事 H18.10.18 276-6577 276-6663 

（ｺ）災害時の応急対策活動に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

白山市管工事協同組合 

活動資機材、労力等 

H18. 8.22 276-6577 276-6663 

白山麓育林研究グループ H18. 9. 6 
(会長) 

259-2500 

(会長) 

259-2916 

(一社)白山・石川建設業協
会 

H18. 9.28 272-1300 272-1307 

白山緑化協同組合 H21.11.10 
(㈱植吉造園) 
275-3890 

 

(社)石川県エルピーガス協
会石川支部 

H22. 3.10 275-3944 275-4154 

松任市農業協同組合 H24. 8.28 276-2222 274-1465 

白山農業協同組合 H24. 8.28 272-3333 273-0690 

白山市塗装組合 H25. 1.15 276-1584 276-2775 

白山市防水工事業組合 H25. 1.15 276-4174 276-4308 

石川県電気工事工業組合 電気応急工事 H20. 9. 4 269-7880 269-7881 

(公社)日本下水道管路管理
業協会中部支部石川県部会 

下水道管路施設の応
急対策 

H22. 4. 1 241-3161 242-9881 

(公社)隊友会石川県隊友会 
情報収集、自主防災
活動の協力及びその
他応急対策 

H24. 5.31 
(会長) 

090-3888-4489 
298-8957 

白山市建築設計監理協会 
建築物の応急危険度
判定業務及び住宅相
談 

H26. 2.20 
（会長） 
275-9007 
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協定者 協定締結日 TEL FAX 

白山市さく井業災害対策協
議会 

水道施設の機能の維
持及び回復 H26. 3.20 275-8424 275-8349 

石川県瓦工事協同組合 被災住宅の応急対策 H27. 2.27 268-3369 268-3429 

太陽工業(株) 

(株)太陽テント北陸 
天幕等資機材 R 3. 3. 1 

052-541-5118 

238-4110 

052-541-5112 

238-4266 

（ｻ）災害時における使用および応急対策活動に関する基本協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(株)北國銀行 予備避難場所の提供
及び安全確保に必要
な応援業務 

H25. 3.21 223-9705 263-0211 

合同会社松任駅南ビル H25. 3.21 291-5750 291-5763 

（ｼ）災害時における避難所等としての使用に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(株)エイム 

予備避難所として
の使用及び人的支
援 

H25. 3.21 274-7111 274-7147 

はくさん信用金庫 

災害時の指定緊急
避難所としての使
用及び人的支援 

H28.12.27 278-2350 278-3606 

白山比咩神社 
災害時の施設の使
用及び物資提供 

H29. 7. 5 272-0680 273-0933 

イオンリテール(株) 

災害時の指定緊急
避難所としての使
用 

R 2. 1.14 043-212-6342 043-212-6333 

（ｽ）包括連携に関する基本協定に基づく災害・防災対策に関する事項に係る実施協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

学校法人金沢工業大学 
予備避難所、応急対
策活動拠点の提供及
び人的支援 

H25. 5. 9 
R 2. 3. 6 

294-6740 294-6715 

（ｾ）持続可能な開発目標（SDGs）における電気自動車の利活用推進に関する連携協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

学校法人金沢工業大学 
日産自動車(株) 
北陸電力(株) 
米沢電気工事(株) 

電気自動車を活用し
た避難所運営 

R 2.11.12 

248-1100 
045-523-5499 
233-8877 
291-5200 

248-7318 
045-523-5723 
233-8755 
291-0305 

（ｿ）災害時の電気設備の応急対策活動に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(財)北陸電気保安協会 電気設備の応急復旧 H21. 3. 3 
(石川支部) 
274-4580 

(石川支部) 
274-4588 

（ﾀ）災害時の緊急用燃料の供給確保に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(社)石川県エルピーガス協
会 

ＬＰガスボンベ、調
整器等 

H22. 3.10 
(石川支部) 
275-3944 

(石川支部) 
275-4154 

（ﾁ) 災害時の相互応援に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(公社)日本水道協会石川県
支部、石川県、県内17市町 
(白山市含む) 

給水復旧、給水復旧
資機材提供、業者斡
旋等 

H22. 5.14 
(石川県支部) 

220-2611 
(石川県支部) 
220-2679 
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（ﾂ) 災害時における避難所用簡易間仕切り等の供給に関する協定 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

NPO法人ボランタリー・ア
ーキテクツ・ネットワーク 

間仕切り及び簡易ベ
ッド 

H 3. 2. 2 03-3324-6760 03-3324-6789 

（６）職員の派遣の要請等 

ア 職員の派遣の要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは災害対策基本法第29条に基づ

き、本部長は、指定地方行政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、地方自治法第252条の17に基づき、他の市町長に対し、職員の派遣を要請する。

なお、要請にあたっては、次の事項を明らかにする。 

（ｱ） 派遣を要請する理由 

（ｲ） 派遣を要請する職員の職種別人員 

（ｳ） 派遣を必要とする期間 

（ｴ） 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ｵ） その他職員の派遣について必要な事項 

イ 職員の派遣の斡旋 

本部長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、知事に対し、次の

事項を明らかにし、指定行政機関、指定地方行政機関又は他の地方公共団体の職員の派

遣の斡旋を求める。 

（ｱ） 派遣の斡旋を求める理由 

（ｲ） 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員 

（ｳ） 派遣を必要とする期間 

（ｴ） 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ｵ） その他職員の派遣の斡旋について必要な事項 

（７）受け入れ体制の確立 

本部長は、災害応援要請をしたときは、派遣職員等の受入れと効率的な派遣業務の遂

行を図るため、次の措置を講ずる。 

ア 派遣職員等との現地連絡責任者を定める。 

イ 派遣職員等の宿舎を提供する。  

ウ 派遣職員等と派遣機関との連絡に関して便宜を与える。 

 

10 広域応援協力体制の確立 

  市は、大規模な災害等が発生し、県下市町又は他の都道府県等が被災した場合には、速

やかに必要な応援体制を確立する。なお、職員を派遣する場合は、地域や災害の特性等を

考慮した職員の選定に努める。 

市長は、他の市町村から応援を求められた場合は、災害応急対策のうち、消防、救助等人

命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限

り、応援を行う。災害応急対策の実施については、応援に従事する者は、被災市町の指揮の

下に行動する。 
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11 各防災関係機関の職員の勤務ローテーションの確立と健康管理 

（１）職員や家族の安否確認  

自宅又は自分がいる地域で相当規模の被害が予測される地震が発生した場合には、原

則として本人が所属の課等へ報告する。報告事項は、本人、家族及び家屋の被災状況とす

る。また、勤務中の発災時には、早期に、状況に応じて職員を交代で帰宅させ、家族等の

安否や被害状況の確認をさせるとともに、周辺の被災状況を調査し報告させる。 

（２）勤務ロ－テーションの確立と健康管理 

職員の応急対策に従事する期間が長期にわたるときは、動員計画に沿った勤務ローテ

ーションを確立し、職員を適宜交代させるなどして心身の健康管理に万全を期す。 
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第２節  地震情報の発表・伝達 

担当部局：総務部 

１ 基本方針 

地震の発生時には、被害の軽減、拡大防止を図るため、地震情報を各機関の有機的連携

のもとに迅速かつ的確に収集し、伝達する。また、その他の災害応急対策を速やかに確立

し、迅速に職員の動員を行う。 

なお、津波警報・注意報の発表時又津波災害の発生時の対応については、白山市地域防

災計画（津波災害対策編）第３章第２節「津波警報・注意報の発表」にて詳述する。  

 

２ 緊急地震速報（警報）の発表基準等 

（１）緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地

域（緊急地震速報で用いる区域（＊））に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。 

金沢地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

また、市は、直下型地震では緊急地震速報が間に合わないといった技術的な限界があ

ることを正しく理解したうえで、的確に身を守る行動をとるよう、市民に対し普及啓発

を図る。 

（＊）緊急地震速報で用いる区域の名称 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析

することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせ

る警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合がある。 

（２）緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、緊急地

震速報は、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）経由による市町の防災行政無線（戸別受信機を含む。）等を通して住民に

伝達される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 緊急地震速報で用いる区域の名称 郡市町名 

石川県 

石川県能登 

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、羽咋群［志賀

町、宝達志水町］、鹿島郡［中能登町］、鳳珠郡

［穴水町、能登町］ 

石川県加賀 

金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能

美市、野々市市、能美郡［川北町］、河北郡［津

幡町、内灘町］ 
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３ 地震に関する情報の種類と内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生後約１分半後に、震度３以上を観測した

地域名（全国を約188地域に区分）と地震の揺れの

発現時刻を発表 

震源に関する 

情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報又

は津波注意報を発表した場

合は発表しない） 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動が

あるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加

して、地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

震源・震度に 

関する情報 

以下のいずれかを満たした

場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報又

は津波注意報発時 

・若干の海面変動が予想さ

れる場合 

・緊急地震速報（警報）を発

表した場合 

地震の発生場所（震源）、その規模（マグニチュー

ド）、震度３以上を観測した地域名と市町村名を

発表 

なお、震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入

手していない地点がある場合は、その市町村名を

発表 

 

各地の震度に 

関する情報 
・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場

所（震源）とその規模（マグニチュード）を発表 

なお、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には、その地点名

を発表 

その他の情報 

顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度１以上を観測した地震回数

等を発表 

推計震度 

分布図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１km四方ご

とに推計した震度（震度４以上）を図情報として

発表 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震につい

て以下のいずれかを満たし

た場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が

発生する可能性がある地

域で規模の大きな地震を

観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）とその規模（マ

グニチュード）を概ね30分以内に発表 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表 
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４ 地震情報等の伝達 

市は、県から情報を収集するとともに、あらかじめ定める方法により情報伝達を行う。 

その他の防災関係機関は、気象警報等の伝達体制に準じて、情報伝達を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害時の緊急放送に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

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

 

５ 地震に係る現場情報 

頻発地震、異常音響及び地変の発見者は、直ちに市、消防本部、警察官又は海上保安官に

通報する。 

この場合において、市及び消防本部が受けたときは県へ、警察官及び海上保安官が受け

たときは市を経由して県へ速やかに通報する。県は、必要に応じて金沢地方気象台その他

関係機関に通報する。 

 

異常現象発見者の通報系統図 

気 

象 

庁 
 
 
 
 
 

地 

震 

の 

発 

表 

市 
 
 
 
 

民 
 
 
 
 

等 

海上保安庁 

ＮＨＫ放送 
センター 

第九管区海 
上保安本部 

民間放送連盟 

金沢海上保安部 

中部管区 
警察局 

名古屋地方 
気象台 

各警察署 県警察本部 

ＮＨＫ 
金沢放送局 

北陸放送㈱ 
㈱石川テレビ 
㈱テレビ金沢 
北陸朝日放送㈱ 

白山市 

県危機対策課 
金沢地方 

気象台 
消防本部 

防災関係機関 

異常現象

の発見者 

警察官 

海 上 

保安官 

県警本部 

白山市、消防本部 県 

海上保安部 

金沢地方気象台 

その他関係機関 
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第３節  災害情報の収集・伝達 

担当部局：総務部、消防本部 

１ 基本方針 

市及び防災関係機関は、地震災害等における迅速かつ適切な応急対策を実施するため、

救援活動に重点をおき、相互に緊密な連携のもとに正確かつ迅速な被害情報の収集と伝達

活動を行うとともに、これらの情報の共有を図る。 

 

２ 情報の優先順位 

被害状況の収集・連絡は、応急対策の時期別に優先順位を付けて行う。 

 

対策期別 情報の優先順 

初動対策期 
①人的被害 

②住家被害 

緊急対策期 
③土木、農・林・水産業、商工被害 

④公的施設被害 

 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集・連絡 

ア  市 

（ｱ） 被害規模に関する概括的情報 

市は、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、津波、地盤災害の発生状況等

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て、把握できた範囲

から直ちに県に報告する。 

なお、県への報告が困難な状況となった場合は、直ちに消防庁へ報告する。 

（ｲ） 119番通報に係る状況の情報 

市は、119番通報に係る状況の情報を把握し、直ちに県に報告する。 

（２）災害情報収集に係る各機関の実施事項等 

ア 市 

（ｱ） 市は、管内の災害情報、被害報告及び応急措置の実施状況を県危機対策課又は県

の出先機関に報告する。 

（ｲ） 市は、上記報告の概要を市所在の関係機関に連絡する。 

（ｳ） 市災害対策本部は、現地災害対策本部など被災地区との連携を緊密にし、情報の

共有を図る。 

イ 警察 

（ｱ） 白山警察署長は、知事、市長その他関係機関と緊密に連携して、災害活動上必要な

災害に関する情報を収集する。 

（ｲ） 収集した災害情報及び警察関係施設被害については、上級機関に報告するととも

に、必要により関係機関に連絡する。  

（ｳ） 被害情報収集及び被害報告に関する業務の処理は、白山警察署警備課が行う。 
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ウ  指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに市、警察は、その管

理に属する施設についての被害状況及び応急措置の実施状況を必要に応じて県危機対

策課に通報する。 

エ 関係機関等の協力関係 

県、市、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに防災上重要

な施設の管理者は、被害状況の調査及び報告について、相互に連絡し、協力しなければ

ならない。 

道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、

国、指定公共機関、県及び市は、それぞれの所管する道路のほか、通信、電気、ガス、

上下水道等のライフラインの途絶状況を把握するとともに、その復旧状況と併せて、県

及び市町に連絡する。また、県及び市は、当該地域における備蓄の状況、医療的援助が

必要な者など要配慮者の有無の把握に努める。 

（３）安否情報の収集等 

市は、武力攻撃事態等における安否情報の収集・提供システム等を活用し、安否情報の

収集等を行うものとする。 

（４）異常現象発見者の通報義務 

海面の上昇など次のような異常な現象を発見した者は、市、消防本部、警察官、海上保

安官のうち、いずれかに速やかに通報する。 

この場合において、市及び消防本部が受けた場合は県へ、警察官及び海上保安官が受

けた場合は市を経由して県へ速やかに通報する。県は、必要に応じて金沢地方気象台そ

の他の関係機関へ通報する。 

ア 異常な出水、山崩れ、地すべり、堤防決壊、雪崩など大きな災害となるおそれがある

とき。 

イ 異常な高波・うねり・潮位、河川や湖沼が異常水位となったとき。 

ウ 強い地震（震度 4 程度以上）若しくは弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じ

た地震、又は頻発地震（数日間にわたり頻繁に感ずる地震）があったとき。 

 

異常現象発見者の通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異常現象

の発見者 

警察官 

海 上 

保安官 

県警本部 

白山市、消防本部 県 

海上保安部 

金沢地方気象台 

その他関係機関 
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（５）防災関係機関相互における災害情報連絡系統図 

 
報告 

通報 

報告（県への報告が困難な場合及び特に迅速に消防庁へ報告すべき火災・災害等が発生した場合） 

 

４ 収集すべき情報 

市が行う被害状況等の報告については、被害規模に関する概括的情報のほか、次により

報告する。  

（１）被害報告等の基準 

○ 災害救助法の適用基準に合致するもの 

○ 市が災害対策本部を設置したもの 

○ 災害による被害に対して国又は県の特別の財政援助を要するもの 

○ 災害による被害が当初は軽微であっても、上記 3項目の要件に該当する災害に発展するおそれ

があるもの 

○ 地震が発生し、市の区域内で震度４以上の揺れを感じたもの 

○ 人的被害又は住家被害のあったもの 

○ その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要があると認められるも

の、又は県より報告の要請のあったもの 

（２） 報告の要領 

ア 被害報告は、災害の規模及び性質によって短時間に正確な事項別の被害状況を把握

することが困難な場合があり、かつ全体の被害状況が判明してからの報告では、国や

県における災害状況の把握が遅れ、応急対策に支障をきたす。 

 そのため、市は、まず災害が発生した場合は、直ちに被害規模に関する概括的情報

と災害の態様を県へ報告するとともに、順次、市災害対策本部の設置状況など、災害

に対してとられた措置を県へ報告する。 

イ 被害程度の事項別の報告は、最終報告を除き原則として電話、メール、ファクシミ

リ等で行うが、緊急を要するもの又は特に指示のある場合を除き、１日１回以上行う。 

ウ 被害報告は、災害の経過に応じて把握した事項から逐次行うが、特に死傷者、住家

被害を優先させる。 

 

 

 

内閣総理大臣 

（消防庁） 
指定行政機関 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

県 県防災会議 

県出先機関 

指定地方公共機関 白 山 市 市防災会議 

公共団体 

防災上重要な

施設の管理者 
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エ 特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるた

め、市は、住民登録の有無にかかわらず、市域（海上を含む。）内で行方不明となった

者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努める。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが

判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外

の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は都道府県に連絡する。 

 

（３）速報及び被害状況等の報告様式 

ア 人的被害（死者、行方不明者、負傷者） 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
発生場所 原因 

被害の

種類 

負傷の

程度 

被 害 者 備考 

(処置) 住所 氏名 性別 年齢 職業 

 

 
           

 

イ 住家被害（全壊、全焼、半壊、半焼、一部破損、床上浸水、床下浸水） 

（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
発生場所 原因 棟数 

被害

の種

類 

対策

又は

状況 

世 帯 主 
世帯

人員 

被害

額 

千円 

備考 
住所 氏名 年齢 職業 

 

 
             

 

ウ 非住家（公共建物・その他） 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
発生場所 

施設名

又は所

有者名 

種類 原因 棟数 被害の程度 対策又は状況 
被害額 

(千円) 
備考 

 

 
        

  

 

エ 田（水稲）・畑 

（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 地区 種別 
流失 

(ha) 

埋没 

(ha) 

冠水 

(ha) 

浸水 

(ha) 

倒状 

(ha) 
その他 

作物被害額 

(千円) 
備考 

 

 
        

  

 

オ 文教施設・病院・社会福祉施設・清掃施設 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
場所 施設名 原因 被害の程度 対策又は状況 

被害額 

(千円) 

公立 

別 

私立 

備考 
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カ 道路・橋りょう 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 

路線及

び橋り

ょう名 

場所 種別 被害の内容 
発生

日時 

被害額 

(千円) 

通行止等

の規制 

迂回路 
復旧見

込 
備考 

有無 路線名 

 

 
         

  

 

キ 河川・海岸・港湾・砂防・空港 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 河川名等 位置 種別 被害の内容 発生日時 
被害額 

(千円) 
復旧見込 備考 

 

 
      

  

 

ク 水道 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
水道 

事業名 

断水

地域 

発生

日時 

断水状況 被害の状況 
被害額 

(千円) 

応急

対策 

復旧

見込 
備考 

戸数 人口 
取水 

施設 

導水 

施設 

浄水 

施設 
送水 

施設 
配水 

施設 
給水 

施設 

 

 
   

戸 

 

人 

 
        

  

 

ケ 下水道 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 

下水道事業名 

(公共、特環、流

域) 

被災

位置 

種別 

(管渠、処理場

等) 

被害の

内容 

下水処理不能 
被害額 

(千円) 
応急対策 

復旧見

込時期 
備考 

戸数 人口 

 

 
    

戸 

 

人 

 
  

  

 

コ がけ崩れ、地すべり、土石流 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
発生場所 規模 被害の内容 対策 種類 

被害額 

(千円) 
備考 

 

 
      

  

 

サ 鉄道 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
路線名 区間 場所 被害状況 規制等 復旧見込 備考 

 

 
      

  

 

シ 船舶 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 船舶名 用途別 トン数 
所有者 

被害の程度 
被害額 

(千円) 
備考 

住所 氏名 
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ス 電話 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
不通区間又は地域 不通戸数 原因 被害状況 

不通 

回線数 
復旧見込 備考 

 
 
 

      
  

 

セ 電気・ガス 

（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
原因 

停電又は供給

不能地域 
戸数 被害の程度 復旧見込 対策 備考 

 
 
 

      
  

 

ソ ブロック塀等 

（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
発生場所 所有者・管理者氏名 個所数 被害の程度 

被害額 

(千円) 
備考 

 
 
 

     
  

 

タ 火災 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 
発生

日時 
発生場所 施設名 

所有者又は 

管理者氏名 
種別 火災の状況 

被害額 

(千円) 
備考 

 
 
 

      
  

 

チ 避難勧告・指示（緊急） 
（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 

勧告・ 

指示（緊

急）日時 

避難所 世帯主 
世帯

人員 
避難の理由 備考 

住所 場所・施設名 住所 氏名 年齢 職業 

 
 
 

        
  

 

ツ その他（農林水産業施設等） 

（    年  月  日  時  分報告）    

市町村名 地区 
農 地 ○ ○ ○ ○ 

備考 
面積 被害額 面積又は箇所 被害額   
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災害（事故）緊急報告書（第  報） 

  報告日時 令和  年  月  日 

午前・午後  時  分 

報告事項  
報
告
書 

所  属  

 職・氏名  

 ＴＥＬ  

発生日時 令和  年    月  日（  ）   午前・午後   時   分頃 

発生場所  

災
害
（
事
故
）
概
要
・
対
応
状
況
等 

 

  受 信 者 危機対策課： 

報告先：危機対策課 

ＴＥＬ．０７６－２２５－１４８２  

ＦＡＸ．０７６－２２５－１４８４ 
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 避難勧告等の発令状況 
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被害状況即報 
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（４）被害状況等の判定基準 

被害等区分 判    定    基    準 

人
的
被
害 

死   者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認でき

ないが、死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるものとす

る。 

重 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要がある者

のうち１月以上の治療の要する見込みのものとする。 

軽 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要がある者

のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。 

住
家
被
害 

住   家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かどうかを問わない。 

全   壊 

（全焼・全流出） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家

全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、

補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、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

害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以

上に達した程度のものとする。 

半   壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

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、具体的には、損壊部分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を住家全体に占

める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの

とする。 

一 部 破 損 

全壊（全焼）及び半壊（半焼）にいたらない程度の破損で、補修を必要

とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく

小さいものは除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土

砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものをいう。 

非
住
家
被
害 

非 住 家 

住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないもので、全

壊（全焼）、半壊（半焼）の被害を受けたものとする。これらの施設に

人が居住しているときは、当該部分を住家とする。 

公 共 建 物 
例えば市役所、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建

物とする。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

そ
の
他 

田の流失・埋没 
田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になった

ものとする。 

田 の 冠 水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失、埋没、冠

水 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

文 教 施 設 
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学及び高等専門

学校における教育の用に供する施設とする。              

道   路 
道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。  

橋 り ょ う 道路を連結するため道路、河川、運河等の上に架設された橋とする。 
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被害等区分 判    定    基    準 

そ
の
他 

河   川 

河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川

若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護

岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護する

ことを必要とする河岸とする。    

海   岸 
国土を保全するため防護することを必要とする海岸又はこれを設置す

る堤防、護岸、突堤、その他海岸を保護するための施設とする。 

港   湾 

港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する水域施設、外

かく施設、けい留施設又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設

とする。    

砂   防 

砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３

条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は第３条の２

の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 普 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 

ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能

になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しな

ければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

水   道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点

における戸数とする。 

下 水 道 
下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第２号に規定する下水道施設

及びこれに類似する施設とする。 

電   話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

電   気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数と

する。     

ガ   ス 
ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となっ

ている時点における戸数とする。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り 災 世 帯 

災害により全壊（全焼）、半壊（半焼）及び床上浸水の被害を受け、通

常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。例え

ば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同生

活を営んでいるものについては、これを１世帯として扱い、また同一

家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとす

る。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

火 災 発 生 
火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するもの

であること。 

被
害
金
額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和25年法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、

農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。  

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）によ

る国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施

設、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道

路、橋りょう、港湾、漁港、下水道及び空港整備法（昭和31年法律第80

号）による国庫負担の対象となる空港とする。 
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被害等区分 判    定    基    準 

被
害
金
額 

その他の公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をい

い、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供

する施設とする。   

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えば、ビニールハウス、農

作物等の被害とする。 

林産被害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば、立木、苗木等の被害

とする。 

畜産被害 
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば、家畜、畜舎等の被害

とする。 

水産被害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁舶等の

被害とする。 

商工被害 
建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械器具等と

する。 

備考 
備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消

防機関の活動状況その他について簡潔に記入するものとする。 
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第４節  通信手段の確保 

担当部局：総務部、企画振興部、各支所・市民サービスセンター 

１ 基本方針 

市及び防災関係機関は、地震発生時において応急対策に必要な指示、命令、報告等の災

害情報の迅速かつ的確な収集・伝達を行うため、通信施設の適切な利用を図る。  

 

２ 通信手段の利用方法等 

災害時における通信等の方法は、通信網の被害状況等により、おおむね次の方法のうち

実情に即した順位で行う。 

なお、通信設備の優先利用等については、あらかじめ協議をしておく。 

（１）電話による通話 

ア 市は、災害時における緊急通信のため、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日

本」という。）金沢支店等と「非常扱いの通話」について協議し、決定しておく。 

イ 災害発生等により緊急に通信連絡の必要がある場合は､アにより決定された災害時

優先電話を用いて行う。 

（２）電報による通信 

「非常扱いの電報」を利用する場合は、ＮＴＴ西日本等（局番なし115番）に「非常扱

いの電報」と告げ、その理由を申し出る。 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

市及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、かつ、通信が

緊急を要する場合は、災害対策基本法第57条及び第79条、災害救助法第28条、水防法第

27条、消防組織法第41条の規定により､他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線

通信設備を利用することができる。 

 

【通信設備の優先利用等に関する協定】 

協定者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県警察本部 

西日本旅客鉄道（株）金沢支社 

北陸電力（株）石川支店 

通信設備の優先
使用 

S49. 9. 1 

225-0110 

254-3011 

233-8877 

225-0233 

254-3012 

233-8755 

 

イ 利用できる各種無線局の通信系統 

非常通信は、原則としてすべての無線局について利用できるが、その事業形態、設備

内容等災害時の運用を考慮して、次の条件に適合する無線局を第１次的に利用する。 

（ｱ） 公共機関であること 

（ｲ） できればあて先までの通常通信系ルートを設定していること 

（ｳ） 停電時でも運用できる非常用予備電源を有する等の条件に適合すること 

ウ 利用上の注意事項 

（ｱ） 非常通信は、非常災害時における重要通信の疎通の確保を図るために、緊急やむ

を得ないと認められるものについて、電波法（昭和25年法律第131号）第52条に基づ

き優先的に利用できる。 
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（ｲ） 非常通信は、ＮＴＴ西日本等の電話回線が被害を受け使用できなくなったり、通

信が混んで利用することが非常に困難になった場合に利用する。 

（ｳ） 通信の内容及び優先順位は、次のとおりである。 

① 人命の救助に関する通報 

② 天災の予報に関する通報（主要河川の水位に関する通報も含む。） 

③ 秩序の維持のため必要な緊急措置に関する通報 

④ 遭難者救援に関する通報（日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものも含む。） 

⑤ 電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報 

⑥ 鉄道路線の復旧、道路の修理、り災者の輸送、救援物資の緊急輸送等のために必要な通報 

⑦ 非常災害地の救援に関し、次の機関相互間に発受する緊急な通報 

・石川県防災会議会長及び市町防災会議会長 

・石川県災害対策本部長及び市町災害対策本部長 

⑧ 電力設備の修理復旧に関する通報 

⑨ その他の通報 

（ｴ） 通信文は、非常通報用紙に次の順序で記入する。 

○ 宛先の住所、氏名（職名）及び電話番号 

○ 本文は、簡潔明瞭に記入し、末尾に発信人名 

○ 通報用紙がない場合は、冒頭に、「非常」と必ず記入するとともに、通報文の後ろに発信

人の住所、氏名（職名）及び電話番号を記入 

 

（４）Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用 

市及び防災関係機関は、相互に緊密な連携を図り、有事即応の通信体制の確保に努め

る。 

（５） 孤立防止用無線の活用 

災害応急対策機関は、ＮＴＴ西日本が設置している孤立防止用無線の活用に努めるも

のとする。 

（６）移動無線車、移動電源車、衛星無線車載局、衛星無線可搬局、衛星携帯電話の活用 

通信が途絶又は途絶のおそれがあるとき、市及び防災関係機関は被害状況を把握する

ため、地域状況の判断により、移動無線車、移動電源車、衛星無線車載局、衛星無線可搬

局及び衛星携帯電話等を現地に配備し、災害状況の報告並びに県本部からの通報事項等

に関する通信連絡の確保に努める。 

（７）消防用主運用波無線の活用 

市は、消防本部と緊密な連携を図り、消防用主運用波無線の活用に努める。 

（８）消防用統制波無線の活用 

県域を越えて消防活動の応援を受ける場合は、応援消防隊の迅速かつ適正な活動に資

するため、消防用統制波により、県外消防機関と緊密な連携に努める。 

 

３ 通信設備の応急復旧 

（１）市 

市は、災害により防災行政無線等の通信が途絶したときは早急な応急復旧を最優先に

行い通信手段の確保に努める。 

また、必要に応じて、北陸総合通信局に対し災害対策用移動通信機及び災害対策用移

動電源車の貸出要請を行う。 
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（２）通信事業者 

電気通信事業者は、重要通信の確保及び通信の途絶を解消するため、市災害対策本部

を中心とする防災関係機関等の通信の回復を最優先とし、次により応急復旧に努める。 

ア 非常用衛星通信装置及び応急用ケーブル等を使用し、回線の応急復旧を図る。 

イ 交換機被災局には、非常移動電話局装置を使用し、応急復旧を図る。 

ウ 電力設備被災局には、移動電源車又は大型可搬型電源装置を使用し、応急復旧を図

る。 

エ 幹線伝送路の被災については、非常用伝送装置等による復旧を図る。 
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第５節  消防防災ヘリコプターの活用 

担当部局：総務部、消防本部  

１ 基本方針 

地震災害時においては、道路の通行が困難となることが予想されることから、市長は、

被災状況に関する情報収集、救助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人員の搬

送等の緊急の応急対策について、県消防防災ヘリコプターの活用が必要と認めたときは、

県に支援要請を行う。 

 

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分活用すること

ができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航する。 

（１）災害応急対策活動 

○ 被害状況等の調査及び情報収集活動 

○ 災害に関する情報、警報等の伝達及び広報活動 

○ 救援物資、人員等の搬送 

○ 消防庁、他県市等からの災害応援要請に基づく活動 

（２）救助活動 

○ 捜索又は救助活動 

○ 高層建築物火災における救助活動 

○ 陸上から接近できない被災者の救助活動 

（３）救急活動 

○ 遠距離の救急患者搬送 

○ 傷病者発生場所への医師等の搬送、医薬品等の輸送 

（４）火災防ぎょ活動 

○ 被害状況等の調査及び情報収集活動 

○ 林野火災等における空中からの消火活動 

○ 消防職員、消防資機材等の搬送 

（５）その他総括管理者（石川県危機管理監）が必要と認める活動 

 

３ 運航基準 

県消防防災ヘリコプターは、「石川県消防防災ヘリコプター運航管理要綱（平成９年４

月23日）」及び「石川県消防防災ヘリコプター緊急運航要領（平成９年４月23日）」の定め

るところにより運航する。運航の基本要件は、同要領に定める「運航基準」に基づいて、公

共性、緊急性、非代替性を満たす場合とする。 

 

４ 支援要請 

市長及び消防長から知事に対する消防防災ヘリコプターの支援要請は、「石川県消防防

災ヘリコプター支援協定（平成16年４月１日）」の定めるところによる。  

（１）支援要請の要件 

市長及び消防長は、津波災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、次の各号の

いずれかに該当する場合は、知事に支援の要請を行う。 
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○ 災害が隣接する市町等の区域に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

○ 市等の消防力によっては、災害の防ぎょ又は災害情報の収集が著しく困難と認められる

場合 

○ その他救急搬送等緊急性があり、かつ、ヘリコプター以外に適切な手段がなく、ヘリコプ

ターによる活動が最も有効な場合 

（２）要請方法  

市長及び消防長から知事（航空消防防災室）に対する要請は、電話等により次の事項を

明らかにして行うとともに、すみやかにファクシミリにより消防防災航空隊緊急出動要

請書を提出する。 

○ 災害の種別 

○ 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

○ 災害発生現場の気象状態 

○ 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

○ 災害現場の市町側の最高指揮者の職名及び氏名並びに連絡方法 

○ 支援に要する資機材の品目及び数量 

○ その他必要な事項 

（３）要請先 

石川県危機管理監室消防保安課航空消防防災グループ 

ＴＥＬ ０７６１－２４－８９３０ 

ＦＡＸ ０７６１－２４－８９３１ 
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５ 離着陸場へリポート 

（白山野々市広域消防本部管轄）消防本部電話 076-276-1119  

 名称 所在地 緯度・経度 連絡先 

1 
松任総合運動公園 

芝生広場 
白山市倉光4-22 

N   36°30′43″ 

E  136°33′42″ 

白山市建設部公園緑地課 

076-274-9560 

2 手取公園右岸園地 白山市湊町地内 
N   36°28′29″ 

E  136°29′08″ 

白山市美川支所総務課 

076-278-8132 

3 鶴来高校グラウンド 白山市月橋町710 
N   36°37′30″ 

E  136°37′05″ 

石川県立鶴来高校 

076-272-0044 

4 十八河原運動公園 
白山市鶴来水戸町

地内 

N   36°26′44″ 

E  136°37′18″ 

白山市鶴来支所総務課 

076-272-1112 

5 
野々市明倫高校 

グラウンド 

野々市市下林3丁目

309 

N   36°31′30″ 

E  136°36′10″ 

石川県立野々市明倫高校 

076-246-3191 

6 
千丈温泉白山セイモア

スキー場第３駐車場 

白山市河内町下折

地内 

N   36°20′52″ 

E  136°40′31″ 

白山市観光文化スポーツ

部施設管理課 

076-274-9554 

7 白山ろくグラウンド 
白山市吉野丁25番

地 

N   36°21′17″ 

E  136°37′30″ 

白山市観光文化スポーツ

部スポーツ課 

076-274-9574 
8 
鳥越高原大日スポーツ

施設 

白山市阿手町タ 

118-1 

N   36°17′35″ 

E  136°33′40″ 

9 鳥越小学校グラウンド 
白山市上野町オ1番

地 

N   36°22′15″ 

E  136°36′19″ 

白山市立鳥越小学校 

076-254-2219 

10 
旧白山瀬女高原スキー

場第３駐車場 

白山市瀬戸丑114番

地1 

N   36°17′08″ 

E  136°39′03″ 

白山市観光文化スポーツ

部施設管理課 

076-274-9554 
11 

白山一里野温泉スキー

場第５駐車場 
白山市尾添地内 

N   36°16′12″ 

E  136°42′43″ 

12 
旧白峰温泉スキー場 

第３駐車場 

白山市白峰ニ100番

地 

N   36°10′37″ 

E  136°37′36″ 

13 市ノ瀬 白山市白峰地内 
N   36°06′55″ 

E  136°42′07″ 

石川県生活環境部自然環境課 

076-225-1476 

14 
松任石川環境クリーン

センター 

白山市上小川町

795番地 

N   36°31′11″ 

E  136°30′56″ 

松任石川環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

076-276-1362 

15 ふれあい広場 
野々市市中林5丁目

1-1 

N   36°30′42″ 

E  136°36′22″ 

野々市市総務部環境安全課 

076-227-6051 

16 
白山野々市広域消防本

部 

白山市三浦町225番

地1 

N   36°30′16″ 

E  136°34′48″ 

白山野々市広域消防本部 

076-276-1119 

17 川北手取川河川敷 
川北町字山田先101

番地 

N   36°27′48″ 

E  136°32′30″ 

川北町土木課 

076-277-1111 
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第６節  災害広報 

担当部局：全部局  

１ 基本方針 

地震発生時の混乱した事態に、民心の安定、秩序の回復を図るため、市民に災害の事態、

災害応急対策の実施状況等を迅速かつ的確に周知できるよう、市及び防災関係機関は、緊

急事態用の広報計画を作成し、広報活動を展開する。 

 

２ 広報機関 

職員防災マニュアに基づき、各班が被害状況その他の災害情報を収集する。また、その

広報については、原則として広報班が行う。 

 

３ 広報の内容 

（１）地震発生直後の広報 

○ 地震の規模、震度その他の概要、余震の発生等今後の地震活動 

○ 津波発生の有無、その他の状況や規模 

○ 出火防止をはじめ地震時の行動や注意事項 

○ 初期消火、人命救助等の自主的な防災活動 

○  避難の必要の有無、避難場所、避難行動、避難誘導等 

○ 車両使用の自粛などの交通規制に対する協力要請 

（２）被災者に対する広報 

○ 市内における建物の倒壊や延焼火災の発生等被害状況の概要 

○  避難所の開設状況、飲料水・食料・物資等の配給状況等 

○  医療機関の診療状況 

○  電気等ライフラインの復旧状況 

○ 交通機関等の復旧状況 

○  安否情報の提供、各種の相談等に対する対応 

○ 被災者生活支援に関する情報 

○ 犯罪情勢及び予防対策 

 
 

４ 広報手段等 

（１）情報伝達及び報道要請 

市は、情報伝達にあたっては、防災無線、メール配信サービス、ホームページ、掲示

板、広報紙、広報車によるほか、放送事業者、新聞社等の報道機関の協力を得る。災害の

規模が大きく、又は長期間にわたる災害については、報道責任者を定め、定期的に報道資

料の提供を行う。 

また、災害対策本部員会議を公開するなど迅速的確な情報提供に努める。 

 

【災害時の緊急放送に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

（株）あさがおテレビ 緊急放送 H17.11. 1 274-3333 274-3366 
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（２）各種情報提供 

市は、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応え

るため、広く報道機関や情報関連会社等の協力を得て、迅速に的確な情報が提供できき

るよう努める。 

また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることに鑑み、情報

を提供する際に活用する媒体に配慮する。特に，避難所にいる被災者は情報を得る手段

が限られていることから，被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供

を行うなど，適切に情報提供がなされるよう努める。 

なお、市は、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所外

避難者に対する情報提供にも努める。 

ア テレビ、ラジオ、新聞、あさがおテレビ（お知らせチャンネル、防災チャンネル）等 

（ｱ） 県提供番組枠による災害関係情報の提供 

（ｲ） 放送機関との協定に基づく放送要請 

（ｳ） 報道機関への発表・情報提供  

イ インターネットの活用 

ウ 携帯電話の活用 

エ  紙媒体の活用 

オ 臨時広報紙の発行 

カ 相談窓口による情報提供 

キ 防災行政無線（戸別受信機を含む。）等の活用 

ク メール配信サービスの活用 

ケ Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用 

 

【地域ＢＷＡ無線環境の提供に関する協定】（市庁舎から２㎞圏内） 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

（株）あさがおテレビ 
指定避難所開設時に
無線環境を提供 

R 2.12. 4 274-3333 274-3366 

 

５ 被災地域の相談・要望等の対応 

市及び防災関係機関は、臨時相談窓口を設置して相談に応じるなど相談や広聴活動を展

開し、被災地住民の動向と相談、苦情及び要望等の把握に努め、対策を講ずる。 

また、その対策を積極的に広報する。 

 

６ 安否情報の提供等 

市は被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当

に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の

緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努

める。 

この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地

方公共団体、消防機関、石川県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 
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なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるお

それがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被

災者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 

 

７ 住宅に関する各種調査等の情報提供 

市は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査

など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の

必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明

する。 

また、県は、国とともに、市町の活動の支援に努める。 
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第７節  消防活動 

担当部局：総務部、消防本部  

１ 基本方針 

大地震発生時には、火災の多発により、市民の生命身体及び財産に危険がおよぶおそれ

があるため、消防職員はもとより市民をあげて出火防止と初期消火を行うとともに、消防

本部は、関係機関と連携して市民の救助・救急をはじめとして、避難者の安全確保、防災上

重要な施設等の火災防ぎょ等に全機能をあげてあたる。 

 

２ 出火防止、初期消火 

地震発生時には、火災発生を最小限に食い止めるため、市民、事業者をあげて出火防止

に努めるとともに、市民、自主防災組織、自衛消防組織等が協力して初期消火に努める。 

また、市は、地震発生後速やかに防災行政無線、メール配信サービスのほか、テレビ、ラ

ジオなど報道機関の協力を得るなど、市民に対して出火防止、初期消火の徹底を呼びかけ

る。 

 

３ 応援要請等 

（１）市長の相互応援 

市長は、必要に応じて、石川県消防広域応援協定（平成３年８月１日締結）及び消防組

織法第39条に基づく相互応援協定により、相互応援を行う。 

ア 災害が発生した場合、消防長は、市の保有する消防力及び近隣市町等との相互応援

協定による消防力のみでは、災害の防御又は救助が困難と認める場合において、他の

市町等の消防長に対して、速やかに応援要請を行うものとする。 

イ 応援要請を受けた消防長は、業務に重大な支障がない限り、応援を行うものとする。 

ウ 応援要請を行った消防長及び応援部隊の消防長は、応援の状況について速やかに知

事に通報するものとする。 

（２）緊急消防援助隊の応援要請 

市長は、災害の状況、市の消防力及び市内消防団の応援だけでは十分な対応がとれな

いと判断したときは、速やかに、知事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものと

する。この場合、知事と連絡が取れない場合には、直接消防庁長官に対して、要請するも

のとする。 

 

【消防広域応援に関する協定】 

石川県、県内市町、県内広域事務組合 

 

【近隣市町との消防相互応援に関する協定】 

白山市、川北町、野々市市、金沢市、能美市 
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４ 消防活動 

（１）火災発生状況等の把握 

消防本部は、白山警察署と協力して、迅速かつ的確に消防活動を実施するため、管内の

消防活動に関する次の情報を収集する。 

○ 火災の状況 

○ 自主防災組織、自衛消防組織等の活動状況 

○ 消防ポンプ自動車等の通行可能道路 

○ 消防ポンプ自動車その他の車両、消防無線等通信連絡施設及び消防水利施設等の活用可

能状況 

（２）消防活動の留意事項 

地震時の火災の特殊性により、次の事項に留意して、消防活動を実施する。 

○ 火災件数の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区の確保に努める。 

○ 多数の火災が発生している地区は、市民等の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じて  避

難路の確保等市民の安全確保を最優先に活動を行う。 

○ 危険物の漏洩等により災害が拡大し、又はそのおそれがある地区は、市民等の立入禁止、

避難誘導等の措置をとる。 

○ 救急活動の拠点となる病院、避難所、避難路及び防災活動上重要な施設等の火災防ぎ  ょ

を優先して行う。 

○ 自主防災組織、自衛消防組織等が実施する消火活動との連携に努める。 

 

５ 救助・救急活動 

消防本部は、医療機関、医師会、日本赤十字社及び警察等防災関係機関の協力のもと、負

傷者等の要救助者を救護所等へ搬送する。 

この場合、必要に応じて、航空機を活用する。 

 

６ 惨事ストレス対策 

救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努め

る。 

また、消防本部は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するな

ど、心のケアに配慮する。 

 

 



第３章 地震災害応急対策計画                 【第８節 自衛隊の災害派遣】 

 

 144 

第８節 自衛隊の災害派遣 

担当部局：総務部  

１ 基本方針 

地震災害に対する自衛隊の災害派遣については、自衛隊法（昭和29年）第83条の規定に

基づき行うこととなるが、派遣要請にあたっては、県、市及び防災関係機関は、連携を密に

して自衛隊が迅速に災害派遣活動が実施できるよう的確な情報提供に努める。 

自衛隊法第83条（災害派遣） 

１  都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護

のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を大臣又はその指定する者に要請することが

できる。 

２ 大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等

を救援のため派遣することができる。ただし、天変地異その他災害に際し、その事態に照らし特

に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、

部隊等を派遣することができる。 

３ 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合におい

ては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。 

 

２ 災害派遣の適用 

災害の状況等による自衛隊の災害派遣方法は次のとおりである。 

（１）災害が発生し、知事が人命又は財産保護のため必要があると認めて自衛隊の派遣要請

をした結果派遣される場合 

（２）被害がまさに発生しようとしている場合に、知事が予防のため自衛隊の派遣要請をし

た結果派遣される場合 

（３）災害に際し、その事態に照らして特に緊急を要し、知事からの派遣要請を待ついとま

がないと認めて知事から要請を待たないで、自衛隊が自主的に派遣する場合 

なお、自衛隊が自主的に派遣する場合の判断基準は、下記のとおり定められている。 

ア 関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必

要があると認められること。 

イ 知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、

直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

ウ 自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関すると

認められること。  

エ その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとま

がないと認められること 

（４）庁舎、営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に災害が発生し、自衛隊が自主的に

派遣する場合 

 

３ 派遣の要請 

（１）知事の要請 

自衛隊に対する災害派遣の要請は、知事が行う。 

市長からの要請又は県の機関の判断により人命又は財産の保護のため、自衛隊への要

請が必要であると認めたとき、知事は、次の「要請事項」を明らかにした文書で自衛隊に
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対し部隊等の派遣を要請する。 

なお、緊急を要する場合には、電話又は口頭で自衛隊に対し派遣を要請し、事後速やか

に自衛隊に文書を送達する。 

ただし、第九管区海上保安本部長又は小松空港事務所長がその業務に関連して行う場

合を除く。 

要請事項 

○ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

○ 派遣を希望する期間 

○ 派遣を希望する区域及び活動内容 

○ その他参考となるべき事項 

派遣要請連絡先 

自衛隊 部隊の長 連絡先 TEL 

陸上自衛隊 第14普通科連隊長 第３科長 076-241-2171（内線 235） 

海上自衛隊 舞鶴地方総監 防衛部第３幕僚室長 0773-62-2250（内線 2548） 

航空自衛隊 第６航空団司令 防衛部防衛班長 0761-22-2101（内線 231） 

（２）市長から知事への要請等 

ア  市内における応急対策の実施を促進するため自衛隊の派遣を必要とするときは、市

長は、以下に示す事項を明らかにした文書で知事（危機対策課）に申し出る。 

ただし、緊急を要する場合には、電話又は口頭で知事に申し出し、事後速やかに文

書を知事に送達する。 

○ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

○ 派遣を希望する期間 

○ 派遣を希望する区域及び活動内容 

○ 現に実施中の応急措置の概況 

○ 宿泊施設等の受入れ体制の状況 

○ 部隊等が派遣された場合の連絡責任者 

○ その他参考となるべき事項 

イ  通信の途絶等により、市長が知事に対して災害派遣要請の要求ができない場合は、

当該地域に係る災害状況を防衛大臣又はその指定する者に通知する。この場合、防衛

大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまが

ないと認められるときは、部隊等を派遣することができる。 

派遣要請連絡先 

自衛隊 部隊の長 連絡先 TEL 

陸上自衛隊 第14普通科連隊長 第３科長 076-241-2171（内線 235） 

海上自衛隊 舞鶴地方総監 防衛部第３幕僚室長 0773-62-2250（内線 2548） 

航空自衛隊 第６航空団司令 防衛部防衛班長 0761-22-2101（内線 231） 

ウ 市長は、イにより通知した場合、速やかに知事にその旨通知する。 

（３）派遣要請をしない場合 

自衛隊に対する災害派遣要請をしないと決定したときも、直ちに知事は、自衛隊に連

絡する。 
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４ 活動の内容 

災害派遣活動は､人命又は財産の保護のために行う応急救援及び応急復旧が終了するま

でを限度とし、通常次のとおりとする。 

なお、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は､市長、警察官、海上保安官がその場にい

ない場合、警戒区域の設定等の措置をとるとともに直ちに、その旨を市長に通知する。 

(1) 被害状況の把握 

知事等から要請があったとき、又は指定部隊等の長が必要と認めるとき
は、車両、航空機等状況に適した手段によって偵察を行って被害の状況
を把握する。 

(2) 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。 

(3) 遭難者等の捜索救助 
死者、行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援作業等に
優先して捜索救助を行う。 

(4) 水防活動 
堤防、護岸等の欠壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水防
活動を行う。 

(5) 消防活動 
火災に対しては、利用可能な消防車その他防火用具をもって、消防機関
に協力して消火に当たる。 

(6) 道路又は水路の啓開 
道路又は水路が損壊し、若しくは障害物がある場合は、それらの啓開、
除去に当たる。 

(7) 応急医療、救護及び
防疫 

要請があった場合には、被災者に対して、応急医療、救護及び防疫を行
うが、薬剤等は通常地方公共団体の提供するものを使用する。 

(8) 人員及び物資の緊急
輸送 

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

(9) 炊飯及び給水 
要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、炊飯及び
給水の支援を行う。 

(10)救援物資の無償貸付
又は譲与 

要請があった場合又は指定部隊等の長が必要と認める場合は、「防衛庁の
管理に属する物品の無償貸与及び譲渡等に関する総理府令（昭和33年総
理府令第１号）」に基づき、救援物資を無償貸付し、又は譲与する。 

(11)危険物の保安及び除
去 

要請があった場合において、方面総監が必要と認めるときは、能力上可
能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施す
る。 

(12)その他 
その他臨機の必要に対して、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。 

 

５ 使用資機材の準備 

（１）災害予防、応急復旧、災害救助作業等に使用する機械、器具等については、特殊のもの

を除いて市が準備する。 

（２）災害救助応援復旧作業等に必要な材料、消耗品等は、県及び市が準備する。 

 

６ 経費の負担区分 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として市が負担するものとし、その基準は以下

のとおりとする。なお、負担区分について疑義が生じた場合は、その都度協議して決める。 

（１）派遣部隊の宿営及び救援活動に必要な土地、建物等の使用料及び借上げ料 

（２）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う次の光熱費（自衛隊の装備品を活動させるため通常必要と

する燃料を除く。）電気料、水道料、汚物処理料、電話等通信費（電話設備費を含む。）及び入浴

料 

（３）派遣部隊の救援活動に必要な自衛隊以外の資材、器材等の調達、借上げ、その運搬、修

繕費 
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７ 自衛隊航空機の行う災害活動に対する諸準備 

（１）空中偵察中の自衛隊航空機との連絡 

自衛隊航空機が空中偵察をしていることを発見した場合、関係者は次の１メートル四

方の旗を左右に振り連絡すること。なお、異常のない場合は、旗は振らないこと。 

ア 急患が発生している場合            赤  旗 

イ 食料が極度に不足している場合      青  旗 

ウ 両方とも発生している場合          赤青両旗 

（２）ヘリコプター発着場の設定 

ヘリコプターの離着陸のための適地としては、平坦（こう配４°～５°以下）であっ

て、周囲に建物、かん木及び電線等の障害物がなく、また積雪のある場合は踏み固める。 

ア 次の基準を満たす地積（ヘリポート）を確保する。この際、土地の所有者又は管理者

との調整を確実に実施する。 

（ｱ） ヘリコプターの種別による着陸地点及び無障地点の基準 

   

  

      

   10m 50m 100m 

     

 

ａ 小型機（ＯＨ－６）の場合           ｂ 中型機（ＵＨ－１）の場合 

                               

                               

着陸点                           

                        

                               

                               

                               

                   

               

                           

450m   30m         450m   36m    

              

                             

ｃ 大型機（ＵＨ－６０）の場合           ｄ  大型機（ＣＨ－４７）の場合 

                               

                               

                           

                        

                               

                               

                               

                   

               

                           

450m   50m         450m   100m    

              

（ｲ） 着陸地点の地盤は、堅固で平坦地であること。 

無障害 

地点 

9度 

基点 

400mまで 

9度 
1.5m 8m 15m 

5m 

5m 
30m 6m 

6m 

36m 

10度 10度 8度 8度 

20m 

20m 20m 

20m 

100m 

6度 6度 

50m 

8度 8度 
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イ  着陸地点には、次の基準のＨ記号を風と平行方向に向けて表示するとともに、ヘリポ

ートの近くに上空から風向、風速の判定ができる吹き流しを掲揚する。 

（ｱ）H記号の基準                              （ｲ） 吹き流しの基準 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

・石灰等で標示、積雪時は墨汁、 

絵の具等で明瞭に表示 

  ・生地は繊維 

・型は円形帯 

                                                      （注）吹き流しがない場合は、吹き 

                                                           流しに準ずる規格の旗を掲揚。 

 

ウ  危害予防の措置 

(ｱ) 着陸地帯への立入禁止 

着陸地帯及びその近傍において運行上の障害となるおそれがある範囲には、立ち

入らせない。 

(ｲ) 防塵措置 

表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水等の措

置を講ずる。 

進入方向 

進入方向 

4m以上 

2m以上 

3m以上 

30cm以上 

2m以上 

60cm 

以上 

赤 

白 

（注）吹き流しがない場合は 

吹き流しに準ずる規格の 

旗を掲揚 
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第９節  避難誘導等 

担当部局：総務部、健康福祉部、市民生活部 

１ 基本方針 

地震発生後に二次的に発生する津波、延焼火災、危険物の漏えい、地すべり及び山崩れ・

がけ崩れ等の危険から市民の生命、身体の安全を確保するため、市長等は、災害対策基本

法等に基づき、迅速かつ的確に避難のための措置を講ずる。 

 

２ 避難の勧告又は指示（緊急）の実施 

（１）市長（災害対策基本法第60条） 

ア 震災が発生し、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震災

から保護し、震災の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市長は、必

要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、急を要すると認め

るときは、避難のための立退きを指示するとともに、必要があると認めるときは、そ

の立退き先を指示する。市長は、これらの指示を行ったときは、速やかに知事に報告

する。 

また、避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示し、知事に報告する。 

イ 震災の発生により、市長が実施すべき避難の指示等を実施できなくなった場合、知

事は、市長に代わって地域防災計画の定めるところによる避難の指示等を実施する。 

なお、知事は、市長に代わって避難等の指示等を実施したとき、又は避難の必要が

なくなったときは、直ちにその旨を公示する。 

（２）警察官、海上保安官（災害対策基本法第61条、警察官職務執行法（昭和22年法律第136

号）） 

前記(1)の市長による避難のための立退きもしくは「屋内安全確保」を指示することが

できないと認めるとき、又は市長から要求があったとき警察官又は海上保安官は、必要

と認める地域の居住者等に避難のための立退き又は「屋内安全確保」を指示することが

できる。 

なお、避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認められるときは

その立退き先を指示する。立退き先を指示したときは、直ちに市長に通知する。 

また、災害の状況により特に急を要する場合には、警察官は、危害を受けるおそれのあ

る者に対して避難等の措置をとる。 

（３）水防管理者（市長、水防事務組合の長）(水防法（昭和24年法律第193号）第21条） 

溢水又は破堤により著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める地

域の居住者に対して、避難のための立退きを指示する。 

（４）知事又はその命を受けた職員（水防法第21号）（地すべり等防止法（昭和33年法律第30

号）第25条) 

溢水又は破堤､あるいは地すべりにより著しく危険が切迫していると認められるとき

は、必要と認める区域の居住者に対して避難のための立退きの指示をする。 

（５）自衛官（自衛隊法第94条） 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で､警

察官がその現場にいない場合に限り､危害を受けるおそれのある者に対して避難の措置
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をとる。 

（６）相互の連絡協力 

(1)から(5)に掲げる者は、それぞれの措置をとった場合は、相互に通知､報告するとと

もに、避難の措置が迅速かつ適切に実施されるよう協力する。 

（７）避難勧告等の発令方法 

避難勧告等の発令にあたっては、市民が生命に係わる危険な状況であることを認識で

きるよう、具体的でわかりやすい内容で発令するよう努める。 

 

３ 避難の勧告又は指示（緊急）の内容及びその周知 

（１）避難の勧告又は指示（緊急）の内容 

避難の勧告又は指示（緊急）をする場合、市長等は、次の内容を明示する。 

○ 避難の勧告又は指示（緊急）の理由（差し迫った具体的な危険予想） 

○ 避難対象地域 

○ 避難先 

○ 避難経路 

○ 避難行動における注意事項（携帯品、服装） 

○ 出火防止の措置 

○ 電気（配電盤）の遮断措置 

○ その他必要な事項 

（２）市民への周知 

市長等は、避難の勧告又は指示（緊急）を行う場合には、市民等に対して市防災行政

無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、広報車、サイ

レン、ケーブルテレビ、インターネット、携帯電話、Ｌアラート（災害情報共有システ

ム）等多様な情報伝達手段を使用し、あるいは報道機関等を通じて、迅速かつ安全に避

難できるよう周知徹底を図る。 

また、市は、発災時（災害が発生するおそれがある場合を含む。）には、必要に応じ、

避難準備・高齢者等避難開始の発令等とあわせて指定緊急避難場所等を開放し、市民等

に対し周知徹底を図る。 

なお、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、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市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」を行うべきことについて、市民等への周

知徹底に努める。 

 

４ 警戒区域の設定 

市長等は、次の措置を講じる。 

（１）市長（災害対策基本法第63条第1項） 

地震災害時、又は津波の発生により市民の生命、身体に対する危険を防止するため、特

に必要が認められるときは、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、当該区域への立入りを制限若しくは、禁止し、又は退去を命ずる。 

（２）警察官、海上保安官（災害対策基本法第63条第２項） 

市長及びその職務を行う吏員が現場にいないとき、又はこれらの吏員から要求があっ
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たときは、白山警察署又は金沢海上保安部は、市長の職権を行うことができる。この場

合、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。  

（３）自衛官（災害対策基本法第63条第３項） 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、市長又はその他市長の職権を行うことがで

きる者が現場にいない場合に限り、市長の職権を行うことができる。この場合、直ちにそ

の旨を市長に通知しなければならない。 

 

５ 警戒区域設定の周知等 

（１）警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様に、市民への周知及び関係

機関への連絡を行う。 

（２）市長は、白山警察署等の協力を得て、市民の退去の確認を行うとともに、可能な限り

防犯、防火のためのパトロールを実施する。 

 

６ 避難者の誘導 

避難者の誘導は、白山警察署、市職員等が行うが、誘導にあたっては各地区又は一町内

の単位ごとの集団避難を心掛け、避難路等の安全を確認するとともに、要配慮者に十分配

慮する。 

また、市民も可能な限り積極的に協力する。 

市は、災害の実態に応じて、飼育者によるペット動物との同行避難を呼びかける。 

 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市 

避難所の開設が必要な場合は、避難所運営マニュアル等の定めるところにより、白山

警察署等と十分連絡を図り、避難所を開設する。なお、市のみでは困難なときは、県に応

援を要請する。 

また、二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努めるほか、避難所のライ

フラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見

込まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとしても原則として開設しな

いものとする。 

（２）避難生活の対象者 

○ 住居等の被災者 

○ 避難勧告などの対象地域の住居者 

○ 帰宅できない旅行者、迷い人等 

（３）避難所を設置したときは、直ちに次の事項を県に報告する。 

○ 避難所の名称 

○ 避難所開設の日時及び場所 

○ 世帯数及び人員（避難所で生活せず食事や水等を受け取りに来ている被災者も含める。） 

○ 開設期間の見込み 

○ 必要な援助・救援の内容 

 

 



第３章 地震災害応急対策計画                   【第９節 避難誘導等】 

 

 152 

（４）避難所の運営 

○ 市は、自主防災組織の会長や市民及び避難所となった学校等施設の管理者、ボランティ
ア、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。 
○ 避難所の管理運営等を適切に行うために、市職員を配置する。なお、職員を配置できない
場合は、市はその代理者を定め避難所の責任体制を明確にする。 

○ 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家等
との定期的な情報交換に努める。 

○ 避難所の安全確保と秩序維持のため、防犯活動が必要と認められる場合には、警察等の協
力を得て避難生活の安定化に関する対応をとるとともに、必要に応じて自主防犯組織に対
しても協力を求め連携を図る。 

○ 避難所に被災者等に対する相談所を設置し、ボランティア等の協力を得て、人心の安定に
努める。 

○ 被災者のニーズを十分把握し、地震の被害、余震の状況、二次災害の危険性に関する情
報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関等の生活関連
情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、犯罪情勢や予防対策等防
犯情報、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適
切に提供する。なお、その際、要配慮者、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、所在を把握できる広域避難者に配慮した伝達を行う。 

（５）仮設トイレ等の設置 

市は、避難所の状況により仮設トイレやマンホールトイレなどを設置管理する。その

確保が困難な場合は、県が斡旋等を行う。また、女性用の仮設トイレや高齢者向けの洋式

トイレの設置など、女性や高齢者、障害者等の利用に配慮した避難所運営に努める。 

なお、トイレの日常管理は、避難所の既設トイレも含めて、避難者やボランティア等が

自主的な管理運営を行うようルールづくりを指導する。 

（６）要配慮者に対する配慮 

市は、避難所に要配慮者がいると認めた場合は、民生委員・児童委員、自主防災組織、

ボランティアなどの協力を得て、速やかに適切な措置を講ずる。 

（７）避難者等の健康管理 

市は、環境変化等から生じる避難住民の健康不安又は体調の変化を早期発見するため、

関係機関と協力して、精神保健医療対策を講じ、精神的不調の早期治療や不安の軽減を

図る。 

また、生活不活発病の発症予防対策を講ずるなど、要配慮者等の健康管理に努める。な

お、避難所で生活せず食事や水等を受け取りに来ている自宅避難者を含めた地区全体の

健康管理に努める。 

（８）二次避難支援の実施 

市は、二次避難支援マニュアルに基づき、避難所での要配慮者の状況に応じ、福祉避難

所への避難や、社会福祉施設への緊急入所等を行う。 

また、福祉避難所への避難後も、在宅で受けていた福祉サービス等が継続して提供さ

れるよう、必要な手続きや関係機関との調整等を行う。 

二次避難が必要な要配慮者の受入先や介助員となる専門的人材の確保について、必要

に応じ、広域的な調整を県に要請する。 

（９）男女双方の視点の取り入れ 

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保や避難所の運営における女性の参

画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性

専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回
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警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭

のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

（10）旅館・ホテル等の活用 

市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化に鑑み、旅館、ホテル等

への移動を避難者に促す。 

（11）避難者の住生活の早期確保 

市は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速

な提供、希望者に対して公営住宅や民間賃貸住宅、空き家等利用可能な既存住宅の斡旋

等により、避難所の早期解消に努める。 

 

【災害時の支援協力に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

ユーエスカートン(株)  
段ボール製のベッド
及び間仕切り等 

H24. 9. 5 277-1185 277-1194 

【災害時における避難所用簡易間仕切り等の供給に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

NPO法人ボランタリー・ア
ーキテクツ・ネットワーク 

間仕切り及び簡易ベ
ッド 

H 3. 2. 2 03-3324-6760 03-3324-6789 

 

８ 広域避難対策 

（１）市 

ア 被災地区の避難所に被災者が入所できないときは、市は、被災者を被害のない地区

若しくは被害の少ない他市町又は隣接県への移送について県に要請する。 

イ 被災者の他地区への移送を要請した場合は、所属職員の中から避難所管理者を定め、

移送先の市町に派遣するとともに、移送にあたり引率者を添乗させる。 

ウ 県から被災者の受け入れを指示された場合は、直ちに避難所を開設し、受入態勢を

整備する。 

エ 移送された被災者の避難所の運営は、原則として移送元である市が行い、被災者を

受け入れた市町は協力する。 

オ 被災者の移送に際して、市に輸送能力が不足する場合は、県に要請する。この場合、

県が調達するバスや貨物自動車等の輸送手段の確保については、近隣市町等防災関係

機関の協力を得て実施する。 

（２）広域一時滞在 

ア 市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、市の区域外へ

の広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合は、県内の

他の市町への受入れについては当該市町に直接協議し、他の都道府県の市町村への受

入れについては県に対し、当該他の都道府県との協議を求める。 

イ 県は、市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。また、市の行政機

能が被災によって著しく低下した場合など、被災市からの要請を待ついとまがないと

きは、市の要請を待たないで、広域一時滞在のための協議を市に代わって行う。 
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ウ 市は、避難所を指定する際に併せて広域一時滞在の用にも供することについても定

めるなど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決

定しておくよう努める。 

 

（３）避難路の確保 

被災者の移送に際して、避難路が確保されていないと判断された場合は、市は、避難路

の確保について県に要請する。 

知事は、市長から要請があったときは、自衛隊、警察、建設業者等に対して、避難路の

確保を要請する。 

 

９ 帰宅困難者対策 

市は、施設管理者や事業者等と連携し、大規模災害時により交通が途絶したときは、「む

やみに移動しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑制を図るとともに、通

勤、通学者や観光客等の徒歩での帰宅や移動を支援するため、県に協力を要請するなど、

必要な帰宅困難者対策に努める。 

また、必要に応じて、一時滞在施設の確保等の支援を行うとともに、一時滞在施設の確

保にあたっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した一時滞在施

設の運営に努める。 

 

10 避難所外避難者対策 

市は、町内会や自主防災組織、消防団、ＮＰＯやボランティア等と連携して、やむを得ず

避難所に滞在することができない車中避難者を含む避難所外避難者に係る情報の把握に努

めるとともに、こうした避難者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡

回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確

保が図られるよう努める。 

特に、車中避難者に対して、エコノミークラス症候群に対する注意喚起とその予防法に

ついて積極的に情報提供するよう努める。 
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第１０節  要配慮者の安全確保 

担当部局：健康福祉部、観光文化スポーツ部 

１ 基本方針 

地震災害時においては、乳幼児、障害者、病人、高齢者、妊婦、外国人等の要配慮者は、

災害の認識や災害情報の受理、自力避難などが困難な状況にある。 

市及び社会福祉施設等の管理者は、市民等の協力を得て迅速かつ適切な要配慮者の安全

避難を実施するとともに、安否確認及び避難生活状況等の継続的な把握により必要な対策

を講ずる。 

 

２ 在宅の要配慮者に対する対策 

（１）災害発生後の安否確認 

市は、避難行動要支援者の避難所への収容状況及び在宅状況等を確認し、その安否確

認に努める。 

また、発災時に、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名

簿を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われ

るように努め、必要に応じて町内会長、民生委員・児童委員、介護職員、近隣の住民、自

主防災組織等の協力を得る。 

（２）避難 

震災により市民の避難が必要となった場合、市は、避難行動要支援者の避難にあたっ

ては、近隣住民や自主防災組織等の協力を得るとともに、避難行動要支援者が属する町

内会等を単位とした集団避難を行うよう努める。 

避難誘導の際は、避難行動要支援者を優先するとともに、身体等の特性に合わせた適

切な誘導を考慮する。 

（３）被災状況等の把握及び日常生活支援 

市は、次により要配慮者の被災状況等を把握し、日常生活の支援に努める。その際、地

元事情に精通した医療救護・福祉関係の専門家の配置に努めるとともに、必要に応じて

各専門分野の地元退職者の活用を図る。 

ア 被災状況等の把握 

避難所及び要配慮者の自宅等に保健師や看護師等を派遣し、被災状況、生活環境等

を把握する。 

イ 被災後の日常生活支援 

市は、県の協力のもとに在宅の要配慮者の被災状況に応じて、避難所への入所、施

設への緊急入所、ホームヘルパー等の派遣、栄養や食事形態に配慮した食料及び必要な

日常生活用具（品）の供与等の措置を講じるとともに、災害情報、生活情報等の継続的

な提供に努める。 

（４）二次避難支援の実施 

市は、二次避難支援マニュアルに基づき、避難所での要配慮者の状況に応じ、福祉避難

所への避難や、社会福祉施設への緊急入所等を行う。 

また、福祉避難所への避難後も、在宅で受けていた福祉サービス等が継続して提供さ

れるよう、必要な手続きや関係機関との調整等を行う。 
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二次避難が必要な要配慮者の受入先や介助員となる専門的人材の確保について、必要

に応じ、広域的な調整を県に要請する。 

 

３ 社会福祉施設等における対策 

（１）施設被災時の安全確認及び避難等 

施設が被災した場合、施設管理者は、県が示す指針に基づき定めた防災計画に基づき、

直ちに入所者等の安全及び施設の被災状況を把握するとともに、入所者等の不安解消に

努める。 

入所者等が被災した時は、施設職員又は近隣の住民や自主防災組織の協力を得て応急

救助を実施するとともに、必要に応じて消防本部へ救助を要請する。また、施設管理者

は、施設の被災状況に応じて、適切な避難場所等への避難誘導を行う。 

なお、夜間、休日等で施設職員が少数のときは、日頃から連携を図っている市民や自主

防災組織の協力を得て、安全な避難誘導に努める。 

（２）被災報告等 

施設管理者は、入所者等及び施設の被災状況を市、県等に報告し、必要な措置を要請

する。 

また、保護者等に入所者等の被災状況を連絡し、必要な協力を依頼する。 

（３）施設の使用が不能になった場合の措置 

施設管理者は、施設の継続使用が不能となったときは、市を通じて他の施設への緊急

入所要請を行うとともに、必要に応じて保護者等による引き取り等の措置を講ずる。 

市は、被災施設の管理者から緊急入所の要請があったときは、他の施設との調整に努

め、入所可能施設を斡旋する。 

 

４ 医療機関における対策 

（１）医療機関被災時の安全確認及び避難等 

病院等の医療機関が被災した場合、管理者は、あらかじめ定めた災害対応マニュアル

に基づき、直ちに患者等の安全及び施設の被災状況を把握するとともに、患者等の不安

解消に努める。 

患者等が被災したときは、応急救助を実施するとともに、必要に応じて消防本部へ救

助を要請する。 

また、管理者は、施設の被災状況に応じて、適切な避難場所等への避難誘導を行う。 

（２）被災報告等 

管理者は、患者等及び施設の被災状況、受け入れている重症・中等症患者数、ライフラ

イン状況等の状況について、市、県等に報告し、必要な措置を要請する。 

この場合、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加している医療機関は、

当該システムにより必要な情報の入力を行う。 

（３）医療機関の使用が不能になった場合の措置 

管理者は、医療機関の継続使用が不能となったときは、県及び市を通じて他の医療機

関への緊急搬送要請を行う。 

市は、被災医療機関の管理者から緊急搬送の要請があったときは、他の医療機関等との
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調整を行い、傷病の程度、人工透析患者や人工呼吸器を使用している患者など個別疾患の

状況に応じ、搬送先の確保に努める。 

 

５ 外国人に対する対策 

市は、災害時、迅速に外国人の安否確認に努めるとともに、外国人が孤立しないよう、各

種情報の収集、提供ができる体制の整備等に努める。 

また、広報車や防災無線等により、外国語による広報を行い外国人の安全かつ迅速な避

難誘導に努めるとともに、相談窓口等を開設し、災害に関する外国人のニーズの把握に努

める。 
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第１１節  災害医療及び救急医療 

担当部局：健康福祉部、消防本部 

１ 基本方針 

震災の発生時には、建物の倒壊、火災等の発生により、同時に多数の負傷者等が発生し、

医療、救護需要が膨大なものになることが予想されるため、特に、発災当初の72時間は、救

命救急活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、市は、他の関係機関の協力

を得て迅速かつ的確に医療救護活動を実施する。 

 

２ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）市 

ア 市は、医療機関の被災状況や傷病者の発生状況等の情報を収集し、保健所長の助言

を得て、白山ののいち医師会に医療救護班の派遣を要請する。また、必要に応じて避

難所等に救護所を設置する。 

イ 医療救護活動に関して、市のみでは十分な対応ができない場合には、速やかに隣接

市町及び県に協力を求める。 

（２）県 

ア 県は、必要と認める場合、又は市からの要請があった場合は、ＤＭＡＴを派遣する

ほか、医療救護班を派遣する。 

イ 県は、石川ＤＭＡＴが出動し医療救護活動を行う必要があると認めた場合、又は市

から派遣要請があった場合は、石川ＤＭＡＴ指定病院に対して、石川ＤＭＡＴの出動

を要請する。 

ウ ＤＭＡＴの業務内容 

（ｱ） 消防本部等との連携による、被災状況等に関する情報の収集と伝達（状況評価）、

トリアージ、救急医療等（現場活動） 

（ｲ） 被災地内での搬送中の患者の治療（地域医療搬送） 

（ｳ） 災害拠点病院等の指揮下での患者の治療、患者の避難・搬送の支援等（病院支援） 

（ｴ） 必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に対する根治的な治療を目的に、

被災地外へ搬送を行う際のトリアージ、緊急治療等（広域医療搬送） 

エ ＤＭＡＴの情報共有 

ＤＭＡＴは、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び衛星電話、災害時優

先電話、ＭＣＡ無線などにより、ＤＭＡＴの活動に必要な情報の収集及び活動状況の報

告、引継ぎ等を行う。 

（３）災害拠点病院 

ア 災害拠点病院は、県からの派遣要請があったときは、医療救護班を派遣し、医療救

護活動を行う。 

イ 医療救護班の業務内容 

（ｱ） 傷病者のトリアージ 

（ｲ） 傷病者に対する応急措置 

（ｳ） 重症者の後方病院への搬送手続き 

（ｴ） 救護所における診療 
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（ｵ） 避難所等の巡回診療 

（ｶ） 被災地の病院支援 

（ｷ） その他必要な事項 

ウ 医療救護班の情報共有 

医療救護班は、あらかじめ定められた情報共有ルールに従って、広域災害・救急医療

情報システム（ＥＭＩＳ）及び衛星電話、災害時優先電話、ＭＣＡ無線などにより、医

療救護活動に必要な情報の収集及び活動状況の報告、引継ぎ等を行う。 

エ 災害拠点病院は、他のＤＭＡＴ及び他の医療機関の医療救護班の受け入れを行う。 

（４）公立病院等 

ア 公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院などの公立病院は、県から派遣要請があっ

たときは、医療救護班を派遣し、医療救護活動を行う。 

イ 公立病院等は、他の医療機関の医療救護班の受入れを行う。 

（５）医師会等 

ア 白山ののいち医師会は、市から災害時の医療救護に関する協定書に基づく医療救護

班の派遣要請があったときは、被災地外の地区医師会等に対して、医療救護活動等を

要請する。 

イ 要請を受けた地区医師会等は、医療救護班を派遣し、医療救護活動を行う。 

 

【災害拠点病院】 

種別 病院名 

基幹災害拠点病院 県立中央病院 

地域災害拠点病院 

小松市民病院 

国立病院機構金沢医療センター 

金沢市立病院 

金沢赤十字病院 

公立能登総合病院 

公立羽咋病院 

市立輪島病院 

珠洲市総合病院 

公立松任石川中央病院 

【災害時の医療救護に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

(一社)白山ののいち医師会 
医療救護、巡回診察
等 

H17.10. 1 275-0795 276-8205 

(公社)石川県柔道整復師会 医療救護 H17.11. 1 233-2122 233-2196 

 

３ 救護所の設置 

（１）市は、施設の被災や多数の患者等により医療機関での対応が十分にできない場合には、

救護所を設置、運営する。 

（２）救護所での医療救護は、可能な限り速やかに地域医療機関に引き継ぐことが望ましい

が、地域の診療機能の回復までに相当の日時を要する場合や、応急仮設住宅周辺で医療

機関が不足している場合には、仮設診療所の設置、運営を検討する。 
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４ 災害時後方医療体制 

医療施設又は救護所では対応できない重症患者や特殊な医療を要する患者については、

災害拠点病院や大学病院等に搬送し、治療を行う。 

 

５ 重症患者等の搬送体制 

（１）搬送者及び搬送先の選定 

搬送にあたっては、負傷の程度、患者の状態等を勘案し、搬送者及び搬送先の適切な選

定に留意して行う。 

（２）搬送の実施 

ア 災害時後方病院で治療する必要のある患者を搬送するときは、市又は県に要請する。 

原則として、被災現場から医療施設又は救護所までの搬送は市が、医療施設又は救

護所から災害時後方病院までの搬送については、県及び市が対応する。 

イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必要となった場

合は、ＳＣＵを設置するものとし、県が必要に応じて地域別に設置する地域医療救護

活動支援室は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請する。 

ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用については、「第

５節 消防防災ヘリコプターの活用」及び「第８節 自衛隊の災害派遣」に準ずる。 

 

６ 医薬品等及び輸血用血液の供給体制 

（１）医療施設・救護所 

医療施設の管理者及び救護所の責任者は、透析液や医薬品等又は輸血用血液に不足が

生じた場合、市災害対策本部に調達を要請する。 

（２）市災害対策本部 

ア 医薬品等 

医療施設又は救護所から要請を受けた場合、調達できる医薬品等を供給する。市に

おいて調達できない場合は、県災害対策本部に要請する。 

イ 輸血用血液 

医療施設から要請を受けた場合は、県災害対策本部へ調達を要請する。 

 

７ 医療機関のライフラインの確保 

市は、電気・ガス・水道等のライフライン関係機関に対して、医療機関への優先的な供給

を要請し、特に透析医療機関への上水道の供給に配慮する。 

 

８ 個別疾患対策 

市は、慢性腎疾患、難病、結核、精神疾患、その他の慢性疾患等の在宅治療患者に対して

は、患者の受診状況や医療機関の稼働状況を把握の上、患者等へ的確な情報を提供し、受

診の確保を図るほか、水、医薬品及び適切な食事の確保に努める。 

また、市は、人工透析を実施する医療機関の被災に関し、県に対し、医療機関と連携し、

患者の受入れの調整等、透析医療の確保について要請する。 
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第１２節  健康管理活動 

担当部局：健康福祉部 

１ 基本方針 

災害発生時は、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から、様々な健

康障害の発生が懸念される。  

このため、市は、県や関係機関等の協力を得て、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活動を実施する。 

 

２ 実施体制 

（１）市は、保健師等により、被災者等の健康管理を行う。 

（２）市は、被災住民が多数に及ぶ場合等は、県及び近隣市町等の協力を得て実施する。 

 

３ 健康管理活動従事者の派遣体制 

市は、被災者等の健康管理に際し、管下の保健師等のみによる対応が困難な場合は、県

に保健師等の派遣を要請する。 

 

４ 健康管理活動 

（１）健康管理活動にあたっては、医療・保健関係者、民生委員、居宅介護支援専門員等と

の協力のもと、要配慮者、在宅患者等の健康状況を確認し、必要な介護、医療が受けら

れるよう対処する。 

（２）市保健活動マニュアル等に基づき、救命救急を最優先とし、避難所や車中避難者を含

む避難所外避難者等を訪問し、被災者の生活環境、生活状況、健康状態等を把握すると

ともに、必要な者に対し保健指導、栄養・食生活支援、医療、福祉サービスの調整等を

図る。 

なお、健康状態の把握、支援にあたっては、特に、感染症やエコノミークラス症候群、

生活不活発病、心血管疾患等の発症予防に留意する。 

また、人工透析、酸素、インスリン療法等、必要な処置が継続して受けられるよう、関

係機関との情報連携を行う。 

（３）健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域医療救護活動支援室内に設置す

る医療救護班等連絡会に参画し、連携協力して実施するとともに、活動により把握した

健康情報は医療救護班等連絡会に集約する。 
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図 災害発生直後の保健師派遣に関する手続き 

（厚生労働省防災業務計画を一部変更） 
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第１３節 救助・救急活動 

担当部局：総務部、健康福祉部、消防本部、警察署 

１ 基本方針 

大規模地震発生時には、倒壊家屋等の下敷き、ビルなどでの孤立、車両事故、船舶の海難

等による負傷者など、救助・救急を要する事案が数多く現出するものと考えられることか

ら、市及び防災関係機関は、相互に連携して市民、自主防災組織及び事業所に協力を呼び

かけ、生命、身体が危険となった者を直ちに救助・救急し、負傷者を医療機関に搬送する。 

 

２ 実施体制 

（１）市民、自主防災組織、事業所 

自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する各機関

に協力するよう努める。 

（２）市及び消防本部 

ア 消防職員等による救助隊を編成するとともに、警察や民間事業者等と連携協力して、

救助に必要な車両、機械器具その他の資機材を調達し、迅速に救助、救護、搬送活動に

当たる。また、市民及び自主防災組織等に救助活動の協力を求める。 

イ 市及び消防本部の能力で救助作業が困難な場合は、県及び他市町に応援を要請する。 

ウ 市は、道の駅や野球場等を警察機関、消防機関及び自衛隊の部隊の展開、宿営、物資

輸送設備等の拠点として使用させるなど、救助・救命活動への協力を行う。 

（３）防災関係機関 

ア 防災関係機関は、市から応援要請を求められたときは、機動力を発揮して救助・救

急活動にあたる。 

イ また、災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じ

て、合同調整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間

の情報共有及び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。なお、災害現場で

活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携し

て活動する。 

 

３ 惨事ストレス対策 

従事する職員に対する惨事ストレス対策については、本章第７節「消防活動」６による。 

 

４ 医療救護活動 

医療救護活動については、本章第11節「災害医療及び救急医療」により実施する。 

 

５ 災害救助法による措置 

災害救助法が適用された場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 
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第１４節  水防活動 

担当部局：総務部、産業部、建設部、消防本部 

 

１ 基本方針 

市及び防災関係機関は、地震に伴う洪水等の災害に対して、水防上必要な警戒活動、広

報活動、応急復旧活動を適切に実施し、浸水等の被害の拡大防止に努める。 

 

２ 監視、警戒活動 

地震による災害が発生した場合は、河川、海岸堤防等の損壊によって水害の危険がある

各種施設等の監視、警戒及び水門、樋門、えん堤、ため池等の操作等を「石川県水防計画」

及び「手取川水防計画」の定めにより行う。 

 

３ 応急復旧 

地震、津波災害により堤防等に応急措置の必要が生じたときは、河川管理者等の各施設

の管理者に通報し、協力して迅速かつ的確に応急復旧を実施する。 
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第１５節  災害救助法の適用 

担当部局：全部局 

１ 基本方針 

市長は、市内における災害の状況により直ちに災害救助法による救助を実施すると判断

したときは、知事に対してその状況を明らかにして要請を行う。 

なお、県及び市は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あら

かじめ救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度

の積極的な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておくものとし、県は救助

に必要な物資の供給等が適正かつ円滑に行われるよう、必要な関係者との連絡調整を行う

ものとする。 

 

２ 適用基準（災害救助法施行令） 

災害救助法は、市町村の人口に応じて一定の基準に達したときに適用されるが、本市の

適用基準は次のとおりである。（人口100,000以上300,000人未満の場合） 

（１）市域内の住家滅失世帯数が100世帯以上のとき。 

（災害救助法施行令（昭和22年政令第225号。以下「令」という。）第１条第１項第１

号－令別表第１）。 

（２）県下の住家滅失世帯数が1,500世帯以上であって、本市の住家滅失世帯数が50世帯以上

のとき（令第１条第１項第２号－令別表第２、第３）。 

（３）県下の住家滅失世帯数が7,000世帯以上であって、本市の住家滅失世帯数が多数である

とき（令第１条第１項第３号前段）。 

（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難と

する特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき（令第１条第１

項第３号後段）。 

（５）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であって、以

下の内閣府令（平成25年10月第68号）で定める基準に該当するとき（令第１条第１項第

４号）。 

ア 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。（内閣府令第２条第１号） 

イ 災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出

に特殊の技術を必要とすること。（内閣府令第２条第２号） 

（注）住家が滅失した世帯の算定は、次のとおりである。 

１ 住家の全壊（焼）又は流失した世帯は、１世帯を滅失世帯1世帯とする。 

２ 住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は、２世帯をもって滅失世帯1世

帯とみなす。 

３ 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世帯をもって滅失世帯１世帯とみなす。 
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３ 適用手続 

市長は、市内における災害の程度が災害救助法の適用基準に達し、又は達する見込みで

あるときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

なお、緊急を要し、知事の救助を待ついとまがないと認めるときは、その他必要がある

と認めるときは、知事の委任を受けて救助の実施に関する職種の一部を市長が行う。 

 

４ 災害救助法に基づく救助の種類 

災害救助法による救助の程度、方法、及び期間並びに実費弁償の基準による。 

 

５ 災害救助法が適用されない場合の救助 

災害救助法が適用されない場合の救助については、市災害対策本部で災害救助法による

救助に準じて、早急に救助方針を立て、適切かつ効果的な救助を行う。 
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災害発生からの応急救助までのフロー 

日本赤十字社石川県支部 救護班の派遣(医療・助産) 

被
災
住
民 

 

協定 
 

協定  
  

内 
 

閣 
 

府 

被害状況の情報提供 ※
内
閣
府
派
遣
職
員 

 
被害状況の情報提供  応援救助の実施(委任) 

   

救助実施状況の情報提供 
災害救助法の適用決定  

   
 救助・権限委任の通知 災害対策 

本 部 
 

    

技術的援助  災害対策   
  本 部 応援職員の派遣  

      
内閣府は、他都道府県に応援指示、 

派遣の調整等実施 
災害救助    
担当部局 応援救助の実施(県直接実施) 

 応急仮設住宅の給与･救護班の派遣(医療・助産)他 

 

※ 災害発生時、内閣府は、現地連絡担当者を危機対策課へ派遣し、本省と危機対策課と

の連絡調整に当る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･被災者の救出 

･救護班による医療･助産 

･遺体の捜索・処理 

･避難所の設置 

･食品の給与 

･飲料水の供与 

･生活必需品の給与･貸与 

･学用品の給与 

･住宅の給与・応急修理 

 

石
川
県 

白
山
市 



第３章 地震災害応急対策計画 【第１５節 災害救助法の適用】 

 

 168 

（別紙） 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準について 

平成３１年４月１日現在 

番号 救助の種類 対   象 費用の限度額 期    間 備考 

 
１ 

 
避難所の設置 

 
災害により現に被害を
受け、又は受けるおそれ
のある者 

 
（基本額） 

避難所設置費 

１人 １日当たり 
３２０円以内 

（加算額） 

高齢者等の要配慮者等を収
容する「福祉避難所」を設置
した場合は、当該地域におい
て当該特別な配慮のために必
要な通常の実費を加算でき
る。 

 

 
災害発生の日から
７日以内 

 
１ 費用は、避難所の設置、
維持及び管理のための賃金
職員等雇上費、消耗機材費、
建物等の資料謝金、器物の
使用謝金、借上費又は購入
費、光熱水費並びに仮設便
所等の設置費を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費
は別途計上 

 
２ 

 
応急仮設住宅
の供与 

 
住家が全壊、全焼又は
流出し、居住する住家が
ない者であって、自らの
資力では住家を得るころ
ができない者 

 
１ 規模 地域の実情、世帯
構成等に応じて設定 

２ 限度額 １戸当たり 
5,610,000円以内 

３ 建設型仮設住宅を同一敷
地内等に概ね50戸以上設置
した場合は、集会等に利用
するための施設を設置で
き、50戸未満の場合でも戸
数に応じた小規模な施設を
設置できる。 

 

 
災害発生の日から

20日以内着工 

 
１ 平均１戸当たり5,610,000

円以内であればよい。 

２ 高齢者等の要配慮者等を
数人以上収容する「福祉仮
設住宅」を設置できる。 

３ 給与期間 最高２年以内 
４ 借上型仮設住宅の場合は、
災害発生の日から速やかに
民間賃貸住宅を借り上げ、
提供しなければならない。 

 
３ 

 
炊き出しその
他による食品
の給与 

 
１ 避難所に収容された
者 

２ 住家に被害を受け、
若しくは災害により現
に炊事のできない者 

 

 
１人１日当たり 

1,140円以内 

 
災害発生の日から
７日以内 

 
食品給与のための総経費を

延給食日数で除した金額が限
度額以内であればよい。 

（１食は 1/3日） 

 

４ 

 

飲料水の供給 

 

現に飲料水を得ること
ができない者（飲料水及
び炊事のための水である
こと。） 

 

 

当該地域における通常の実費 

 

災害発生の日から
７日以内 

 

輸送費、人件費は別途計上 

 

５ 

 

被服、寝具そ
の他生活必需
品の給与又は
貸与 

 

全半壊（焼）、焼失、
床上浸水等により、生活
上必要な被服、寝具、そ
の他生活必需品を喪失、
又は毀損し、直ちに日常
生活を営むことが困難な
者 

 

１ 夏季（4月～9月）、冬季
（10 月～3 月）の季別は、
災害発生の日をもって決定
する。 

２ 下記金額の範囲内 
 

 

災害発生の日から
10日以内 

 

１ 備蓄物資の価格は、年度
当初の評価額 

２ 現物給付に限ること。 

区 分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 

6人以上
1人増す
ごとに加算 

   全 壊 

全 焼 

流 失 

夏 18,500 23,800 35,100 42,000 53,200 7,800 

   冬 30,600 39,700 55,200 64,500 81,200 11,200 

   半 壊 

半 焼 

床上浸水 

夏 6,000 8,100 12,200 14,800 18,700 2,600 

   冬 9,800 12,800 18,100 21,500 27,100 3,500 

 

６ 

 

医 療 

 

医療の途を失われた者 
（応急的処置） 

 

１ 救護班 
使用した薬剤、治療材料、

医療器具破損等の実費 

２ 病院又は診療所 
国民健康保険診療報酬の

額以内 

３ 施術者 
協定料金の額以内 

 

 

災害発生の日から
14日以内 

 

患者等の移送費は、別途計
上 

 

７ 

 

助 産 

 

災害発生の日以前又は
以後７日以内に分べんし
た者であって災害のため
助産の途を失った者（出
産のみならず、死産及び
流産を含み現に助産を要
する状態にある者） 
 

 

１ 救護班等により場合は、
使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣
行料金の100分80以内の額 

 

分べんした日から
７日以内 

 

妊婦等の移送費は、別途計
上 
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番号 救助の種類 対   象 費用の限度額 期    間 備考 

 
８ 

 
被災者の救出 

 
１ 現に生命、身体が危険
な状態にある者 

２ 生死不明な状態にある
者 

 
当該地域における通常の実費 

 
災害発生の日から

３日以内 

 
１ 期間内に生死が明らかに
ならない場合は、以後「死
体の捜索」として取り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、別途
計上 

 

 
９ 

 
被災した住宅
の応急修理 

 
１ 住家が半壊（焼）し、
自らの資力により応急修
理をすることができない
者 

２ 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（焼）した者 

 

 
居室、炊事場及び便所等日
常生活に必要最小限度の部分
１世帯当たり 
584,400円以内 

 
災害発生の日から

１か月以内 

 
 

 

10 

 

学用品の給与 

 

住家の全壊（焼）流出半
壊（焼）又は床上浸水によ
る喪失若しくは損傷等によ
り学用品を使用することが
できず、就学上支障のある
小学校児童、中学校生徒及
び高等学校等生徒 

 

１ 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、又は正規の授
業で使用している教材実費 
２ 文房具及び通学用品は、
１人当たり次の金額以内 

小学生児童 4,400円 
中学生生徒 4,700円 

高等学校等生徒 5,100円 

 

 

災害発生の日から 

（教科書） 
１か月以内 

（文房具及び通学用
品） 

15日以内 

 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の
実情に応じて支給する。 

 
11 

 
埋 葬 

 
災害の際死亡した者を対
象にして実際に埋葬を実施
する者に支給 

 
１体当たり 

大人（12歳以上） 

211,300円以内 
小人（12歳未満） 

168,900円以内 

 

 
災害発生の日から

10日以内 

 
災害発生の日以前に死亡し

た者であっても対象となる。 

 

12 

 

死体の捜索 

 

行方不明の状態であり、
かつ、四囲の事情によりす
でに死亡していると推定さ
れる者 

 

当該地域における通常の実費 

 

災害発生の日から
10日以内 

 

１ 輸送費、人件費は、別途
計上 

２ 災害発生後３日を経過し
たものは一応死亡した者と
推定している。 

 

 

13 

 

死体の処理 

 

災害の際死亡した者につ
いて、死体に関する処理（埋
葬を除く。）をする。 

 

（洗浄、消毒等） 

１体当たり 3,400円以内 
   既存建物借上費 

    通常の実費 

   既存建物以外 
１体当たり 

5,300円以内 

 
救護班以外は慣行料金 

 

 

災害発生の日から
10日以内 

 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途
計上 

３ 死体の一時保存にドライ
アイスの購入費等が必要な
場合は、当該地域における
通常の実費を加算できる。 

 
14 

 
障害物の除去 

 
居室、炊事場、玄関等に
障害物が運びこまれている
ため生活に支障をきたして
いる場合で自力では除去す
ることができない者 

 

 
市町村内において障害物の
除去を行った１世帯当たりの
平均 

135,400円以内 

 
災害発生の日から

10日以内 

 
 

 
15 

 
輸送費及び賃
金職員等雇上
費 

 
１ 被災者の避難に係る支
援 

２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 
６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理配分 

 

 
当該地域における通常の実費 

 
救助の実施が認め

られる期間以内 

 
 

 

 範   囲 費用の限度額 期    間 備考 

 
費用弁償 

 
災害救助法施行令第４
条第１号から第４号まで
に規定する者 

 
災害救助法第７条第１項の規定に

より救助に関する業務に従事させた
都道府県知事の総括する都道府県の
勤務の職員で当該業務に従事した者
に相当するものの給与を考慮して定
める 

 

 
救助の実施が認め

られる期間以内 

 
時間外勤務手当及び旅費は
別途定める額 

 

※ この基準によっては、救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、

救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

一
時
保
存 

検
案 
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第１６節  災害警備及び交通規制 

担当部局：建設部、警察署 

１ 基本方針 

地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、警察及び海上保安部は、市民及

び滞在者の生命、身体及び財産を保護し、地震災害に関連する犯罪の予防、鎮圧、被疑者の

逮捕、陸上・海上交通の確保を行い、公共の安全と秩序の維持を図る。 

 

２ 災害警備体制 

（１）警備体制 

警備体制 警備体制の基準 

準備警備体制 
地震情報等により災害の発生が予想され、かつ発生まで相当の時間

的余裕があるとき。 

警戒警備体制 地震災害により県内に相当の被害発生が予想されるとき。 

非常警備体制 地震災害で大きな被害の発生が予測されるとき、又は発生したとき。 

（２）警備本部 

ア 警察 

警備体制の種別に応じて、警察本部及び関係警察署に所要の規模の警備本部等を設

置する。 

イ 金沢海上保安部 

地震・津波災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、警戒警備等の必要

な措置を講ずる。 

（３）協力体制 

災害対策活動を迅速かつ円滑に実施できるよう関係機関との援助協力体制を確保する。 

（４）災害警備対策 

ア  災害警報等の通報伝達 

災害警報等の伝達は、関係機関と協力して迅速に市民へ周知徹底させるように努め

る。 

イ 通信の確保 

（ｱ） 通信の途絶が予想される必要地点へ器材及び要員を事前に配備するなど、通信を

確保する。 

（ｲ） 他の機関などから非常通信の疎通に関して協力を求められたときは、これに応ず

る。 
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ウ  現場措置等 

(ｱ)災害情報の収集 
ａ 被害調査と報告、連絡 

ｂ その他関連情報の収集 

(ｲ)防ぎょ作業への協力 

ａ 事態が急を要すると認められるときは、率先して市の防ぎょ活動に
協力する。 

ｂ 防ぎょ作業等をめぐり、作業要員と地主との紛争、人工破堤をめぐ
る利害相反する市民との対立等、抗（紛）争事案の予防警戒取締りに
当たる。 

(ｳ)避難等の措置 

ａ 市民の生命、身体を保護し、その他災害の拡大を防止するために特
に必要があり、かつ市長が指示できないと認めるときは、必要な地域
の居住者等に対して、避難のための立退きを指示する。 

ただし、急を要するときは、警察及び金沢海上保安部の立場におい
て避難の警告、命令その他の措置をとる。 

ｂ 避難の勧告、命令に応じない者等については、危険度等に応じて適
宣必要な措置をとる。 

(ｴ)犯罪の予防・取締り 

 災害時の混乱に乗じた盗難や詐欺をはじめとする各種犯罪の予防、警
戒、取締りを実施するため、警察及び金沢海上保安部は独自に、又は警
備業協会や自主防犯組織、防犯ボランティア等と連携し、パトロールや
生活の安全に関する情報の提供等を行い、速やかな安全確保と市民の不
安の一掃に努める。 

 また、災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び市民に対する
適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

(ｵ)遺体の見分、検視及び

取扱い 

ａ 遺体については、死者見分、検視などの所要の措置をとる。 

ｂ 遺体の受取人がいないとき、又は身元不明者については、検視調書
（死体見分調書）を添えて市長に引き渡す。 

(ｶ)行方不明者の捜索 

 人命尊重の趣旨から、関係機関との連絡を密にして、警察及び金沢海
上保安部のもつ組織、機能を最高度に活用して行う。 

 なお、行方不明者については、関係方面の警察及び金沢海上保安部に
手配する。 

(ｷ)広報 
 流言ひ語の封殺、被害状況、救助及び救援の方策及び防犯等広範囲に
わたる広報の実施に努める。 

 

３ 交通対策 

（１）陸上交通規制 

ア  交通規制の実施機関及び理由 

実施機関 交通規制の理由 

道  路 

管理者等 

一般国道 
国土交通省
又は県 

１ 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とき。 

２ 道路工事のため止むを得ないと認められるとき。 県  道 県 

市  道 市 

臨港道路 県又は市 

漁港道路 県又は市 

公安 

委員会 

公安委員会 

警 察 署 長 

警 察 官 

１ 災害時において緊急通行を確保するため必要があ
るとき。 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と
円滑を図るため必要と認められるとき。 

３ 道路の損壊、火災の発生その他交通に危険が生ず
るおそれがあるとき。 

道路管理者等と警察（公安委員会）その他関係機関は、交通規制の対象、区間、区

域、期間、理由その他必要な事項等について相互に緊密な連携に努める。 
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イ 発見者等の通報 

震災時に道路、橋梁等道路構造物の被害及び交通が極めて混乱している状況を発見

した者は、速やかに警察官又は市に通報する。通報を受けた市は、その道路管理者等

又はその地域を所管する警察官に速やかに通報する。 

ウ 各実施責任者の実施要領 

道路管理者等は、地震災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、道

路、橋梁、交通施設の巡回調査に努め、速やかに次の要領により規制する。 

（ｱ） 道路管理者等 

地震災害等により道路施設等の危険な状況が予測され、又は発見したとき、若し

くは通報等により承知したときは、速やかに次のとおり必要な規制等を行う。 

ａ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保す

るため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運

転者がいない場合等においては、道路管理者等は、自ら車両の移動等を行う。 

ｂ 知事は、道路管理者である市に対し、必要に応じて、ネットワークとして緊急

通行車両の通行ルートを確保するために広域的な見地から指示を行う。 

ｃ 地震災害時において、交通に危険があると認められる場合又は被災道路の応急

補修及び応急復旧等の措置を講ずる必要のある場合には、区域又は区間を定めて

道路の通行を禁止し、又は制限する。 

ｄ 道路法（昭和27年法律第165号）による交通規制を行ったときは、直ちに道路標

識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35年総理府、建設省令第３号）の定め

る様式により標示を行う。 

ｅ 道路交通の規制の措置を講じた場合、標示板の掲示、報道機関及びインターネ

ット等を通じて、交通関係者、一般通行者等に対する広報を実施するとともに、

適当な迂回路を選定して、できる限り交通に支障のないように努める。 

（ｲ） 警察（公安委員会） 

災害等により道路の危険な状況が予測され、又は発見したとき、若しくは通報等

により承知したとき、及び災害が発生した場合において、災害応急対策に従事する

者又は災害応急対策に必要な物資の輸送等に緊急交通路を確保するために必要があ

ると認めるときは、(一社)石川県警備業協会の協力を得て、速やかに次のとおり必

要な規制等を行う。 

ａ 道路管理者等への要請 

公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため、必要がある

ときは、道路管理者等に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、

放置車両や立ち往生車両等の移動等について要請する。 

ｂ 被災区域の交通規制等 

白山警察署は、被災区域の外周の要所において被災地へ進入する車両の通行禁

止又は制限をする。 

ｃ 県境付近の交通規制 

災害発生後、県警高速道路交通警察隊及び関係警察署は、富山、福井両県に接

する道路からの車両の県内進入を禁止又は制限する。 
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ｄ 広域交通管制 

警察本部は、被災地域及び緊急通行路線を重点に交通情報の収集に努め、緊急

交通路線を優先的に確保するととともに、一般交通の混乱防止等を図るため、隣

接県警察とも密接な連携を行い、広域的な交通管制の実施に努める。 

ｅ 緊急輸送道路ネットワークの交通規制 

災害応急対策等に必要な人員、物資等の輸送等緊急輸送道路ネットワークを確

保するために必要があると認めるときは、関係機関と連絡してその緊急輸送確保

に必要な路線、区域、区間等を指定して、当該緊急通行車両（知事又は公安委員

会において緊急通行車両として確認した車両）以外の車両の通行を禁止し、又は

規制する。 

ｆ 通行禁止区域等の措置 

（a） 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨

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あると認めるときは、

当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対して、当該車両その他の物

件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

（b） (a)による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相

手方が現場にいないため当該措置をとることを命ずることができないときは、

警察官は、自らその措置をとることができる。この場合において、警察官は、当

該措置をとるためやむを得ない限度において、車両その他の物件を破損するこ

とができる。 

（ｳ） 自衛官及び消防吏員の措置 

前号「ｆ 通行禁止区域等の措置」については、警察官がその場にいない場合に限

り、自衛官及び消防吏員がその措置をとることができる。 

エ 規制標識 

実施責任者は、規制を行った場合は、次の標識を災害対策基本法施行規則（昭和37

年総理府令第52号）第５条第２項に定める場所に設置する。ただし、緊急のため標識

を設置することが困難又は不可能なときは、適宜の方法によりとりあえず通行の禁止

又は制限したことを明示し、必要に応じて警察官等が現地で指導に当たる。 

（ｱ） 規制標識 

ａ 道路法（昭和27年法律第180号）第45条（公安委員会の交通規制）によるもの 

ｂ  道路交通法（昭和35年法律第105号）第４条（道路標識等の設置等）によるもの 

ｃ  災害対策基本法施行規則第５条（災害時における交通の規制に係る標示の様式

等）第１項によるもの 

（ｲ） 規制条件の表示 

規制標識には、次の事項を明示する。 

ａ 禁止又は制限の対象 

ｂ 区間又は区域 

ｃ 期  間  

ｄ 理  由  

この場合には、迂回路を明示して、一般通行車輌の協力を求める。 
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オ 運転者のとるべき措置 

走行中の車両は、次の要領により行動する。なお、避難のために、車両は極力使用し

ないこと。 

（ｱ） できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること。 

（ｲ） 停車後は、ラジオ等により地震情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の

状況に応じて行動すること。 

（ｳ） 車両を置いて避難するときは、路外に停車させること。やむを得ず道路上に置い

て避難するときは、道路の左側に寄せ停車させ、エンジンキーは付けたままとし、

窓を閉め、ドアのロックはしないこと。 

（２）海上交通規制 

金沢海上保安部は、港湾及びその隣接海域において、必要に応じて次の措置をとる。 

（ｱ） 船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導

を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

（ｲ） 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある

ときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

（ｳ） 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生ず

るおそれのあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずる。その際、船舶所有者に対

して、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命

じ、又は勧告する。 

（ｴ） 水路の水深に変化を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を行うとともに、

応急標識を設置するなどにより水路の安全を確保する。 

（ｵ） 航路標識が損壊し、又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じ

て応急標識の設置に努める。 

（ｶ） 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、漁港、岸壁の状況、関係機関との連絡手

段等、船舶の安全な航行に必要と考えられる情報について、無線等を通じて船舶への

情報提供を行う。 
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第１７節  行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬 

担当部局：健康福祉部、市民生活部、消防本部、警察署 

１ 基本方針 

震災時において死亡していると推定される人については､捜索及び収容を行い、死亡者に

ついては応急埋葬を実施する。 

 

２ 行方不明者及び遺体の捜索 

市は、行方不明者及び遺体の捜索を白山警察署、金沢海上保安部及び消防本部の協力を

得て実施する。また、状況により自衛隊等の協力を得て実施する。 

捜索に関しては、関係機関の情報交換、捜索の地域分担等を実施するため、調整の場を

設ける。 

 

３ 遺体の検視（見分）及び処理 

市は、検案、遺体の検視（見分）、搬送、遺体安置所の設置、身元確認、遺留品の整理を

白山警察署、白山ののいち医師会、歯科医師会、医療機関等と調整を図り実施する。 

（１）遺体の検視（見分） 

災害の際の死亡者については、次によりそれぞれ検視（見分）を行い、検視調書（戸籍

法（昭和22年法律第224号）第92条(本籍不明者等の死亡の報告）に該当する場合）及び死

体見分調書を作成して、当該遺体を遺族又は市に引き渡す。 

ア 警察官にあっては、検視規則（昭和33年国家公安委員会規則第３号)又は死体取扱規

則（昭和33年国家公安委員会規則第４号）の規定による。 

イ 海上保安官にあっては、海上犯罪捜査規範（昭和26年海上保安庁達第４号）又は、海

上保安庁死体取扱規則（昭和45年保警－80号）の規定による。 

（２）遺体の処理 

市は、医療救護班又は医師の協力により遺体の洗浄､縫合及び消毒等の処理をし、埋葬

までの間、適切な場所に安置する。 

 

４ 遺体の埋葬 

市は、身元が判明しない遺体の埋葬を実施する。 

また、身元が判明している遺体の埋葬にあたっては、市は、火葬許可手続きが速やかに

行えるよう配慮する。 

（１）遺体多数の場合の埋葬方法 

遺体多数により市内で火葬しきれない場合は、県へ応援要請を行う。 

（２）火葬許可証の発行 

市は、迅速な対応を行う必要がある場合は､遺体安置所でも火葬許可証を発行する｡ 

（３）埋葬に関する相談 

市は、遺体の埋葬に関する被災者からの照会､相談等に対応するため必要に応じて遺体

安置所等に相談窓口を設置する。 
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５ 安否確認 

市は、行方不明者の届け出等の受付窓口を明確にするとともに、届け出及び受付時の事

務手続きの要領等を明確にしておく。 

また、警察と連携を密にし、行方不明者の情報収集・把握に努める。 

なお、行方不明者名簿は統一した様式とする。 

 

６ 警察の措置 

（１）身元不明者に対する措置 

警察は、知事又は市長と緊密に連携し、県、市の行う身元不明者の措置について協力

する。 

なお、必要に応じ、医師等の協力を得て、遺体の検視・死体調査、身元確認を行う。ま

た、身元確認に必要な資料の重要性を踏まえ、効果的な身元確認が行えるよう、県、市、

指定公共機関等と密接に連携する。 

（２）遺体の捜索及び収容に対する協力 

警察は、震災時において救助活動、遺体及び行方不明者の捜索、又は遺体の搬送、収容

活動等を関係機関と協力して行う。 

 

７ 海上保安部の措置 

（1） 震災、津波により県周辺海域に身元不明者が漂流する事態が発生した場合には、所属

巡視船艇により捜索を実施する。 

（2） 収容した遺体は、知事又は市長と連絡を密にして、家族又は市長に引き渡す。 

 

８ 災害救助法による措置 

災害救助法が適用された場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 
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第１８節 危険物の応急対策 

担当部局：市民生活部、消防本部、警察署 

１ 基本方針 

危険物施設等が被災した場合は、迅速かつ的確な情報を把握し、被害の拡大防止や火災、

中毒などの二次災害を防止し、市民の安全確保に努めるとともに、早期復旧に努める。 

 

２ 火薬類 

(1) 応急措置 

ア 火薬庫が被災した場合は、使用を即時一時停止し、必要に応じて盗難等の予防
のため見張人を立てるとともに、直ちに安全確認を実施する。 

イ 運搬中に被災した場合は、必要な措置を講じ、県及び白山警察署等の指示に従
う。 

ウ 製造、販売、貯蔵、消費又は廃棄中に被災した場合は、被災状況を調査し、安
全を確認するまで製造等を行わない。 

(2) 応急復旧 
盗難等の防止を図るとともに、施設設備は法令に定める基準に適合するよう早期
に復旧し、県等の監督機関の検査を受ける。 

 

３ 高圧ガス等 

(1) 応急措置 

ア 施設設備が被災した場合は、使用を即時一時停止し、直ちに安全確認を実施す
るなど必要な措置を講ずる。 

イ 運搬中に被災した場合は、必要な措置を講じ、白山警察署等の指示に従う。 

ウ 製造、販売、貯蔵、消費又は廃棄中に被災した場合は、被災状況を調査し、安
全を確認するまで製造等を行わない。 

エ 販売事業者等は、安全が確認されるまで使用しないよう広報する。 

(2) 応急復旧 

ア 施設設備は法令に定める基準に適合するよう早期に復旧し、県等の監督機関の
検査を受ける。 

イ 販売事業者等は、使用者の施設設備の安全確認の実施、又は実施の協力をし、
確認された場合は早期に供給を図る。 

 

４ 石油類等 

(1) 応急措置 

ア 施設設備が被災した場合は、使用を即時一時停止し、直ちに安全確認を実施す
るなど必要な措置を講ずる。 

イ 運搬中に被災した場合は、必要な措置を講じ、白山警察署等の指示に従う。 

ウ 販売、貯蔵、消費又は廃棄についても被災状況を調査し、安全を確認するまで
実施しない。 

エ 販売事業者等は、安全が確認されるまで使用しないよう広報する。 

(2) 応急復旧 

ア 施設設備は法令に定める基準に適合するよう早期に復旧し、消防本部、署等の
監督機関の検査を受ける。 

イ 販売事業者等は、使用者の施設設備の安全確認の実施、又は実施の協力をし、
確認された場合は早期に供給を図る。 

 

５ 毒物・劇物 

(1) 応急措置 

ア 保管庫等が被災した場合、営業者等は、使用を即時一時停止し、必要に応じ盗
難等の予防のため見張人を立てるとともに、直ちに安全確認を実施する。 

イ 運搬中に被災した場合、営業者等は、必要な措置を講じ、県及び白山警察署等
の指示に従い、盗難等の防止を図るとともに、施設設備は法令に定める基準に適
合するよう早期に復旧し、県等の監督機関の検査を受ける。 
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６ 放射性物質 

(1) 応急措置 

ア 保管庫等が被災した場合は、使用を即時一時停止し、必要に応じて盗難等の予
防のため見張人を立てるとともに、直ちに安全確認を実施する。 

イ 運搬中に被災した場合、必要な措置を講じ、国及び県等の指示に従う。 

(2) 応急復旧 
盗難等の防止を図るとともに、施設設備は法令に定める基準に適合するよう早期

に復旧し、安全に万全を期す。 

 

７ 応急復旧の活動体制の確立 

（１）施設関係者は、日頃から職員の非常配備体制を確立する。 

（２）応急復旧活動のための緊急用資機材については、備蓄に努める。 

 

【災害時の緊急用燃料の供給確保に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

(一社)石川県エルピーガス
協会 

ＬＰガスボンベ、調
整器等 

H22.3.10 
（石川支部） 
275-3944 

（石川支部） 
275-4154 
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第１９節 ライフライン施設の応急対策 

担当部局：企画振興部、上下水道部 

１ 基本方針 

電力施設、通信施設、上水道施設、下水道施設のライフライン施設等は、地震により被害

を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大きな障害となるおそれがある。 

このため、これらの施設管理者及び関係機関は、応急措置を講ずるとともに、早期の復

旧に努める。 

また、市は、情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設等の被害状

況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じ、情報提供に努める。 

 

２ 電力施設 

北陸電力株式会社は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、事故の拡大を防止するととも

に、応急復旧工事により電力の供給確保に努める。 

（１）災害対策本部の設置 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、必要に応じ災害対策本部等を設置す

る。 

（２）情報の収集・伝達 

災害対策本部等は、通信の確保を図り、被害状況及び復旧状況等、情報の収集伝達を行

う。また、電気事業者は応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報

共有が必要な場合は、国を通じて非常対策本部や県、市に協力を要請するものとする。 

（３）電気の保安 

災害時において危険があると認められるときは、直ちに当該範囲に対して送電を中止

するほか、危険場所、危険設備に対して適切な危険予防措置を講ずる。 

（４）広報活動 

電気災害の未然防止及び拡大を防止するため、市民に対し、災害の状況、復旧活動の状

況及び公衆感電事故防止ＰＲを主体とした広報活動を広報車及びテレビ、ラジオ等の報

道機関その他を通じて行う。 

（５）県、市及び防災関係機関との協調 

被害状況の把握や復旧体制への協力のため、必要に応じて県、市及び地域防災機関へ

要員を派遣して連携の緊密化を図る。 

（６）災害復旧の順位 

各施設の復旧にあたっては、原則として人命に関わる箇所、災害応急・復旧対策の中枢

となる公共機関等を優先する。また、応急工事終了後、通電再開にあたっては、ショー

ト、ガス漏れ等による二次災害を防止するため、その安全を確認の上で行う。 

（７）応援協力体制 

自社の電力の供給が不足又は応急復旧が困難な場合は、他の電気事業者に対し、電力

の融通を受け、復旧資機材の融通及び要因の応援等協力を求める。 

（８）その他 

上記以外の事項については、北陸電力株式会社防災業務計画の定めるところによる。 
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【災害時における応急対策活動に関する基本協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

石川県電気工事工業組合 電気応急工事 H20. 9. 4 269-7880 269-7881 

【災害時の電気設備の応急対策活動に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

（一財）北陸電気保安協会 電気設備の応急復旧 H21. 3. 3 
（石川支部） 

274-4580 

（石川支部） 

274-4588 

 

３ 通信施設 

ＮＴＴ西日本は、次の措置を講ずる。 

（１）災害対策本部等の設置 

震災が発生し、又は発生のおそれがある場合は、必要に応じて災害対策本部等を設置

する。 

（２）情報の収集・伝達 

災害対策本部等は、通信の確保を図り、被害状況及び復旧状況等情報の収集を行う。 

また、通信事業者は応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共

有が必要な場合は、国を通じて非常対策本部や県、市に協力を要請するものとする。 

（３）応急措置 

災害により、通信施設が被災したとき、又は通話が集中すること等による輻輳などに

より、通信の疎通が困難又は途絶するような場合においても、重要な施設の通信を確保

するため、次のような応急措置を実施する。 

 

（４）応急復旧 

ＮＴＴ西日本関係事業所は、被災した通信設備の応急復旧にあたり、応援計画及び復

旧順位等については、西日本電信電話株式会社防災業務計画の定めるところにより、次

のとおりとする。 

ア 広域災害時における応援計画 

広域的な地域において甚大かつ広域的な災害が発生した場合、全国的又は北陸地域

全体的規模による動員、災害対策用機器の出動資材及び物資等の転用を図る。 

イ 復旧順位等 

通信設備に災害が発生した場合は、ＮＴＴ西日本関係事業所、通信の途絶解消及び重

要通信の確保のため、災害の状況、通信設備の被害状況に応じて次の復旧順位により、

復旧を図る。 

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、輸送確保
に直接関係ある機関、通信の確保に直接関係ある機関、電力の供給に直接関係
ある機関 

第２順位 
ガス・水道の供給に直接関係ある機関、預貯金業務を行う金融機関、新聞社、
通信社、放送事業社及び第一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 

 

○ 臨時回線の作成 ○ 中継順路の変更 ○ 規制等による疎通確保 

○ 特設公衆電話（通貨不要）の設置 ○ その他必要な措置 
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（５）その他 

上記以外の事項については、ＮＴＴ西日本等が定める防災業務計画の定めによる。  

 

４ 上水道施設 

  市（水道事業者）は、次の措置を講ずる。 

（１）動員体制の確立 

災害対策本部の非常配備体制に基づき、職員の配置を行い、迅速に応急措置活動を行

う。 

（２）情報の収集・伝達  

正確な被害等の情報を迅速に収集、伝達し、応急対策を効率よく実施する。 

（３）被災状況の調査 

人的被害に繋がる緊急性の高い施設から、緊急点検、緊急調査、先遣調査などの被災状

況調査により緊急措置を実施し、二次災害防止に努める。 

（４）応急措置 

配水管や配水池など施設に必要な緊急措置をとるとともに、浸水・地震等の二次災害

の防止に努める。 

（５）災害復旧用資機材の確保 

水道管の被害に対して、迅速に応急措置活動を実施するため、各施設に緊急用資機材

の備蓄に努める。 

（６）応急復旧 

被災状況を調査し、仮配管等による応急復旧や給水車の対応により広域的な応援体制

の確保に努めるとともに、衛生管理に十分配慮して復旧する。 

（７）広報活動 

地震発生後の時間的経過を踏まえて、発生直後、復旧作業中及び復旧完了時において

状況に応じた広報活動を行う。 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

 

【災害時における応急対策活動に関する基本協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

白山市管工事協同組合 水道応急対策工事 H18. 8.22 276-6577 276-6663 

白山市さく井業災害対策協

議会 

水道施設の機能の維

持及び回復 
H26. 3.20 275-8424 275-8349 

【災害時の相互応援に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

(公社)日本水道協会石川県
支部、石川県、県内17市町 

給水復旧、給水復旧
資機材提供、業者斡
旋等 

H22. 5.14 
（石川県支部） 
220-2611 

（石川県支部） 
220-2679 
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５ 下水道施設 

市（下水道事業者）は、次の措置を講ずる。 

（１）動員体制の確立 

災害対策本部の非常配備体制に基づき、職員の配置を行い、迅速に応急措置活動を行

う。 

（２）情報の収集・伝達  

正確な被害等の情報を迅速に収集、伝達し、応急対策を効率よく実施する。 

（３）被災状況の調査 

人的被害に繋がる緊急性の高い施設から、緊急点検、緊急調査、先遣調査などの被災状

況調査により緊急措置を実施し、二次災害防止に努める。 

公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに公共下水道等の巡視を行い、損傷その他

の異状があることを把握する。 

（４）応急措置 

管路施設や処理場及びポンプ場施設などに必要な緊急措置をとるとともに、浸水・地

震等の二次災害の防止に努める。 

また、可搬式ポンプ又は仮設消毒池の設置その他の公共下水道等の機能を維持するた

めに必要な応急措置を講ずる。 

（５）災害復旧用資機材の確保 

下水道管渠の被害に対して、迅速に応急措置活動を実施するため、各施設に緊急用資

機材の備蓄に努める。 

（６）応急復旧 

被災状況を調査し、仮配管等による応急復旧やバキューム車の対応により広域的な応

援体制の確保に努めるとともに、衛生管理に十分配慮して復旧する。 

（７）広報活動 

地震発生後の時間的経過を踏まえて、発生直後、復旧作業中及び復旧完了時において

状況に応じた広報活動を行う。 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

○「下水道事業における災害時支援に関するルール」  （平成８年１月） 

○「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール」（平成20年７月15日） 

○「石川県下水道等災害時における相互支援ルール」  （平成９年４月） 

 

【災害時における応急対策活動に関する基本協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

(公社)日本下水道管路管理

業協会中部支部石川県部会 

下水道管路施設の応

急対策 
H22. 4. 1 241-3161 242-9881 

【災害時における支援協力に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

オリジナル設計（株） 
下水道施設の維持又

は修繕 
H31. 4.16 262-8869 262-8863 
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第２０節 公共土木施設等の応急対策 

担当部局：企画振興部、産業部、建設部 

１ 基本方針 

道路、河川、海岸、漁港、放送施設、鉄道等の公共施設及び行政、警察、消防等の公共建

築物等は、地震により被害を受けた場合、大きな混乱を招くほか、各種の応急対策上大き

な障害となるおそれがある。このため、これらの施設管理者及び関係機関は、応急措置を

講ずるとともに、早期の復旧に努める。 

 

２ 道路施設 

（１）応急措置 

道路管理者又は公安委員会は、被災した道路の橋梁、トンネル、法面、路面等について

被害状況を迅速に調査、把握し、緊急時の道路交通の確保を図るため、車両の通行制限あ

るいは禁止の措置及び迂廻路の選定等の対策を講じ、市民の安全の確保に努める。 

（２）応急復旧 

被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路ネットワーク

等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについては、次の協定等による協

力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応急復旧に努め

る。 

 

【災害時の情報交換に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

北陸地方整備局 

（金沢河川国道事務所） 

情報交換、情報連絡

員の派遣 
H23. 3. 1 

025-280-8836 

(264-9921) 

025-370-6691 

(233-9617) 

 

（３）道路交通に支障となる物件 

道路管理者は、緊急に交通を確保しなければならない道路に通行の支障となる物件が

ある場合は、必要に応じて警察官の立会いを求め、直ちに撤去する。（本章第24節「障害

物の除去」参照） 

 

３ 河川、海岸、漁港等施設 

（１）応急措置 

ア 市は、地震を感じたら津波被害を防止するため、安全な場所から海面の監視を実施

するとともに、放送機関による津波情報を視聴するなどの自衛措置をとる。 

イ 市、金沢海上保安部等は、大津波警報・津波警報・注意報の伝達を受けた場合、速や

かに関係機関、船舶等に伝達し、避難の措置等の広報を行う。 

ウ 施設管理者は、水防計画等に基づき、河川堤防等の河川管理施設、海岸保全施設、砂

防施設、漁港等の水域施設、外郭施設、係留施設等の巡視を行い、危険箇所の点検等を

行う。 



第３章 地震災害応急対策計画             【第２０節 公共土木施設等の応急対策】 

 

 184 

（２）応急復旧 

ア 河川、海岸、砂防の施設管理者は、被害の状況により、降雨等による水害・土砂災害

等、及び高潮、波浪、潮位の変化による浸水に備え、二次災害防止の措置を行う。 

イ 漁港等施設の管理者及び金沢海上保安部等は、次の応急対策を実施するとともに、

必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

（ｱ） 港内等における航路標識の復旧、水路の検測・啓開等の実施 

（ｲ） 緊急海上輸送の支援 

また、必要に応じて協定により（一社）石川県建設業協会の協力を得る。 

 

【災害時の情報交換に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

北陸地方整備局 

（金沢河川国道事務所） 

情報交換、情報連絡

員の派遣 
H23. 3. 1 

025-280-8836 

(264-9921) 

025-370-6691 

(233-9617) 

 

４ 放送施設 

（１）応急措置 

テレビ・ラジオ等の放送事業者は、放送機器の障害等により放送が不可能となった場

合は直ちに、機器の応急仮設等必要な措置を講じ、放送の継続に努める。 

（２）応急復旧 

テレビ、ラジオ等の放送事業者は、被災した設備、施設等について設備変更などにより

復旧対策を講じ、速やかに応急復旧を図る。 

 

５ 鉄道施設 

（１）応急措置 

鉄道事業者は、次の措置を講ずる。 

ア 乗客に地震情報等を伝達し、運行停止などの規制や乗客の的確な避難誘導及び適切

な救護活動等を行い、乗客等の安全確保を図る。 

イ 不通区間が生じた場合は、列車の運行状況を広報するとともに、バス等の代替輸送

の確保に努める。  

（２）応急復旧 

ア 被災状況を調査し、安全を確認した後、運転を再開する。 

イ 被災した鉄道施設等については迅速な応急復旧を実施する。復旧状況については広

報する。 

 

６ 公園・緑地施設 

（１）応急措置 

公園管理者は、災害が発生したときは、施設の点検、応急措置を行い、二次災害の防止

に努める。 

（２）応急復旧 

避難地、避難路となる公園においては、救援避難活動が円滑に実施できるよう速やか

に応急復旧を行う。 
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７ 農地、農業用施設等 

（１）応急措置 

水路、ため池等の農業用施設等が被災した場合は、その施設管理者は、被災状況に応じ

て必要な措置を講じ、二次災害の防止を図るとともに、必要に応じて市民に広報する。 

（２）応急復旧 

農業用施設等の被災状況を調査し、速やかに応急復旧を行う。 

また、必要に応じて協定により（社）石川県土地改良建設協会、石川県森林土木協会の

協力を得る。 

 

８ 公共建築物等 

市は、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や、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について、

被災建築物応急危険度判定を活用して二次災害の防止に努めるほか、応急措置を講ずると

ともに、早期の復旧に努める。 

 

【災害時の応急対策活動に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

石川県電気工事工業組合 電気応急工事 H20. 9. 4 269-7880 269-7881 

【災害時の電気設備の応急対策活動に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

（財）北陸電気保安協会 電気設備の応急復旧 H21. 3. 3 
（石川支部） 

274-4580 

（石川支部） 

274-4588 
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第２１節 給水活動 

担当部局：上下水道部 

１ 基本方針 

地震災害により水道施設が断水し、又は汚染して飲料に適する水を得ることができなく

なったときは、自衛隊及び関係機関等に応援を求めて速やかに応急給水を実施する。 

 

２ 給水対策本部の設置、運営 

市（水道事業者）は、必要な対策を迅速かつ効果的に実施するために、県及び（公社）日

本水道協会石川県支部と密接な連携を保ちつつ、情報収集及び連絡並びに応急給水等を実

施する。 

また、必要に応じて被災者に対して飲料水の確保状況等の情報を提供する。 

（１）動員及び給水用資機材の確保 

ア 動員計画に基づき作業者や技術者を速やかに動員配置する。 

イ 給水車、ポリタンク等給水用資機材を配備する。 

ウ 水道工事等関係業者に復旧及び応急給水に必要な人員及び資機材の協力要請を行

う。 

エ 動員及び資機材が不足する場合は、県及び（公社）日本水道協会石川県支部に要請

し、応援を求める。 

（２）情報の収集、伝達 

水道施設の被害状況の把握等については、正確かつ迅速に収集、伝達する。 

 

【災害時における応急対策活動に関する基本協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

白山市管工事協同組合 活動資機材、労力等 H18. 8.22 276-6577 276-6663 

【災害時の相互応援に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

日本水道協会石川県支部、
石川県、県内 17市町 

応急給水、応急給水
復旧、応急給水復旧
資機材提供、工事業
者斡旋等 

H22. 5.14 
（石川県支部） 

220-2611 

（石川県支部） 

220-2679 

【災害時における応急対策活動に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

白山市さく井業災害対策協
議会 

活動資機材、労力等 H26. 3.20 275-8424 275-8349 
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３ 応急給水活動 

円滑に応急給水するため、市（水道事業者）及び自主防災組織は、それぞれ次の役割と責

任で給水活動を実施する。 

（１）市（水道事業者） 

ア 飲料水の確保が困難な地域に対しては、給水拠点を定め、給水車等により応急給水

を行う。 

○ 初期の応急給水活動は、小中学校などの拠点避難場所及び病院・医療施設、防災関係機関、
給食施設、老人保健・福祉施設等を中心に行う。 

○ 以後、応援体制を整え次第、順次、公園や集会場所等の避難場所等などに給水拠点を拡大
する。 

○ 拠点への給水は、給水車による運搬給水を主体に給水需要に応じて効率的な応急給水を行
う。 

イ 応急給水目標の目安 

給水対象 
災害発生からの 

日数 

目標水量 

（人／日） 

住民の水の 

運搬距離 
主な給水方法 

断水地域に
おける一般
利用者 

３日まで 

（生命維持に必要
な水量） 

３㍑ 概ね１km 
・水道施設における拠点給水 

・給水車等による運搬給水 

10日まで 

（更に炊事、洗濯
等に必要な水量） 

20㍑ 概ね250m 
・給水車等による運搬給水 

・仮設給水栓の設置 

21日まで 

（更に最小限の浴
用、洗濯等に必要

な水量） 

100㍑ 概ね100m ・仮設給水栓の増設 

28日まで 

（通常の給水量の
供給） 

約250㍑ 概ね10m 
・各戸給水 

・仮設給水栓の設置 

病院・福祉
施設等 

水道復旧まで随時 必要量 
・仮設送水管・給水栓の設置 

・給水車等による運搬給水 

ウ 市（水道事業者）が自ら飲料水の供給を実施することができないときは、次の事項

を示して県及び（公社）日本水道協会石川県支部に調達を要請する。 

なお、要請に際しては、市の担当窓口を定めるなど一元的な対応に努める。 

○ 給水に必要とする人員数 

○ 給水を必要とする期間及び給水量 

○ 給水する場所 

○ 必要な給水車両、給水器具、薬品、資材等水道用資機材の品目別数量 

エ 自ら飲料水を確保している市民に対し、衛生上の注意を広報する。 

オ 災害発生後、速やかに避難場所や給水拠点等において仮設給水栓を配置し、生活に

必要な最低限の水を供給するよう努めるものとする。なお、この場合の供給水量は一

人３リットル/日を目標とし、飲料水及び生活用水の供給期間については、水道施設の

応急復旧ができるまでの期間とする。 

（２）自主防災組織 

ア 災害発生後、仮設給水栓が設置されるまでの間は、市（水道事業者）の応急給水と併

せ井戸水、湧き水及び防火貯水槽の水等により、飲料水の確保に努める。 

この場合、薬剤による消毒や煮沸するなど、衛生上の注意を払う。 

イ 飲料水の運搬配分など、市（水道事業者）の実施する応急給水に協力する。 
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４ 施設の応急復旧活動 

被害施設を早期に復旧するため、市（水道事業者）は、次による役割と体制により効率的

に復旧活動を実施する。 

（１）市民からの情報や職員による巡回により、速やかに施設の損壊状況、漏水箇所等を把

握する。 

ア 貯水、取水、導水、浄水、配水施設及び給水所等の被害状況は、各施設ごとに把握す

る。 

イ 管路等については、水圧状況や漏水、道路陥没等の有無やその程度のほか、地上構

造物の被害状況などの把握に努める。 

特に、主要送配水管路、配水池、河川や鉄道等の横断箇所及び緊急度の高い医療施

設、冷却水を必要とする発電所、変電所並びに福祉関係施設等に至る管路等について

は、優先的に点検する。 

（２）早期に給水区域の拡大を図るため、配水調整等によって断水区域をできるだけ最小限

にし、復旧の優先順位を設けるなど、施設応急復旧計画を策定し、効率的な復旧作業を

進める。 

 なお、下水道施設も被災している場合は、水道及び下水道の各機関の連携により、給

排水ができるだけ同時期に復旧するよう努める。 

（３）復旧に必要な資材は、事前に確保しているものを極力使用するものとし、資材が不足

することが想定された場合は、水道工事関係業者等に協力を要請し調達する。 

（４）市（水道事業者）が自ら施設応急復旧を実施することが困難なときは、次の事項を示

して県及び（社）日本水道協会石川県支部に斡旋を要請する。 

○ 応急復旧作業に必要とする人員数 

○ 応急復旧作業に必要とする期間 

○ 応急復旧作業場所 

○ 応急復旧に必要な管、弁類等資機材の品目別数量 

（５）被災箇所の復旧までの間、二次災害発生のおそれのある場合又は被害の拡大するおそ

れがある場合には、速やかに次の応急措置を行う。 

 

 

 

 

５ 災害救助法による措置 

災害救助法が適用された場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 

○ 取水施設及び導水施設に亀裂、崩壊等の被害が生じた場合は、必要に応じて取水、導水
の停止又は減量を行う。 

○ 漏水により道路陥没等が発生し、道路交通上非常に危険と判断される箇所については、
断水後、保安柵等による危険防止措置を可能な限り実施する。 

○ 倒壊家屋や焼失家屋などの漏水箇所が不明な場合は、止水栓又は仕切弁により閉栓する。 
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第２２節 食料の供給 

担当部局：総務部、健康福祉部、産業部 

１ 基本方針 

市は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、食料を調達し、炊き出し等で給

食の供給を実施する。なおこの際、要援護者への配慮及び食料の質の確保に留意する。 

 

２ 実施体制 

市は、被災者及び災害応急対策現地従事者等に対して、必要に応じて食料の確保状況等

の情報を提供するとともに、炊き出し等で給食の供給を実施する。 

なお、実施にあたっては、やむを得ず避難所に滞在することができない車中避難者を含

む避難所外避難者に対する食料の配布にも努める。 

 

３ 主食の供給 

（１）災害救助用米穀の確保 

ア 米穀の引渡し要請 

市は、米穀の調達・供給を緊急に行う必要が生じた場合には、その供給必要量及び

受入れ体制について、知事に対し米穀の引き渡しを要請する。 

 

【災害時の応急用米穀の緊急引渡しに関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

石川県（危機対策課） S56. 4. 1 225-1482 225-1484 

 

イ 米穀の直接引渡し要請 

市は、災害救助法等が適用され、交通、通信の途絶のため災害救助用米穀の引取り

に関する知事の指示を受けることができない場合には、北陸農政局長又は農林水産省

本省に対して、直接米穀の引渡しの要請を行う。 

（２）食料等の供給要請 

市は、あらかじめ供給協定を締結した製造業者等から調達し、被災者へ供給する。た

だし、市において調達が困難な場合は、県に要請し調達する。 

 

【災害時における救援物資の供給に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

わらべや東海(株) 
わらべや日洋(株) 

おにぎり、弁当等の
製造食料 

H23. 8. 9 
(わらべや東海) 
0561-74-8411 

(わらべや東海) 
0561-74-8412 

【災害時の食料及び生活必需物資の供給確保に関する協定】 

協定者 協定締結日 TEL FAX 

石川県生活協同組合連合会 
食料、日用品、衣料
等 

H24. 2. 8 264-0550 224-6508 

松任市農業協同組合 食料、物資等 H24. 8.28 276-2222 274-1465 

白山農業協同組合 食料、物資等 H24. 8.28 272-3333 273-0690 
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協定者 協定締結日 TEL FAX 

NPO法人コメリ災害対策セ

ンター 
飲料水、日用品等 

H27. 2.25 025-371-4185 025-371-4151 

みづほ工業株式会社 H27.11. 6 240-7010 240-6620 

（株）ナフコ R 1.12. 2 093-521-5155 093-521-1694 

（株）歯愛メディカル 衛生用品、医薬品等 R 2. 6. 3 278-8803 278-8470 

【災害時における支援協力に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

イオンリテール（株）  
北陸信越カンパニー 
北陸事業部 

食料品、物資等 H25.12.16 274-8600 274-8611 

生活協同組合コープいしか
わ 

食料品、物資等 H26.10.24 275-9854 275-9951 

【災害時における飲料水の供給に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

北陸コカ・コーラボトリン
グ(株) 

飲料水の供給 H22. 9.28 
(北陸地区本部) 
277-1155 

(北陸地区本部) 
277-0990 

クリーンライフ(株) 飲料水の供給 H26. 1.16 255-7300 255-7373 

 

 

４ 副食及び調味料の確保 

（１）市は、あらかじめ供給協定を締結した製造業者等から調達し、被災者へ供給する。た

だし、市において調達が困難な場合は、県に要請し調達する。 

 

【災害時の食料及び生活必需物資の供給確保に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

石川県生活協同組合連合会 
食料、日用品、衣料
等 

H24. 2. 8 264-0550 224-6508 

松任市農業協同組合 

食料、物資等 

H24. 8.28 276-2222 274-1465 

白山農業協同組合 H24. 8.28 272-3333 273-0690 

NPO法人コメリ災害対策セ
ンター 

H27. 2.25 025-371-4185 025-371-4151 

 

（２）市は、食料等の調達、供給にあたり、要配慮者への配慮及び食料の質の確保のため、

以下に留意する。 

ア 避難者の健康障害を防ぐため、できるだけ早期にたんぱく質等不足しがちな栄養素

等の確保を図るとともに、要配慮者に対しては、食事形態等にも配慮する。 

イ 自衛隊の給食支援の他、ボランティア等による炊き出し、特定給食施設等の利用、

事業者の活用等による多様な供給方法の確保に努める。 

ウ 支援物資や食料等の調達、保管・管理、配分については、避難所に必要な食料等の過

不足を把握し調整する。 
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５ 炊き出し等の方法 

炊き出し等は市職員若しくはボランティア団体等に依頼し、次の要領により行う。 

（１）炊き出し現場には責任者を配置し、責任者の指揮の下、炊き出しの状況、場所など、以

下に示す事項を記録し、市や県へ報告する。 

○ 炊き出し受給者名簿 

○ 食料現品給与簿 

○ 炊き出し、その他による食品給与物品受払い簿 

○ 炊き出し用物品借用簿 

○ 炊き出し協力者、責任者名簿 

○ 炊き出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払い証拠書類 

（２）被災の状況を十分考慮し、食器が確保されるまでの間は握り飯、漬物、缶詰の副食を

中心に配給する。 

（３）市が直接炊き出しすることが困難な場合で、業者に注文することが最も実情に即する

と判断される場合は、業者から食品を購入し、配給することも可能とする。 

（４）炊き出し施設は、学校等の給食施設又は公民館、保育所等の施設を利用することを主

とするが、これが困難な場合は衛生面が確保されることを前提に、他の施設の使用も検

討する。 

（５）炊き出しにあたっては、常に食品の衛生管理に努め、特に次の点に留意する。 

○ 炊き出し施設には飲料に適する水を十分に供給する。 

○ せっけん、消毒液など、調理者の除菌が可能な器具を常備する。 

○ 供給人員に応じて必要な器具及び容器を確保し備え付ける。 

○ 炊き出し場所には、皿洗い設備及び器具類の消毒ができる設備を設ける。 

○ 供給食品には、ハエその他害虫の駆除に留意する。 

○ 使用原料は、信用のある業者から仕入れ、保管に留意する。 

 

６ 応援等の手続き 

炊き出し等食料品の供給ができないとき、又は物資の確保ができないときは、次により

応援要請を行う。 

（１）市は、必要に応じて県又は近隣市町に応援を要請する。 

（２）応援の要請は、次の事項を明示した上で行う。 

○ 所属する避難所・地区、責任者名 

○ 所要食数（人数） 

○ 炊き出し品送付先 

○ 所要物資の種別、数量 

○ 物資の送付先及び期日 

 

７ 共助による食料の確保 

被災者は、地域における住民相互扶助の精神に基づき、食料の確保、調理、配給などにつ

いて協力し合うよう努める。 

 

８ 災害救助法による措置 

災害救助法が適用された場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 
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第２３節 生活必需品の供給 

担当部局：総務部、健康福祉部、産業部、建設部 

１ 基本方針 

市は、被災者に対して衣料、燃料等の生活必需品を調達し、供給を実施する。 

 

２ 実施体制 

市は、被災者に対する衣料、生活必需品等の物資を供給する。 

市で対応できない場合は、近隣市町、県、国その他関係機関等の応援を得て実施する。 

なお、被災者の中でも交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤

立状態の早急な解消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需品等の物資の円滑な供

給に十分配慮する。 

また、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に対しても物資等が供給されるよう努める。 

 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

ア 市は、被害に対応した必要物資を迅速に供給するよう、必要な品目ごとに必要量を

把握するとともに、調達、確保先との連絡方法、輸送手段、輸送先（場所）について明

確にし、確保する。 

イ 支給する品目は、次の品目の範囲内で、現物をもって支給するが、被災地で求めら

れる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留

意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実

情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや男女のニーズの違いに配慮する。 

○ 寝具   就寝に必要な毛布及び布団等 

○ 外衣   普段着、婦人服、子供服 

○ 肌着   シャツ、ズボン下、パンツ等 

○ 見回品  タオル、クツ、雨具等 

○ 炊事用具 鍋、包丁、まな板、バケツ等 

○ 食器   茶碗、汁わん、皿、はし等 

○ 日用品  せっけん、ちり紙、歯ブラシ、歯磨き粉、ビニール袋 等 

 

【災害時の食料及び生活必需物資の供給確保に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

石川県生活協同組合連合会 
食料、日用品、衣料
等 

H24. 2. 8 264-0550 224-6508 

松任市農業協同組合 
食料、物資等 

H24. 8.28 276-2222 274-1465 

白山農業協同組合 H24. 8.28 272-3333 273-0690 

NPO法人コメリ災害対策セ
ンター 

飲料水、日用品等 

H27. 2.25 025-371-4185 025-371-4151 

みづほ工業（株） H27. 2.25 240-7010 240-6620 

（株）ナフコ R 1.12. 2 093-521-5155 093-521-1694 

（株）歯愛メディカル 衛生用品、医薬品等 R 2. 6. 3 278-8803 278-8470 
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【災害時における支援協力に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

イオンリテール（株）  
北陸信越カンパニー 
北陸事業部 

食料品、物資等 H25.12.16 274-8600 274-8611 

生活協同組合コープいしか
わ 

食料品、物資等 H26.10.24 275-9854 275-9951 

 

（２）情報の提供 

市は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 

４ 物資の輸送拠点（配送）の確保と運営 

（１）市は、緊急輸送道路ネットワーク、空港、港湾等との接続に優れ、運営管理ができる施

設の配置等を考慮して決定する。なお、災害の規模や被災地域の広域性により、規模や

設置箇所数を決定する。 

（２）市は地域内輸送拠点を速やかに開設するととともに、その周知徹底を図る。 

（３）市及び防災関係機関は、避難所と物資輸送拠点の情報連絡手段の確保及び輸送体制を

確保する。 

 

５ 災害救助法による措置 

災害救助法が適用された場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 

 



第３章 地震災害応急対策計画                  【第２４節 障害物の除去】 

 

 194 

第２４節 障害物の除去 

担当部局：総務部、市民生活部、産業部、建設部 

１ 基本方針 

地震、津波災害に際して、救助・救急、医療救護、消火活動等を迅速に実施するため、障

害となる全半壊家屋及び土砂、立木等を除去し、緊急輸送道路ネットワーク等の確保を図

る。 

 

２ 実施体制 

市は、被災者の日常生活の確保を図るため、道路、河川、漁港等の障害物の除去に努める

とともに、各施設管理者にその状況を報告する。 

 

３ 障害物除去の実施基準 

災害時における障害物除去は、おおむね次の場合に実施する。 

（１）市民の生命、財産等の保護のため除去を必要とするとき。 

（２）河川の氾濫、護岸決壊の防止、その他水防活動の実施のため除去を必要とするとき。 

（３）応急対策要員や必要物資の輸送路確保のため除去を必要とするとき。 

（４）緊急な応急措置の実施のため除去を必要とするとき。 

（５）その他公共的立場から除去を必要とするとき。 

 

４ 障害物除去の方法 

（１）各施設管理者は、自らの組織、労力、機械器具を用い、又は土木建築業者等の協力を得

て速やかに除去作業を実施する。 

（２）除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮

して、事後に支障の起こらないよう配慮して行う。 

 

５ 除去した障害物の集積場所 

障害物の集積場所については、おおむね次の場所に廃棄又は保管するよう考慮する。 

（１）廃棄は、実施者の管理に属する遊休地又は空地とし、その他廃棄に適当な場所 

（２）保管は、その保管する工作物等に対応した適当な場所 

（３）船舶航行の障害にならないような場所 

 

６ 湛水、堆積土砂、その他障害物件の排除 

（１）湛水排除 

市内における宅地又は農地の広範囲にわたる湛水は、市又は関係土地改良区が排除す

る。災害の規模が大きく、当該関係者が処理し得ない場合は、県に応援を求める。 

（２）堆積土砂 

被害地における道路、農地等の堆積土砂の除去は、各施設管理者が行う。 

宅地の土砂除去は、各戸が市の指定する場所まで搬出し、集積された土砂は、市が運搬

廃棄する。 
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（３）その他 

立木等の障害物の徐去は、(2)に準じて行う。 

 

７ 災害救助法による措置 

災害救助法を適用した場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 

 

８ 粉塵等公害防止対策 

障害物の除去の過程において、県及び市は、生活環境への影響や保健衛生の面から粉塵、

有害物質が発生した場合は、発生源、発生物質、発生量（濃度等）を調査し、公害防止対策

を実施する。 

 

９ 障害物除去に関する応援、協力 

県は、市から障害物の除去について応援、協力要請があったときは、近隣市町に協力要

請するなど、適切な措置を講ずる。 

 

【災害時の応急対策工事に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

白山市鶴来地域災害対策協

議会 

被災防止及び応急復

旧工事 
H18. 7. 7 

（北野組） 

272-1255 
 

【災害時の応急対策活動に関する協定】 

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

白山麓育林研究グループ 

活動資機材、労力等 

H18. 9. 6 
(会長) 

259-2500 

(会長) 

259-2916 

(一社)白山・石川建設業協

会 
H18. 9.28 272-1300 272-1307 

白山緑化協同組合 H21.11.10 
(㈱植吉造園) 

275-3890 
 

松任市農業協同組合 H24. 8.28 276-2222 274-1465 

白山農業協同組合 H24. 8.28 272-3333 273-0690 

白山市塗装組合 H25. 1.15 276-1584 276-2775 

白山市防水工事業組合 H25. 1.15 276-4174 276-4308 

【災害時における応急対策活動に関する基本協定】  

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

(公社)隊友会石川県隊友会 

情報収集、自主防災
活動の協力及びその
他応急対策 

H24. 5.31 
(会長) 

090-3888-4489 
298-8957 

【災害時における使用および提供に関する協定】  

協 定 者 協定締結日 ＴＥＬ ＦＡＸ 

（株）北國銀行 安全確保に必要な応
援業務 

H25. 3.21 223-9705 263-0211 

合同会社松任駅南ビル H25. 3.21 291-5750 291-5763 
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第２５節 輸送手段の確保 

担当部局：建設部 

１ 基本方針 

大地震が発生した場合、家屋の倒壊及び火災等が大規模な範囲で起こり、多くの被害が

生じることが予想される。 

このため、市及び防災関係機関は、必要な人員、物資等を迅速に輸送するため、各々が保

有する車両等を動員する。また、輸送関係機関等の保有する車両等を調達するほか、他の

都道府県等の広域応援による緊急輸送体制の確保に努める。 

 

２ 輸送の対象 

緊急輸送の対象は、次のとおりとする。  

（１）被災者 

（２）食料、飲料水 

（３）救援用物資 

（４）災害対策要員 

（５）応急対策用資機材 

（６）その他必要な物資等 

 

３ 実施機関 

（１）緊急輸送は、災害応急対策を実施する機関の長が行う。 

（２）市は、県を通じて、災害応急対策の実施や被災者保護のため緊急の必要があると認め

るときは、運送事業者である指定公共機関等に対し、運送すべき人、物資又は資材並び

に運送すべき場所及び期日を示して、当該災害応急対策の実施に必要な人、物資又は資

材の運送を要請する。 

 

４ 要員、物資輸送車両等の確保 

（１）鉄道輸送 

災害対策要員や復旧資材、救助物資等の緊急輸送を鉄道輸送により行う場合は、ＪＲ

西日本、北陸鉄道株式会社等の関係路線を通じて実施する。 

（２）陸路輸送 

災害対策要員や救助物資復旧資材、救助物資等の緊急輸送を自動車等により行う場合

は、それぞれ災害応急対策責任者が所属の自動車等で陸路輸送を実施する。 

災害応急対策責任者が所属の自動車のみで十分な輸送が確保できないときは、自動車

運送業者との契約又は車両の借上げによって緊急輸送を実施する。この場合において、

契約した自動車運送業者は、一般客貨の輸送に優先して緊急輸送を行う。 

緊急輸送に従事する車両の円滑な運行を確保するため必要がある場合は、公安委員会

が道路区間を指定して一般車両の通行を禁止し、又は制限するほか、白山警察署長が臨

時交通規制を行う。隣接県の道路についてこの措置を必要とする場合は、石川県防災会

議が当該公安委員会に対して、道路区間及び期間を明示して一般車両の交通の禁止又は

制限を要請する。 
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緊急輸送に従事する車両であることの確認は、知事又は公安委員会が行い、所定の標

章及び証明書を交付する。 

（３）海上輸送 

災害対策要員や救助物資、復旧資材等の輸送を船舶等により緊急輸送を行う場合は、

それぞれの災害応急対策責任者が船舶等の所有者との契約又は船舶等の借上げによって

海路による緊急輸送を実施する。 

（４）航空輸送 

地上輸送が困難を極める場合は、県に対し、ヘリコプターによる輸送を要請する。 

（５）人力等による輸送 

車両、船舶等による輸送が不可能な場合は、人力等により輸送する。 

 

５ 災害救助法による措置 

災害救助法を適用した場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 
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第２６節 こころのケア活動 

担当部局：健康福祉部 

１ 基本方針 

災害直後の精神科医療を確立するとともに、震災により、精神的ショックを受けた市民

や、避難所において精神的ストレスを受けている市民及び被災地の児童、高齢者、これま

でに精神疾患を患った者や発達障害のある人等に対して、精神相談等の精神保健医療対策

を講じ、精神的不調の早期治療や不安の軽減を図る。 

 

２ 実施体制 

市は、避難所に精神科救護所を設置する。 

県が実施する精神保健医療対策の実施及び精神保健医療活動拠点の設置について、市は、

円滑に実施できるよう協力する。 

 

３ 精神保健医療班活動 

（１）支援対象者の早期把握と適切な支援の提供 

市は、県と協議し被災地域に精神保健医療活動拠点を設置し、精神保健医療対策を実

施する。 

市は、各地域に設置された地域医療救護活動支援室内の医療救護班等連絡会に参画し、

連携協力しながら、積極的に避難所や被災者宅及び仮設住宅等を訪問し、服薬管理やこ

ころのケアが必要な対象者の早期把握に努め、必要な医療・福祉サービスへの連携と併

せて、被災者のこころのケア活動を行う。 

（２）被災児童に対する精神相談の実施 

被災により精神的に不安定になっている児童に対して、必要に応じて児童相談所の心

理判定員や保育士と協力し、精神相談や遊び等を通じて児童の精神的不調の早期治療や

不安の軽減を図るとともに、その保護者に対する指導を行う。 

（３）被災高齢者及び障害者に対する精神相談の実施 

高齢者や障害者は、被災後強度の不安から混乱を来したり、孤独感を強めるなどの影

響が大きいことから、地域の支え合いの体制とも連携し、精神相談を実施する。 
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第２７節 防疫、保健衛生活動 

担当部局：健康福祉部、市民生活部 

１ 基本方針 

地震災害時においては、水道の断水、家屋の浸水、停電による冷蔵食品の腐敗などによ

り、感染症が多発するおそれがある。 

このため、感染症や食中毒の発生予防のために必要な、被災家屋、避難所等の消毒の実

施、生活環境衛生及び食品衛生の確保を図るとともに、感染症のまん延を防止するため、

各種の検査、予防措置を的確かつ迅速に行う。 

 

２ 実施体制 

（１）市 

ア 市は、避難所及び被災家屋の清潔、消毒、そ族、昆虫の駆除、飲料水の消毒を実施す

る。 

イ 市は、防疫活動の状況を県に報告する。 

ウ 市は、防疫活動の実施にあたって、被害が甚大で自ら対応できないと認められると

きは、県に協力を要請する。 

エ 市は、県の協力を得て防疫・保健衛生活動を実施する。 

オ 避難生活が長引く場合、市は、入浴施設の確保、寝具の乾燥等、被災者の生活環境の

衛生対策を実施する。 

（２）連携体制 

市は、被災家屋及び避難所等を巡回し、避難所の衛生状態や、被災者の健康状態などの

情報収集を行い、各地域に設置された地域医療救護活動支援室内に設置する医療救護班

等連絡会へ報告する。 

 

３ 避難所の防疫措置 

避難所は、設備が応急仮設的であり、かつ多数の避難者が入所するため、衛生状態が悪

くなり、感染症発生の原因となるおそれがあるので、県の指導・調整のもとに、市は、必要

な防疫・保健衛生活動を実施する。 

また、避難所内に手洗い消毒液を配置するとともに、仮設トイレやマンホールトイレ等

の消毒を行う。 

 

４ 防疫用資材の備蓄、調達 

市は、防疫用資材の備蓄に努めるとともに、防疫活動によって防疫用資材が不足すると

きは、卸売業者等から調達するほか、県に対して調達を要請する。 

調達するものは、逆性石けん､消毒用エタノール、両性界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウ

ム等の消毒薬、消毒用噴霧器等とする。 

 

５ 感染症患者発生時の対応 

県は、「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」に規定する感染症

患者の発生時は、石川中央保健所による迅速かつ的確な対応を図る。 
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市は、石川中央保健所の指導・助言のもとに、感染拡大防止対策に協力する。 

 

６ ペット動物の保護対策 

（１）避難所におけるペット動物の適正な飼育 

市は、県や動物愛護ボランティア等と協力して、飼養者に同行したペット動物の飼育

に関し、飼養者に適正飼育の指導を行い、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

（２）ペット動物の保護 

市は、県や獣医師会、動物愛護ボランティア等と協力して、負傷又は放し飼いのペット

動物の保護、その他必要な措置を講ずる。 

また、広域的な観点から市内における避難所でのペット動物の飼育状況を把握し、資

材の提供等について支援を行う。 

 

７ 特定動物の逸走対策 

市は、災害発生時において県との協力のもと、飼養者に特定動物の逸走等の有無及び実

施された緊急措置について確認する。 

また、特定動物が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するために、飼養者、警察

その他関係機関、動物関係団体等と連絡調整を図るとともに、必要な措置を講ずる。 
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第２８節 ボランティア活動の支援 

担当部局：企画振興部、健康福祉部 

１ 基本方針 

大地震が発生したときは、災害応急対策の実施に多くの人員を必要とするため、市は、

関係機関、関係団体と連携を図りながら、ボランティア活動に関する被災者のニーズの把

握やボランティアの募集及び受け入れに努めるとともに、ボランティア活動の拠点の確保

など、ボランティア活動が円滑にかつ効果的に行われるよう支援に努める。 

 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）白山市災害ボランティアセンターの設置 

市が災害対策本部を設置したときは、被害の規模、被災地の状況等に対応した、適切

なボランティアの配置、安全の確保及び効果的な活動ができるよう、白山市社会福祉協

議会（以下「社会福祉協議会」という。）に要請し、白山市福祉ふれあいセンターにボラ

ンティア受け入れのための総合調整を行う、白山市災害ボランティアセンター（以下「災

害ボランティアセンター」という。）を設置する。 

また、必要に応じて、白山市災害ボランティアサテライトセンター（以下「サテライ

ト」という。）を設置する。 

（２）ボランティアとの連携・協働 

災害ボランティアセンターが設置されたときは、市は、社会福祉協議会、地元や外部か

ら被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体等と、情報を共有する場を

設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動

を展開するよう努める。 

（３）災害ボランティアコーディネーターの派遣要請 

災害ボランティアセンターが設置されたときは、市は必要に応じ、県及び日本赤十字

社等に災害ボランティアコーディネーターの派遣要請を行う。 

県及び日本赤十字社等は、市と調整して災害ボランティアコーディネーターを派遣す

る。 

 

３ 災害ボランティアセンターの機能 

（１）情報収集及び情報提供 

災害ボランティアセンターは、災害対策本部と連携し、被災地の状況、救援活動の状況

及び被災者のニーズの有無などの情報を絶えず把握し、マスメディアやインターネット

等を用いて発信するとともに、関係機関に情報を提供する。また、ボランティアについて

の照会に対して、的確に情報を提供する。 

（２）ボランティアの募集及び誘導 

災害対策本部からボランティア斡旋の要請があったときは、要請の内容に応じて、あ

らかじめ登録しているボランティアを斡旋するほか、マスメディア等を用いて要請に対

応するボランティアを募集し、適切な誘導を行う。 

なお、ボランティア活動内容は次のように区分し、県及び市の各担当部局及び関係機

関が連携して、その効果的な活用を図るものとする。 



第３章 地震災害応急対策計画              【第２８節 ボランティア活動の支援】 

 

 202 

ア  アマチュア無線通信業務 

イ  傷病人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部局） 

エ  航空機、船舶、特殊車両等の操縦、運転業務 

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）ボランティア活動保険の加入手続き 

活動中の事故対応等のため、ボランティア申し出者を受け付けする際に、ボランティ

ア活動保険の加入の有無を確認し、未加入者がいた場合は、加入の手続きを行う。 

（４）ボランティア活動に必要な資機材の提供 

サテライトから活動に必要な資機材の提供の要求があったときは、速やかに対応する。 

 

４ サテライトの機能 

（１）状況把握、状況報告 

災害対策本部及び関係機関、関係団体との連携により、被災地の状況、救援活動の状況

及び被災者のニーズの有無などの情報を絶えず把握し、ボランティアに対して的確に情

報を提供するとともに、災害ボランティアセンターと情報を共有する。 

（２）ボランティアの受入れ 

ボランティア申し出者を受け付けし、活動地域、活動内容、活動日数、資格、ボランテ

ィア活動保険加入の有無等を確認するとともに、活動者リストを作成し、災害ボランテ

ィアセンターに報告する。 

（３）ボランティア派遣依頼の受付及び相談 

被災者等からのボランティアの派遣の依頼の受付窓口として、受付や相談に応ずる。 

（４）ボランティアコーディネート 

被災者ニーズに対応したボランティア活動を展開するためのコーディネートを的確に

行う。その際、県及び日本赤十字社等の派遣した災害ボランティアコーディネーターを

活用する。 

（５）ボランティア団体との連絡調整 

ボランティア団体、行政等との情報交換や連絡調整の場を設け、より的確な災害支援

活動を確保する。 

（６）ボランティアの健康管理・安全対策 

ボランティアの健康管理に関して、関係機関、関係団体等との連携を図るとともに、活

動の安全確保のための必要な指導を行う。 

（７）継続的なボランティア活動の支援 

被災者支援活動を継続的に行うため、被災地までのボランティアの輸送に努める。 

（８）災害ボランティアセンターとの連携 

ボランティア活動の区分に応じた受け入れ体制等について、現地での受入れが円滑に

行われるように努める。 
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５ ボランティアの活動拠点及び資機材の提供 

市は、庁舎、防災コミュニティセンター、公民館、学校などの一部をボランティアの活

動拠点として積極的に提供する。 

また、ボランティア活動に必要な事務用品や各種資機材については、可能な限り貸し出

しし、ボランティアが効率的に活動できる環境づくりに努める。 

 

関係機関との連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白山市災害対策本部 
白山市現地災害対策本部 

石川県災害対策ボランティア本部 
（窓口：県民ボランティアセンター） 

 
白山市災害ボランティアセンター 
（窓口：白山市社会福祉協議会） 

白山青年会議所 

白山市災害ボランティア 
サテライトセンター 

白山市ボランティア連絡協議会 
白山市民生委員児童委員 
白山市町会連合会など 

石川県社会福祉協議会 

金城大学 
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第２９節 災害廃棄物の処理 

担当部局：市民生活部 

１ 基本方針 

被災地における廃棄物による環境汚染を防止するため、し尿、生活ごみ（粗大ごみも含

む。）、がれき等一般廃棄物及び産業廃棄物の収集並びに処分を適正に迅速、かつ効率的に

実施し、被災地の環境浄化を図る。 

 

２ 実施体制 

（１）被災地の清掃 

震災時における被災地の清掃は、原則として市及び白山野々市広域事務組合並びに手

取川流域環境衛生事業組合（以下「組合」という。）が実施するが、事業所及び工場等か

ら排出される産業廃棄物については、それぞれ事業主が市の指示により実施する。 

（２）県等の応援 

ア 市の被害が甚大で自ら処理が不可能な場合は、市は、県に要請し、県及び近隣市町

の応援を求めて実施する。 

イ 市は、「石川県災害廃棄物処理指針（市町災害廃棄物処理計画及び業務マニュアル）」

等を参考に、あらかじめ災害の規模等による廃棄物の発生量を想定し、その処理対策

を定めておく。 

また、近隣市及び廃棄物関係団体等と災害時の相互協力体制をあらかじめ整備して

おく。 

 

３ 被災地の状況把握 

市は、災害発生直後から次の事項について情報収集を行い、県に連絡する。 

○ 一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設、し尿処理施設、最終処分場）、中継基地等の被害状況 

○ 避難所箇所数及び避難者数、仮設トイレの必要数及びし尿の収集、処理方法 

○ 生活ごみの発生見込み量及び処理方法 

○ 全半壊建物数及び解体を要する建物数、がれきの発生見込み量及び処理方法 

 

４ 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法 

（１）一般廃棄物 

市及び組合は、一般廃棄物収集運搬許可業者の人員、機械、運搬車両、組合の処理施設

及び民間の処理施設を活用し、し尿、生活ごみ及びがれきの収集運搬処分を実施する。 

（２）産業廃棄物 

ア 事業主は、現有の人員、機械及び処理施設により、自ら産業廃棄物を処理するか、又

は現有の運搬車により搬出し、産業廃棄物処理業者で処分する。 

イ 事業主は、機械、運搬車両及び処理施設を備えていない場合は、産業廃棄物処理業

者に委託して処分する。 
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５ 地震災害時における廃棄物の処理目標 

（１）一般廃棄物 

市及び組合は、震災により生じた生活ごみ、し尿及びがれきの収集運搬及び処分する

量については、おおむね次の数値を目安に「石川県災害廃棄物処理指針」を参考として処

理を実施する。 

ア 家庭ごみ、粗大ごみの収集処理量 

家庭ごみ発生量     1,012ｇ／人日 

被災家屋粗大ごみ発生量 1.54トン／棟 

①避難所からのごみの発生量＋②住民の在宅している世帯からのごみの発生量

＋③通常時の粗大ごみの発生量＋④全半壊建物等被災家屋からの粗大ごみの発

生量＝要総処理量 

イ し尿の収集処理量 

し尿発生量 1.34リットル／人日 

①避難所からのし尿発生量＋②断水により水洗トイレが使用できない世帯住民

の仮設トイレ利用によるし尿の発生量＋③通常時にし尿収集を行っている世帯

からのし尿の発生量＝要総処理量 

ウ がれきの収集処理量 

解体建築物がれき発生量 0.41トン／㎡ 

火事残渣がれき発生量   60トン／棟 

①解体建築物のがれきの発生量＋②火事残渣のがれきの発生量＝要総処理量 

（２）産業廃棄物 

事業主は、震災時における産業廃棄物を処理するため、機械及び器具機材等の処理体

制を整備する。特に、有害廃棄物については、保管容器を強固にするとともに、収集運搬

処分経路を明確にしておく。 

 

６ 野外仮設トイレの設置 

（１）仮設トイレ、消毒剤及び脱臭剤等の調達 

市は、仮設トイレやその管理に必要な消毒剤及び脱臭剤等を、あらかじめ備蓄に努め

るとともに、調達を行う体制を整備しておく。 

（２）避難所等での野外仮設トイレの設置 

市は、し尿処理施設の被害状況と稼働見込みを把握して、必要に応じて仮設トイレを

避難所等に設置する。 

設置にあたっては、立地条件を考慮して漏洩等により地下水を汚染しないような場所

に設けるとともに、障害者への配慮を行う。また、閉鎖にあたっては、消毒等を実施して

避難所等の衛生確保を図る。 

（３）仮設トイレの仮置き場の確保 

市は、仮設トイレの設置及び撤去に際しては、組立、解体のためのオープンスペースを

確保する。 
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７ 廃棄物の応急的処理 

市は、おおむね次の方法によって応急的な廃棄物の処理をする。 

（１）分別排出の徹底 

災害廃棄物を早期に処理するためには、廃棄物の再生利用を前提に、排出段階での分

別が重要である。発生場所から運搬車両に積み込む際には、木くず、プラスチック、家電

製品、有害物質（廃石綿、ＰＣＢが含まれるトランス等）、その他の廃棄物などに分別す

る。 

（２）生活ごみ及びがれきの仮置き場並びに最終処分ルートの確保 

生活ごみ及びがれきが多量に発生した場合は、市街地において交通渋滞の発生も予想

されるため、迅速ながれき処理ができるよう、あらかじめ設定したがれき置き場にこれ

らを一時的に保管する。また、大量のがれきの最終処分までの処理ルートを確保する。 

なお、家屋の解体等により、アスベスト廃棄物が発生する場合には、解体業者との間で

処理方法を協議した上で適正処理を行う。 

（３）収集運搬作業員及び器材の確保 

生活ごみ、し尿などの廃棄物の計画的収集、運搬を行うための人員、器材の確保を図

る。 

（４）町内会及び市民の協力 

土砂その他の障害物の堆積により運搬車両の走行が困難な地域においては、各家庭に

対して、市の指定する一定の場所まで廃棄物を搬出するよう協力を求める。 

（５）廃棄物の処分 

収集、搬出した生活ごみ及びがれきの処理は、分別搬入や仮置き場における選別をす

すめるとともに、がれきについては、破砕・分別を行い、可能な限りリサイクルに努める

ほか、焼却、埋立てなどの方法で行う。 

し尿の処理は、し尿処理施設で処理するほか、必要に応じて貯留するなどの方法で行

う。なお、廃棄物の処理にあたっては、公衆衛生の確保や生活環境の保全に支障のない方

法で行う。 

（６）ごみ袋、携帯トイレの確保 

ごみ、し尿の収集運搬が不可能な地域に対しては、適当なごみ袋、携帯トイレを配布す

る。 

（７）汚染地域の消毒 

浸水等により廃棄物が流出した汚染地域及び応急的汚物堆積場所として使用した場所

については、石灰又はクレゾール石鹸液等により消毒を行う。 

 

８ 廃棄物処理施設の復旧 

市等は、廃棄物処理施設が被災した場合は、衛生に十分注意するとともに、廃棄物の流

出等を防止して安全確保を図るなど必要な措置を講じ、早期の復旧に努める。 

また、廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材をあらかじめ備蓄しておく。 
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第３０節 住宅の応急対策 

担当部局：建設部 

１ 基本方針 

市は、家屋に被害を受け、自らの資力で住宅を確保できない被災者のために、応急仮設

住宅の建設等必要な措置を講じ、住生活の安定に努める。 

また、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば

居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 

なお、市はあらかじめ予想される被害から応急危険度判定対象建築物及び災害に対する

安全性に配慮しつつ、仮設住宅建設戸数と建設候補地を把握するとともに、被災者用の住

居として利用可能な公営住宅や空家等の把握に努め、供給体制を整備する。 

また、できる限り早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供期間の終期を待つ

ことなく恒久住宅への円滑な移行に向けた取組を計画的に実施する。 

 

２ 実施体制 

（１）被災建築物応急危険度判定の実施 

市は、「石川県被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」に基づき被災住宅の応急危

険度判定を実施し、使用の適否を判断し、二次災害の防止に努める。 

県は、県災害対策本部に支援本部を設置し、市が行う応急危険度判定業務を支援する。 

被害の規模と比較して被災市町の体制・資機材のみでは不足すると見込まれる場合に

は、当該市町に対し必要な支援を行うとともに、被害が複数の市町にわたる場合には、調

査・判定方法にばらつきが生じることのないよう、定期的に、各市町における課題の共有

や対応の検討、各市町へのノウハウの提供等を行うこと等により、被災市町間の調整を

図る。 

また、余震あるいは修理に伴い必要となる応急危険度判定の見直しに対応できる体制

の確保に努める。 

（２）被災宅地危険度判定の実施 

市は、被災宅地危険度判定士の協力を得て、宅地に被災が認められる宅地の使用の適

否を判断し、二次災害の防止に努める。 

（３）応急仮設住宅の建設（民間賃貸住宅の借上げによる設置を含む）及び運営管理 

応急仮設住宅の建設は、市長が実施する。ただし、災害救助法を適用したときは知事が

行い、知事から委任されたとき、又は知事による救助のいとまがないときは、知事の補助

機関として市長が行う。必要戸数の算定にあたっては、被災者予測人数もあらかじめ考

慮し、算定する。 

県及び市は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われる

よう、関係業界団体等との連絡調整を行うものとする。また、設置及び運営管理に関して

は、安全、安心を確保し、地域コミュニティ形成や心のケアを含めた健康面に配慮すると

ともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見の反映や、必要に応じて

仮設住宅における家庭動物の受け入れに配慮するほか、要配慮者に十分配慮し、優先的

入居、高齢者、障害者向け仮設住宅の設置等にも努める。 

なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する。 
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（４）被災者に対する住宅相談所の開設 

市は、関係団体の協力を得て住宅相談所を開設し、被災者に対し仮設住宅への入居条

件、助成等の支援策に関する情報の提供や、被災住宅の応急復旧方法等再建に向けた相

談・助言を行う。 

（５）市のみでは対応できない場合 

近隣市町、県、国その他の関係機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

 

【災害時における応急対策活動に関する協定】  

協 定 者 協定締結日 TEL FAX 

白山市建築設計監理協会 応急危険度判定等 H26. 2.20 255-7300 255-7373 

 

３ 災害救助法による措置 

災害救助法を適用した場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 

 

４ 住宅確保等の種別 

住宅を失い又は破損し、若しくは土石の侵入その他によって居住することができなくな

った被災者に対する住宅の建設、修繕等は、おおむね次の種別及び順位による。 

ただし、災害発生直後における市民の対策については、本章第９節「避難誘導」の定める

ところによる。 
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対策種別及び順位 内          容 

住 

宅 

の 

確 

保 

１ 

自
力
確
保 

(1)自費建設 被災者世帯の自力（自費）で建設する。 

(2)既存建物の改造 
被災をまぬがれた非住家を自力で改造模様替えをして住居と

する。 

(3)借用 
一般民間（親戚等を含む。）の借家、賃間、アパート等を借り

る。 

２ 
(1)公営住宅入居 既存公営住宅への特別入居 

施
設
入
所 

既
存
公
営
等 

(2)社会福祉施設への入居 
県、市又は社会福祉法人の経営する老人福祉施設、児童福祉施

設等への入所要件該当者の優先入所 

３ 
・災害復興住宅建設補修賃金 

・地すべり関連住宅貸付 

自費で建設するには資金が不足する者に対して、住宅金融支

援機構から融資を受けて建設する。 
金
融
資 

機
構
貸 

４ 
(1)災害公営住宅の整備 大災害発生時に特別の割当を受け、公営住宅を建設する。 

宅
建
設 

公
営
住 (2)一般公営住宅の建設 一般公営住宅を建設する。 

５ 災害救助法による仮設住宅建設 大災害発生時に特別の割当を受け、仮設住宅を建設する。 

住 

宅 

の 

修 

繕 

１  自費修繕 被災者が自力（自費）で修繕する。 

２
資
金
融
資 

(1) 公庫資金融資 
自費で修繕するには資金が不足する者に対して、住宅金融公

庫が融資（災害復興住宅建設補修資金）して補修する。 

(2) その他公費融資 
低所得者世帯に対して、社会福祉協議会、県が融資し、改築又

は補修する。 

３   災害救助法による応急修理 
生活能力の低い世帯のために県（委託したときは市）が応急的

に補修する。 

障
害
物
の
除
去
等 

１  自費除去 被災者が自力（自費）で除去する。 

２  除去費等の融資 
自費で整備するには資金が不足する者に対して、住宅資金補

助に準じて融資して除去する。 

３  災害救助法による除去 生活能力の低い世帯のために県又は市町が除去する。 

（注） ① 対策順位は、その種別によって対象者が異なったり、貸付の条件が異なるので、適宜実情

に即して順位を変更する必要がある。 

② 「住宅の確保」のうち、３の融資、４及び５の建設は、住宅の全焼、全壊及び流失した世

帯を対象とする。 

③ 「住宅の修繕」のうち２の（1）の融資及び３による修理は、住家の半焼、半壊及び半流

失した世帯を対象とする。 

④ 「障害物の除去等」は、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい害

を及ぼしているものの除去等をいう。 

 

５ その他 

市は、被災建築物の危険度判定結果の表示の意味を正しく認識するよう、市民に対して

十分な情報提供、啓発活動を実施する。 

特に、被災者生活再建支援金の支給等に係るり災証明発行の被害認定調査結果との相違

について正しく認識するよう努める。 
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第３１節 文教対策 

担当部局：観光文化スポーツ部、教育部 

１ 基本方針 

市教育委員会は、児童生徒、教職員及び学校その他文教関係施設が被害を受けるなど、

正常な学校教育を実施することが困難となった場合は、教育施設の確保や教科書及び学用

品の支給等の措置を講じ、応急教育を実施する。 

また、各学校において「学校安全計画」及び「危機管理マニュアル」を活用し、児童生徒

等のより確実な安全確保を図る。 

 

２ 文教施設の応急復旧対策 

（１）被災施設の管理者は、被害状況を速やかに調査し、関係官公署との連絡を密にする。 

（２）市教育委員会は、被災学校の授業開始のための応急施設整備計画の指導助言を行う。 

（３）社会教育施設等については、災害を受けた後、被災施設の管理者が直ちに被害状況を

調査し、被害状況によっては施設ごとに再開計画をたて、できるだけ早く開館する。 

 

３ 応急教育実施の予定施設 

（１）被害の程度により又は学校が長期に地域の避難所として使用される場合には、おおむ

ね次により学校の授業が長期にわたり中断されることのないようにする。 

災 害 の 程 度 応 急 教 育 実 施 の 予 定 場 所 

学校の一部の校舎が使用できない（避難所

として利用される場合を含む。）程度の場合 

(1) 特別教室、屋内施設等を利用する。 

(2) ２部授業を実施する。  

学校の校舎の全部が使用できない（避難所

として利用される場合を含む。）場合 

(1) 公民館等公共施設を利用する。 

(2) 隣接校の校舎を利用する。 

(3) 隣接校の教室等を利用しても、なお不足のときは

プレハブ等の仮校舎を建設又は借用する。  

県内大部分（広域な範囲）について大災害を

受けた場合 

避難先の最寄りの学校、公民館等公共施設を利用す

る。 

特定の地区全体について相当大きな災害を

受けた場合 

(1) 市民の避難先の最寄りの学校、災害を受けなかっ

た最寄りの学校、公民館、公共施設等を利用する。 

(2) 応急仮設校舎を建設する。 

（２）応急教育実施の予定施設については、事前に関係者と協議の上選定し、教職員、市民

に対して周知徹底を図るよう指導する。 

 

４ 応急教育計画 

学校の施設が被災したり、又は地域の避難所となった場合、次の点に留意して応急教育

を実施する。 

（１）児童生徒、教職員等の被害状況を速やかに把握し、応急教育計画を作成する。 

（２）応急教育施設の指定、応急教育の開始時期及び方法等を確実に児童生徒及び保護者に

周知する。 

（３）通常の授業の実施が不可能となった場合は、被災状況に応じた授業方法の選択（休校、

短縮、分散、移転等）を考慮するなどの応急教育活動を実施するとともに、避難所との調

整について関係機関と協議する。 
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（４）児童生徒が他市町、他県等で応急教育を受ける必要がある場合の連絡調整を行う。 

（５）教職員の動員体制について、教職員の被害が大きく教育に支障をきたす場合には、他

校からの応援により対応するなど、市立学校及び県立学校間の有機的連携を図り、適切

に対処できるようにする。 

 

５ 児童生徒への対応 

災害の発生時間帯により異なる対応が求められ、各学校長は、その状況に応じた応急対

応を実施するよう指導する。 

（１）在校時の安全確保 

迅速な避難の実施、児童生徒の保護者への引き渡し、帰宅困難者の宿泊等の措置をす

る。 

（２）登下校時の安全確保 

情報の収集・伝達体制、避難誘導、保護者との連携、通学路の設定等について周知徹底

する。 

（３）児童生徒の安否確認 

在宅時に発災した場合及び欠席者に対する安否を確認する。 

（４）被災した児童生徒の健康保健管理 

身体の健康管理や心のケアが必要な児童生徒には、保健室等でのカウンセリング体制

を実施するとともに、必要に応じて医療機関とも連携して適切な支援を行う。 

 

６ 教材、学用品の調達及び給与方法 

教材・学用品の調達及び支給方法について、次のとおり計画を立てておく。 

なお、災害救助法を適用する場合の措置は、本章第15節「災害救助法の適用」による。 

（１）調達方法 

教科書については、被災学校別、学年別、使用教科書ごとにその数量を速やかに調査

し、県に報告するとともに、その指示に基づいて教科書供給書店等に連絡し、供給を求め

る。また、市内の他の学校並びに他市町に対し、使用済古本の支給を依頼する。 

学用品については、県から送付を受けたものを配付するほか、県の指示に基づいて基

準内で調達する。 

（２）支給対象者 

住家が床上浸水以上の被害を受けた世帯の児童生徒で、教科書、学用品を滅失又はき

損したものに対して支給する。 

（３）支給品目 

○ 教科書 

○ 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） 

○ 通学用品（運動靴、傘、カバン、ゴム長靴等） 

○ 上記の３種類の範囲内に限られるが、文房具、通学用品については、例示した品目以外の

ものでも被災状況、被災程度等の実情に応じて支給する。 
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７ 給食措置 

（１）児童生徒の対策 

市は、被害状況に基づいて、災害発生に伴う要保護及び準要保護児童生徒給食費補助

金の申請を行う。県教育委員会は、被害状況に応じて速やかに応急給食を実施するよう

指導する。 

（２）物資対策 

市は、被害を受けた物資の状況について、金沢教育事務所を経由して県教育委員会に

速やかに報告する。県教育委員会は、被害物資量を掌握し、県学校給食会等に対して物資

の手配等を指導する。 

 

８ 保健衛生 

県教育委員会及び市教育委員会は、県の健康福祉部局と密接な連絡をとり、本章第 27節

「防疫、保健衛生活動」に従い適切な応急措置を行う。 

（１）被災教職員、児童生徒の保健管理 

災害が発生したときは、災害情報の収集に努め、感染症発生のおそれがあるときは、健

康福祉部局と連絡を密にして防疫組織を確立するとともに、器具資材を整備して予防教

育を行う。 

また、災害の状況により被災学校の教職員、児童生徒の健康診断を健康福祉部局の協

力を得て行う。  

（２）被災学校の環境衛生 

震災が発生し、浸水等による被害のあった場合は、健康福祉部局の協力を得て、特に感

染症の予防に努めるとともに、環境衛生の整備改善に協力する。 

 

９ 教職員の健康管理 

応急対応が長期化することにより教職員への負担が大きくなることから、職員ローテー

ションや他校等からの応援体制を組むなどして、身体的、精神的な健康管理に留意する。 

 

10 避難所協力 

学校は、学校施設が避難所となった場合は、市など防災関係機関と十分に連携を取り、

円滑な開設・運営に協力する。また、防災関係機関や自主防災組織と定期的に会議を開催

するなど、学校と地域が連携した防災訓練の実施、学校が避難所となる場合の具体的な対

策、学校機能を維持、再開させる場合の方策、児童生徒等の地域への貢献等について、あら

かじめ具体的に協議しておく。 

 

11 文化財対策 

文化財が貴重な国民的財産であることを勘案して、地震発生直後から市内の指定文化財

について被害状況を調査把握し、必要な応急措置を行う。 

（１）応急措置 

ア 文化財に被害が発生した場合は、その所有者又は管理者は、応急の防災活動の実施

及び搬出等により文化財の保護を図る。 
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イ 文化財に被害が発生した場合は、その所有者又は管理者は、被害状況を速やかに調

査し、その結果を市を経由して県教育委員会に報告する。 

ウ 関係機関は、被災文化財の被害拡大を防ぐため、民間団体の協力を得て、文化財の

搬出、修復・保全、一時保管等の応急措置を講ずる。その際、県教育委員会又は市教育

委員会は、必要に応じて、助言、指導する。 

エ 文化財に被害が発生した場合であっても、人命に関わる被害が発生したときには、

被災者の救助を優先する。 

（２）被災文化財 

文化財的価値を最大限に維持するよう所有者、管理者が措置する。 

（３）埋蔵文化財対策 

緊急を要する復旧事業等が行われる場合で、埋蔵文化財の所在が確認されたときには、

必要に応じて発掘調査の実施を検討する。 

復旧復興の本格化に伴う発掘調査については、近隣公共団体への派遣要請等により十

分な人員を確保する。 



第４章 地震災害復旧・復興計画 

 

 214 

第３２節 応急金融対策 

担当部局：総務部 

１ 基本方針 

地震災害時、被災地において通貨の円滑な供給、金融の迅速かつ適切な調整を行い、市

民の生活の安定を図る。 

 

２ 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

（１）通貨の円滑な供給の確保 

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融

機関に臨時の発行元銀行券を寄託し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用を図るほ

か、金融機関の所要現金の確保について必要な措置を講ずること等により、通貨の円滑

な供給の確保に万全の措置を講ずる。 

なお、被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換については、状況に応じ職

員を現地に派遣する等必要な措置を講ずる。 

（２）現金供給のための輸送、通信手段の確保 

被災地に対する現金供給のため、緊急に現金を輸送し、又は通信を行う必要があると

きは、関係行政機関等と密接に連絡の上、各種輸送、通信手段の活用を図る。 

 

３ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必

要に応じて、日本銀行金融ネットワークシステムその他の決裁システムの安定的な運行に

係る措置を実施するよう要請する。また、必要に応じ、関連する決済システムの運営者等

に対し、参加者等の業務に支障が出ないよう考慮し適切な措置を講ずることを要請する。 

 

４ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

関係行政機関と協議の上、被災金融機関が早急に営業開始を行いうるよう必要な措置を

講ずるほか、必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長又は休日臨時営業の実施に配慮

するよう要請する。 

 

５ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

必要に応じ関係行政機関と協議の上、金融機関又は金融機関団体に対し、次に掲げる措

置その他の金融上の措置を適切に講ずるよう要請する。 

（１）預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。 

（２）被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等

の特別取扱いを行うこと。 

（３）被災地の手形交換所において、被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出しを

認めるほか、不渡り処分の猶予等の特別措置をとること。 

（４）損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

（５）必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速かつ適切な措置をとること。 
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６ 各種措置に関する広報 

災害応急対策に関する情報について、新聞、放送、インターネット、その他の適切な方法

により、迅速に市民に提供するよう努める。とくに４及び５で定める要請を行ったときは、

関係行政機関と協議のうえ、金融機関及び放送事業者と協力してすみやかにその周知徹底

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


