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新旧対照表 第１編 総則・災害予防計画編 頁 現     行 頁 修  正  案       138                             139           

第２部 災害予防計画 

第３章 被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備え

の充実 

第３節 安全避難の環境整備  第１ 避難場所の指定・整備  １ 施策形成及び実施の「鍵」となる観点  ● 大規模地震時に伴う住宅密集地大火に備えた避難対策確立の必要性 ● 被災者の一時的な生活の場となる避難所が想定する以上に多数必要となること。 ● 被災者の一時的な生活を維持するために必要な備蓄・設備等の各避難所整備の必要性 ● 阪神・淡路大震災の被害調査結果に基づく避難場所対策の重要性   ２ 基本方針  「大規模地震若しくは住宅密集地大火発生時」にも対応できるよう、避難場所の指定・整備を以下のとおり総合的に進める。 第１に「住宅密集地大火発生時における緊急避難のための一時退避地の指定・整備」、第２に「大規模地震等を想定した避難所の指定・整備」、第３に災害発生時における避難所設置期間が長期にわたる場合（「災害救助の実務」に基づく原則的な設置基準としての１週間を超える場合）を想定し、一時的生活の場であり防災拠点ともなる「避難所予定施設の各機能を発揮するため、当該避難所の安全性及び居住性の確保、設備の強化及び開設・運営のために必要な物資・資器材・備品類等の確保、保健医療等のサービスの提供等」を図ることにより総合的に避難場所の「住」環境整備を行う。 また、やむを得ない理由により、避難所の滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他良好な生活環境が確保できるよう必要な措置を講じる。 これらの取り組みに際しては、平成２５年８月に内閣府が示した「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を参考とする。     ４ 計画内容 (２) 避難所の指定・整備 ア 地震発生時における避難所の指定・整備  ＝計画内容略＝  イ 予備避難所の指定・整備   ＝計画内容略＝ ウ 福祉避難所の指定・整備     ＝計画内容略＝  

      138                             139           

第２部 災害予防計画 

第３章 被災者救出・救援及び生活再建支援を適切に行うための備え

の充実 

第３節 安全避難の環境整備 

 第１ 避難場所の指定・整備  １ 施策形成及び実施の「鍵」となる観点  ● 大規模地震時に伴う住宅密集地大火に備えた避難対策確立の必要性 ● 被災者の一時的な生活の場となる避難所が想定する以上に多数必要となること。 ● 被災者の一時的な生活を維持するために必要な備蓄・設備等の各避難所整備の必要性 ● 阪神・淡路大震災の被害調査結果に基づく避難場所対策の重要性 ●●●●    大型台風の接近、ゲリラ豪雨等に備え大型台風の接近、ゲリラ豪雨等に備え大型台風の接近、ゲリラ豪雨等に備え大型台風の接近、ゲリラ豪雨等に備えた自主避難のための一時避難所等施設のた自主避難のための一時避難所等施設のた自主避難のための一時避難所等施設のた自主避難のための一時避難所等施設の充実充実充実充実    
 ２ 基本方針  「大規模地震若しくは住宅密集地大火発生時」にも対応できるよう、避難場所の指定・整備を以下のとおり総合的に進める。 第１に「住宅密集地大火発生時における緊急避難のための一時退避地の指定・整備」、第２に「大規模地震等を想定した避難所の指定・整備」、第３に災害発生時における避難所設置期間が長期にわたる場合（「災害救助の実務」に基づく原則的な設置基準としての１週間を超える場合）を想定し、一時的生活の場であり防災拠点ともなる「避難所予定施設の各機能を発揮するため、当該避難所の安全性及び居住性の確保、設備の強化及び開設・運営のために必要な物資・資器材・備品類等の確保、保健医療等のサービスの提供等」を図ることにより総合的に避難場所の「住」環境整備を行う。 また、やむを得ない理由により、避難所の滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他良好な生活環境が確保できるよう必要な措置を講じる。 これらの取り組みに際しては、平成２５年８月に内閣府が示した「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を参考とする。 さらに、大型化する台風や多発するゲリラ豪雨による災害の発生から未然に身を守るための自主避難のさらに、大型化する台風や多発するゲリラ豪雨による災害の発生から未然に身を守るための自主避難のさらに、大型化する台風や多発するゲリラ豪雨による災害の発生から未然に身を守るための自主避難のさらに、大型化する台風や多発するゲリラ豪雨による災害の発生から未然に身を守るための自主避難の重要性が高まっていることから、状況に応じて各ブロックごとに一時避難所を開設するとともに、身近な重要性が高まっていることから、状況に応じて各ブロックごとに一時避難所を開設するとともに、身近な重要性が高まっていることから、状況に応じて各ブロックごとに一時避難所を開設するとともに、身近な重要性が高まっていることから、状況に応じて各ブロックごとに一時避難所を開設するとともに、身近な一時避難施設として、自治会館などを自主的に開設する登録避難所制度を創設する。一時避難施設として、自治会館などを自主的に開設する登録避難所制度を創設する。一時避難施設として、自治会館などを自主的に開設する登録避難所制度を創設する。一時避難施設として、自治会館などを自主的に開設する登録避難所制度を創設する。     ４ 計画内容 (２) 避難所の指定・整備 ア 地震発生時における避難所の指定・整備   ＝計画内容略＝  イ 予備避難所の指定・整備   ＝計画内容略＝ ウ 福祉避難所の指定・整備     ＝計画内容略＝  
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エ 避難所開設のための必要な備品類の備蓄等     ＝計画内容略＝  オ 指定管理者制度導入施設との協定締結等     ＝計画内容略＝  カ 避難所に避難しない被災者への対策の検討 ＝計画内容略＝                            ＝新設＝  （以下略） 

        141                                          

エ 避難所開設のための必要な備品類の備蓄等     ＝計画内容略＝  オ 指定管理者制度導入施設との協定締結等     ＝計画内容略＝  カ 避難所に避難しない被災者への対策の検討 ＝計画内容略＝  キキキキ    一時避難所の指定・整備一時避難所の指定・整備一時避難所の指定・整備一時避難所の指定・整備    特に大型で非常強い台風が市域を通過するような場合に、早めの避難を希望される市民等の特に大型で非常強い台風が市域を通過するような場合に、早めの避難を希望される市民等の特に大型で非常強い台風が市域を通過するような場合に、早めの避難を希望される市民等の特に大型で非常強い台風が市域を通過するような場合に、早めの避難を希望される市民等の自主避自主避自主避自主避難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で、各地区ごとに次の指定避難所又は福祉避難所に難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で、各地区ごとに次の指定避難所又は福祉避難所に難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で、各地区ごとに次の指定避難所又は福祉避難所に難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で、各地区ごとに次の指定避難所又は福祉避難所に設置する。設置する。設置する。設置する。    第１地区：光明小学校（教育委員会第１地区：光明小学校（教育委員会第１地区：光明小学校（教育委員会第１地区：光明小学校（教育委員会））））    第２地区：宝塚第一小学第２地区：宝塚第一小学第２地区：宝塚第一小学第２地区：宝塚第一小学校（総務部）校（総務部）校（総務部）校（総務部）    第３地区：宝塚小学校（子ども未来部）第３地区：宝塚小学校（子ども未来部）第３地区：宝塚小学校（子ども未来部）第３地区：宝塚小学校（子ども未来部）    第４地区：市立養護学校（健康福祉部）第４地区：市立養護学校（健康福祉部）第４地区：市立養護学校（健康福祉部）第４地区：市立養護学校（健康福祉部）    第５地区：長尾南第５地区：長尾南第５地区：長尾南第５地区：長尾南小学校（環境部）小学校（環境部）小学校（環境部）小学校（環境部）    第６地区：山手台小学校（企画経営部）第６地区：山手台小学校（企画経営部）第６地区：山手台小学校（企画経営部）第６地区：山手台小学校（企画経営部）    第７地区：西谷小学校（産業文化部第７地区：西谷小学校（産業文化部第７地区：西谷小学校（産業文化部第７地区：西谷小学校（産業文化部））））    【計画主体】市【計画主体】市【計画主体】市【計画主体】市    【市における責任担当部】【市における責任担当部】【市における責任担当部】【市における責任担当部】都市安全部・各所管部（上記（）参照）都市安全部・各所管部（上記（）参照）都市安全部・各所管部（上記（）参照）都市安全部・各所管部（上記（）参照）        クククク    届出避難所の登録の促進届出避難所の登録の促進届出避難所の登録の促進届出避難所の登録の促進    ゲリラ豪雨などで突発的に災害の発生の危険性が高まった場合に、身近にある自治会館などを一時ゲリラ豪雨などで突発的に災害の発生の危険性が高まった場合に、身近にある自治会館などを一時ゲリラ豪雨などで突発的に災害の発生の危険性が高まった場合に、身近にある自治会館などを一時ゲリラ豪雨などで突発的に災害の発生の危険性が高まった場合に、身近にある自治会館などを一時避難のため自主的に開設する「届出避難所」として登録を促進することで、市民の迅速かつ安全な避避難のため自主的に開設する「届出避難所」として登録を促進することで、市民の迅速かつ安全な避避難のため自主的に開設する「届出避難所」として登録を促進することで、市民の迅速かつ安全な避避難のため自主的に開設する「届出避難所」として登録を促進することで、市民の迅速かつ安全な避難に供する。難に供する。難に供する。難に供する。    登録した「届出登録した「届出登録した「届出登録した「届出避難所」には、標識避難所」には、標識避難所」には、標識避難所」には、標識を設置するとともに、毛布や保存食を配置し突発的な避難にを設置するとともに、毛布や保存食を配置し突発的な避難にを設置するとともに、毛布や保存食を配置し突発的な避難にを設置するとともに、毛布や保存食を配置し突発的な避難に備える備える備える備える。。。。    【計画主体】市【計画主体】市【計画主体】市【計画主体】市    【市における責任担当部】【市における責任担当部】【市における責任担当部】【市における責任担当部】都市安全部都市安全部都市安全部都市安全部    
 

 

 

 

第３部第３部第３部第３部    地区防災計画地区防災計画地区防災計画地区防災計画    

第１章第１章第１章第１章    地域防災計画に定める「地区防災計画」地域防災計画に定める「地区防災計画」地域防災計画に定める「地区防災計画」地域防災計画に定める「地区防災計画」    

第１第１第１第１節節節節    地区防災計画を地域防災計画に定める目的、基本方針等地区防災計画を地域防災計画に定める目的、基本方針等地区防災計画を地域防災計画に定める目的、基本方針等地区防災計画を地域防災計画に定める目的、基本方針等        第１第１第１第１    背景背景背景背景及び目的及び目的及び目的及び目的        平成７年（平成７年（平成７年（平成７年（1995199519951995 年）１月に発生した阪神淡路大震災において、発災害直後の救助活動の中心は地区住年）１月に発生した阪神淡路大震災において、発災害直後の救助活動の中心は地区住年）１月に発生した阪神淡路大震災において、発災害直後の救助活動の中心は地区住年）１月に発生した阪神淡路大震災において、発災害直後の救助活動の中心は地区住民であり、その後の避難所の運営等被災者の生活支援についても地区住民が大きな役割を担ってきた。民であり、その後の避難所の運営等被災者の生活支援についても地区住民が大きな役割を担ってきた。民であり、その後の避難所の運営等被災者の生活支援についても地区住民が大きな役割を担ってきた。民であり、その後の避難所の運営等被災者の生活支援についても地区住民が大きな役割を担ってきた。        また、平成２３年（また、平成２３年（また、平成２３年（また、平成２３年（2011201120112011 年年年年）３月に発生した東日本大震災では、自治体そのものが甚大な被害を受け、）３月に発生した東日本大震災では、自治体そのものが甚大な被害を受け、）３月に発生した東日本大震災では、自治体そのものが甚大な被害を受け、）３月に発生した東日本大震災では、自治体そのものが甚大な被害を受け、被災者の救済・支援活被災者の救済・支援活被災者の救済・支援活被災者の救済・支援活動を含め、初期段階の行政の災害対策機動を含め、初期段階の行政の災害対策機動を含め、初期段階の行政の災害対策機動を含め、初期段階の行政の災害対策機能能能能はははは完完完完全に全に全に全に麻痺麻痺麻痺麻痺した状況であったした状況であったした状況であったした状況であった。一。一。一。一方方方方で、「で、「で、「で、「釜石釜石釜石釜石のののの奇跡奇跡奇跡奇跡」と」と」と」と賛辞賛辞賛辞賛辞された住民等の行動がされた住民等の行動がされた住民等の行動がされた住民等の行動が人命人命人命人命被害被害被害被害をををを最最最最小小小小限限限限にににに抑抑抑抑制した制した制した制した事例事例事例事例にににに象徴象徴象徴象徴されるように、されるように、されるように、されるように、平平平平素素素素のののの防防防防災教育や災教育や災教育や災教育や訓練訓練訓練訓練、、、、地区の地区の地区の地区の防防防防災リ災リ災リ災リーダーーダーーダーーダーの育成等の住民主体のの育成等の住民主体のの育成等の住民主体のの育成等の住民主体の取組取組取組取組の重要性がの重要性がの重要性がの重要性が改改改改めてめてめてめて認認認認識識識識されるこされるこされるこされることとなったととなったととなったととなった。。。。    
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    このような、発災時（特に大このような、発災時（特に大このような、発災時（特に大このような、発災時（特に大規模規模規模規模かつかつかつかつ広広広広域）における「域）における「域）における「域）における「公公公公助」の助」の助」の助」の限界限界限界限界と地区と地区と地区と地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティを主体としを主体としを主体としを主体とした「自助・た「自助・た「自助・た「自助・共共共共助」の重要性を助」の重要性を助」の重要性を助」の重要性を踏踏踏踏まえ、平成２５年（まえ、平成２５年（まえ、平成２５年（まえ、平成２５年（2012012012013333年）に年）に年）に年）に災害対策災害対策災害対策災害対策基基基基本本本本法法法法（（（（このこのこのこの節節節節においてにおいてにおいてにおいて以下以下以下以下「災「災「災「災対対対対法法法法」という。）が」という。）が」という。）が」という。）が改正改正改正改正され、地区され、地区され、地区され、地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティの計画的・体の計画的・体の計画的・体の計画的・体系系系系的な的な的な的な防防防防災活動に災活動に災活動に災活動に関関関関する「地区する「地区する「地区する「地区防防防防災計画制災計画制災計画制災計画制度」が創設されました。さらには、度」が創設されました。さらには、度」が創設されました。さらには、度」が創設されました。さらには、内閣府内閣府内閣府内閣府において「地区において「地区において「地区において「地区防防防防災計画災計画災計画災計画ガイドガイドガイドガイドララララインインインイン」が」が」が」が作作作作成されるととも成されるととも成されるととも成されるとともに、に、に、に、同府同府同府同府ののののＨＰＨＰＨＰＨＰにおいてもにおいてもにおいてもにおいても同同同同計画計画計画計画作作作作成の成の成の成の取組み取組み取組み取組みをををを推奨推奨推奨推奨するなど、当するなど、当するなど、当するなど、当該該該該計画が計画が計画が計画が国国国国のののの防防防防災施策のなかにあっ災施策のなかにあっ災施策のなかにあっ災施策のなかにあって重要な役割を担うことを明て重要な役割を担うことを明て重要な役割を担うことを明て重要な役割を担うことを明確確確確にににに示示示示しているしているしているしている。。。。        本市においても、地区本市においても、地区本市においても、地区本市においても、地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動が活発化する中で、東日本大震災発生時活動が活発化する中で、東日本大震災発生時活動が活発化する中で、東日本大震災発生時活動が活発化する中で、東日本大震災発生時以降以降以降以降住民の住民の住民の住民の間間間間にも一にも一にも一にも一層層層層のののの防防防防災災災災意意意意識の高まりが識の高まりが識の高まりが識の高まりがみみみみられ、一部の地区においてはられ、一部の地区においてはられ、一部の地区においてはられ、一部の地区においては防防防防災計画・災計画・災計画・災計画・防防防防災災災災ママママッッッップづくプづくプづくプづくりやりやりやりや防防防防災学災学災学災学習習習習・・・・防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練の実施など、地区の実施など、地区の実施など、地区の実施など、地区防防防防災災災災力力力力のののの向向向向上に上に上に上にむむむむけたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みがががが熱熱熱熱心に進められている心に進められている心に進められている心に進められている。。。。        これらをこれらをこれらをこれらを踏踏踏踏まえ、本市全域において、それまえ、本市全域において、それまえ、本市全域において、それまえ、本市全域において、それぞぞぞぞれの地区の特性をれの地区の特性をれの地区の特性をれの地区の特性を踏踏踏踏まえた自主的・自まえた自主的・自まえた自主的・自まえた自主的・自律律律律的な「地区的な「地区的な「地区的な「地区防防防防災災災災計画」の計画」の計画」の計画」の作作作作成を促進し、この成を促進し、この成を促進し、この成を促進し、この概概概概要を本市の地域要を本市の地域要を本市の地域要を本市の地域防防防防災計画に定め災計画に定め災計画に定め災計画に定めるるるる。。。。    
    第２第２第２第２    基本方針等基本方針等基本方針等基本方針等    1111「地区「地区「地区「地区防防防防災計画」は地区災計画」は地区災計画」は地区災計画」は地区居居居居住者等からの住者等からの住者等からの住者等からの提案提案提案提案をををを基基基基本と本と本と本とするするするする                ・災対・災対・災対・災対法法法法のののの規規規規定では「地区定では「地区定では「地区定では「地区居居居居住者等が住者等が住者等が住者等が提案提案提案提案することができる。」とされているすることができる。」とされているすることができる。」とされているすることができる。」とされているが、「地区が、「地区が、「地区が、「地区防防防防災計画」が災計画」が災計画」が災計画」が『『『『自助自助自助自助』』』』、、、、『共『共『共『共助助助助』』』』を中心とした「地区を中心とした「地区を中心とした「地区を中心とした「地区居居居居住者等の自発的な住者等の自発的な住者等の自発的な住者等の自発的な防防防防災計画」であることに災計画」であることに災計画」であることに災計画」であることに鑑鑑鑑鑑みみみみ、地区、地区、地区、地区居居居居住住住住者等において自主的に者等において自主的に者等において自主的に者等において自主的に作作作作成・成・成・成・提案提案提案提案することをすることをすることをすることを基基基基本とする本とする本とする本とする。。。。        2222「地区「地区「地区「地区防防防防災計画」は自治会等の地区災計画」は自治会等の地区災計画」は自治会等の地区災計画」は自治会等の地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動の実活動の実活動の実活動の実績績績績がががが認認認認められるめられるめられるめられる範範範範域を対域を対域を対域を対象象象象ととととするするするする                ・「地区・「地区・「地区・「地区防防防防災計画」が対災計画」が対災計画」が対災計画」が対象象象象とするとするとするとする範範範範域については、域については、域については、域については、災害対策災害対策災害対策災害対策基基基基本本本本法法法法に特段の定めはないがに特段の定めはないがに特段の定めはないがに特段の定めはないが、当、当、当、当該該該該計画計画計画計画のののの目目目目的や定める的や定める的や定める的や定める内容内容内容内容等から、平時より地区等から、平時より地区等から、平時より地区等から、平時より地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動が行活動が行活動が行活動が行わわわわれている自治会等のれている自治会等のれている自治会等のれている自治会等の一定のまと一定のまと一定のまと一定のまとまりのあるまりのあるまりのあるまりのある範範範範域を対域を対域を対域を対象象象象とするとするとするとする必必必必要がある要がある要がある要がある。さらには、平常時の。さらには、平常時の。さらには、平常時の。さらには、平常時の防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練や避難所となる小中学校をや避難所となる小中学校をや避難所となる小中学校をや避難所となる小中学校を含含含含むむむむ避難避難避難避難訓練内容訓練内容訓練内容訓練内容などもなどもなどもなども考慮考慮考慮考慮して、して、して、して、範範範範域を域を域を域を決決決決定することが望ましい定することが望ましい定することが望ましい定することが望ましい。。。。        3333「地区「地区「地区「地区防防防防災計画」に災計画」に災計画」に災計画」に定めることが望ましい標定めることが望ましい標定めることが望ましい標定めることが望ましい標準準準準的な的な的な的な内容内容内容内容等について「地区等について「地区等について「地区等について「地区防防防防災計画災計画災計画災計画作作作作成成成成マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」をををを示示示示しししし作作作作成を促進する成を促進する成を促進する成を促進する                ・・・・災害対策災害対策災害対策災害対策基基基基本本本本法法法法のののの規規規規定では、当定では、当定では、当定では、当該該該該地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける防防防防災に災に災に災に関関関関する計画を「地区する計画を「地区する計画を「地区する計画を「地区防防防防災計画」と災計画」と災計画」と災計画」と位位位位置置置置づづづづけてけてけてけているいるいるいるが、対が、対が、対が、対象象象象地区地区地区地区及び組織及び組織及び組織及び組織のののの規模規模規模規模ややややコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティの成の成の成の成熟熟熟熟度などによって、計画度などによって、計画度などによって、計画度などによって、計画内容内容内容内容にもにもにもにも差異差異差異差異が生じが生じが生じが生じることがることがることがることが予測予測予測予測されされされされるるるる。このことから、地域。このことから、地域。このことから、地域。このことから、地域防防防防災計画に定める「地区災計画に定める「地区災計画に定める「地区災計画に定める「地区防防防防災計画」として災計画」として災計画」として災計画」として必必必必要と要と要と要と考考考考えらえらえらえられる標れる標れる標れる標準準準準的な的な的な的な項目項目項目項目・・・・内容内容内容内容及び作及び作及び作及び作成成成成他続他続他続他続きなどきなどきなどきなどについて記について記について記について記載載載載したしたしたした「地区「地区「地区「地区防防防防災計画災計画災計画災計画作作作作成成成成マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」を」を」を」を示示示示すこととすこととすこととすこととするするするする。。。。        4444「計画「計画「計画「計画提案提案提案提案」についての手」についての手」についての手」についての手続続続続きをきをきをきを示示示示すすすす                ・災対・災対・災対・災対法法法法施行施行施行施行規則規則規則規則第１第１第１第１条条条条のののの規規規規定を定を定を定を踏踏踏踏まえ、「計画まえ、「計画まえ、「計画まえ、「計画提案提案提案提案」に」に」に」に必必必必要な手要な手要な手要な手続続続続きのきのきのきの詳細詳細詳細詳細を定めるを定めるを定めるを定める。。。。    ※※※※災対災対災対災対法法法法施行施行施行施行規則規則規則規則第第第第 1111条条条条：地区：地区：地区：地区居居居居住者等による住者等による住者等による住者等による提案提案提案提案                                    

災害対策災害対策災害対策災害対策基基基基本本本本法法法法第第第第四十二条四十二条四十二条四十二条のののの二二二二第第第第二項二項二項二項のののの規規規規定により定により定により定により共同共同共同共同して計画して計画して計画して計画提案提案提案提案を行おうとするを行おうとするを行おうとするを行おうとする者は、その全員の者は、その全員の者は、その全員の者は、その全員の氏名及び氏名及び氏名及び氏名及び住所（住所（住所（住所（法人法人法人法人ににににあってあってあってあっては、そのは、そのは、そのは、その名称及び名称及び名称及び名称及び主たる主たる主たる主たる事事事事務所の所務所の所務所の所務所の所在在在在地）地）地）地）を記を記を記を記載載載載したしたしたした提案書提案書提案書提案書に次にに次にに次にに次に掲げ掲げ掲げ掲げるるるる図書図書図書図書をををを添添添添えて、これらを市えて、これらを市えて、これらを市えて、これらを市町村防町村防町村防町村防災会災会災会災会議議議議にににに提提提提出しなけれ出しなけれ出しなけれ出しなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。        １１１１        地区地区地区地区防防防防災計画災計画災計画災計画のののの素案素案素案素案        ２２２２        計画計画計画計画提案提案提案提案を行うことができる者であることをを行うことができる者であることをを行うことができる者であることをを行うことができる者であることを証証証証するするするする書類書類書類書類        



４ 
 

        【計画【計画【計画【計画提案提案提案提案ののののフフフフロロロローーーー】】】】                                                                5555「地区「地区「地区「地区防防防防災計画」の災計画」の災計画」の災計画」の案案案案のののの作作作作成のための支援制度等を設け成のための支援制度等を設け成のための支援制度等を設け成のための支援制度等を設けるるるる                ・・・・現現現現行の「地域行の「地域行の「地域行の「地域版防版防版防版防災災災災ママママッッッップ作プ作プ作プ作成成成成補補補補助助助助金金金金制度」の制度」の制度」の制度」の拡拡拡拡充充充充及び及び及び及び「宝塚市「宝塚市「宝塚市「宝塚市防防防防災災災災アドバイザー派遣事アドバイザー派遣事アドバイザー派遣事アドバイザー派遣事業」等の業」等の業」等の業」等の利用利用利用利用などによる「地区などによる「地区などによる「地区などによる「地区防防防防災計画」の災計画」の災計画」の災計画」の案案案案のののの作作作作成支援、計画に成支援、計画に成支援、計画に成支援、計画に基づく基づく基づく基づく地区の地区の地区の地区の防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練実施実施実施実施へへへへの支援などの支援などの支援などの支援などを行うを行うを行うを行う。。。。                注注注注）この計画の対）この計画の対）この計画の対）この計画の対象象象象のののの範範範範域を域を域を域を表表表表すすすす表現表現表現表現に「地域」に「地域」に「地域」に「地域」と「地区」があと「地区」があと「地区」があと「地区」がありますが、りますが、りますが、りますが、法令法令法令法令では「地区」をでは「地区」をでは「地区」をでは「地区」を使用使用使用使用ししししていることから、このていることから、このていることから、このていることから、この章章章章ににににおいてもおいてもおいてもおいても固有名称固有名称固有名称固有名称やややや他他他他のののの資料資料資料資料等の等の等の等の引用引用引用引用部を部を部を部を除除除除いて「地区」をいて「地区」をいて「地区」をいて「地区」を使用使用使用使用するするするする。。。。    
    

    

第２節第２節第２節第２節    各地区における「地区防災計画」の概要各地区における「地区防災計画」の概要各地区における「地区防災計画」の概要各地区における「地区防災計画」の概要    第１第１第１第１    「中山台コミュニティ地区」地区防災計画「中山台コミュニティ地区」地区防災計画「中山台コミュニティ地区」地区防災計画「中山台コミュニティ地区」地区防災計画    １１１１    計画の計画の計画の計画の名称名称名称名称    中山台中山台中山台中山台コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ地区地区地区地区防防防防災計画災計画災計画災計画    
    ２２２２    活動の活動の活動の活動の基基基基本本本本方針及び目方針及び目方針及び目方針及び目標標標標    大大大大規模規模規模規模災害が発生して災害が発生して災害が発生して災害が発生して孤孤孤孤立し、ラ立し、ラ立し、ラ立し、ライフイフイフイフララララインインインインがががが停止停止停止停止した状況した状況した状況した状況下下下下でも、地域が一でも、地域が一でも、地域が一でも、地域が一丸丸丸丸となって、発災からとなって、発災からとなって、発災からとなって、発災からの一の一の一の一週間週間週間週間を自を自を自を自分分分分たたたたちちちちで生きで生きで生きで生き延び延び延び延びることができることをることができることをることができることをることができることを目目目目標とする。標とする。標とする。標とする。    
    ３３３３    計画の対計画の対計画の対計画の対象範囲象範囲象範囲象範囲（（（（範範範範域）域）域）域）    宝塚市立中山宝塚市立中山宝塚市立中山宝塚市立中山五五五五月台月台月台月台中学校区（中山台中学校区（中山台中学校区（中山台中学校区（中山台コミュニティエコミュニティエコミュニティエコミュニティエリリリリアアアア）の全住民）の全住民）の全住民）の全住民    
    ４４４４    活動主体活動主体活動主体活動主体及び及び及び及び活動活動活動活動団団団団体体体体    中山台中山台中山台中山台コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ災害対策委員会災害対策委員会災害対策委員会災害対策委員会            ※※※※ままままちづくちづくちづくちづくりりりり協議協議協議協議会「中山台会「中山台会「中山台会「中山台コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ」における」における」における」における防防防防災の災の災の災の取取取取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進するために、自治会、管進するために、自治会、管進するために、自治会、管進するために、自治会、管理組理組理組理組合、学校合、学校合、学校合、学校園及び園及び園及び園及び施設の施設の施設の施設の代表代表代表代表者で者で者で者で構構構構成される成される成される成される組織組織組織組織                            【中山台【中山台【中山台【中山台コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ災害対策委員会】災害対策委員会】災害対策委員会】災害対策委員会】    中山中山中山中山桜桜桜桜台自治会、中山台自治会、中山台自治会、中山台自治会、中山五五五五月台自治会、中山月台自治会、中山月台自治会、中山月台自治会、中山五五五五月台月台月台月台七七七七丁目丁目丁目丁目自治会、中山自治会、中山自治会、中山自治会、中山五五五五月台月台月台月台六六六六丁目丁目丁目丁目自自自自治会、中山治会、中山治会、中山治会、中山桜桜桜桜台ラ台ラ台ラ台ラヴェニールヴェニールヴェニールヴェニール自治会、自治会、自治会、自治会、ジャルダン壱番ジャルダン壱番ジャルダン壱番ジャルダン壱番館自治会、館自治会、館自治会、館自治会、ツウィング壱番ツウィング壱番ツウィング壱番ツウィング壱番館自治館自治館自治館自治

地区防災計画 （地元案）の作成 提案書の提出 （必要書類等添付） 地域防災計画に定めるか否かの審査  
【地区】 【防災会議】 

是非の回答 地域防災計画に 地区防災計画を決定 
≪是≫ ≪否≫ 

計画に基づく各施策・事業の実施 

【市】 計画（地元案）の 作成支援・連携 
地元の取組への支援・連携 
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会、会、会、会、ツウィングツウィングツウィングツウィング宝宝宝宝塚塚塚塚中山中山中山中山弐番弐番弐番弐番館自治会館自治会館自治会館自治会、宝、宝、宝、宝塚塚塚塚中山中山中山中山ヒルズヒルズヒルズヒルズ自治会、自治会、自治会、自治会、中山中山中山中山桜桜桜桜台台台台七七七七丁目丁目丁目丁目自治会、自治会、自治会、自治会、ジャルダン弐番ジャルダン弐番ジャルダン弐番ジャルダン弐番館管館管館管館管理組理組理組理組合、合、合、合、セーセーセーセーリリリリオオオオ宝宝宝宝塚塚塚塚自治会、自治会、自治会、自治会、第第第第六六六六地区地区地区地区中山台中山台中山台中山台民生民生民生民生児童児童児童児童委員委員委員委員連絡連絡連絡連絡会、会、会、会、中山中山中山中山桜桜桜桜台小学校、中山台小学校、中山台小学校、中山台小学校、中山五五五五月台小学校、中山月台小学校、中山月台小学校、中山月台小学校、中山五五五五月台中学校、中山月台中学校、中山月台中学校、中山月台中学校、中山五五五五月台月台月台月台幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、宝、宝、宝、宝塚塚塚塚東高東高東高東高等学校、等学校、等学校、等学校、雲雀丘雲雀丘雲雀丘雲雀丘学学学学園園園園中山台中山台中山台中山台幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、晋栄晋栄晋栄晋栄福祉会中山福祉会中山福祉会中山福祉会中山ちちちちどり、どり、どり、どり、アアアアククククティティティティブラブラブラブライフイフイフイフ中山中山中山中山倶楽倶楽倶楽倶楽部、クラ部、クラ部、クラ部、クラレテレテレテレテククククノノノノ株式株式株式株式会会会会社社社社 
    ５５５５    地区の特性地区の特性地区の特性地区の特性    高高高高齢齢齢齢化化化化率率率率が高が高が高が高くくくく、、、、山山山山間間間間部を部を部を部を削削削削っっっって開発したて開発したて開発したて開発した坂坂坂坂の多い住の多い住の多い住の多い住宅宅宅宅地であ地であ地であ地である。る。る。る。    また、また、また、また、土砂土砂土砂土砂災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒区域区域区域区域もももも広範囲広範囲広範囲広範囲に存に存に存に存在在在在し、し、し、し、１つの指定避難所と１つの指定避難所と１つの指定避難所と１つの指定避難所と予予予予備避難所は、その中に備避難所は、その中に備避難所は、その中に備避難所は、その中に位位位位置してい置してい置してい置している。る。る。る。    
    ６６６６    対対対対象象象象とする災害とする災害とする災害とする災害    地震地震地震地震及び土砂及び土砂及び土砂及び土砂災害災害災害災害    

    

        ７７７７    主な活動計画主な活動計画主な活動計画主な活動計画    
    

    

    

    

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （以下略） 

平常時の平常時の平常時の平常時の取組取組取組取組    防防防防災災災災意意意意識の識の識の識の普及普及普及普及啓啓啓啓発発発発    ・定・定・定・定例例例例会会会会議議議議、、、、家庭内家庭内家庭内家庭内備備備備蓄蓄蓄蓄・住・住・住・住宅耐宅耐宅耐宅耐震震震震補補補補強の促進、自強の促進、自強の促進、自強の促進、自主主主主防防防防災会の活動強化、委員会災会の活動強化、委員会災会の活動強化、委員会災会の活動強化、委員会ニュースニュースニュースニュースの発行の発行の発行の発行    防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練の実施の実施の実施の実施    ・自主・自主・自主・自主防防防防災会、管災会、管災会、管災会、管理組理組理組理組合ごとの合ごとの合ごとの合ごとの防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練を実施を実施を実施を実施    ・年に一度の大・年に一度の大・年に一度の大・年に一度の大規模規模規模規模避難避難避難避難訓練訓練訓練訓練ををををエエエエリリリリアアアア全域で実施全域で実施全域で実施全域で実施    防防防防災災災災資資資資機機機機材材材材の整の整の整の整備・備・備・備・点検点検点検点検        ・特・特・特・特別別別別養護養護養護養護老人ホーム老人ホーム老人ホーム老人ホーム中山中山中山中山ちちちちどりに避難所どりに避難所どりに避難所どりに避難所関連物資関連物資関連物資関連物資保管場所を保管場所を保管場所を保管場所を確確確確保保保保    ・・・・訓練使用訓練使用訓練使用訓練使用時には時には時には時には在庫在庫在庫在庫のののの確認確認確認確認を実施を実施を実施を実施    情報伝達網情報伝達網情報伝達網情報伝達網のののの構構構構築築築築    ・・・・伝令伝令伝令伝令、、、、電電電電子子子子メールメールメールメール（（（（メーメーメーメーリリリリングングングングリリリリストストストスト）の活）の活）の活）の活用用用用    ・・・・携帯無線携帯無線携帯無線携帯無線機の配備を機の配備を機の配備を機の配備を検検検検討討討討    災害時の災害時の災害時の災害時の取組取組取組取組    地区災害対策本地区災害対策本地区災害対策本地区災害対策本部の立部の立部の立部の立ちちちち上上上上げげげげ    ・宝塚市・宝塚市・宝塚市・宝塚市ととととのののの連絡連絡連絡連絡体制を体制を体制を体制を確確確確立立立立    ・宝塚市からの・宝塚市からの・宝塚市からの・宝塚市からの情報情報情報情報を地域を地域を地域を地域へへへへ周知周知周知周知    安全安全安全安全確認確認確認確認    ・・・・エエエエリリリリア内ア内ア内ア内の安全の安全の安全の安全確認確認確認確認を実施を実施を実施を実施    エエエエリリリリア内ア内ア内ア内外外外外のののの連連連連絡絡絡絡手段手段手段手段    ・・・・伝令伝令伝令伝令    ・・・・無線無線無線無線    ・・・・電電電電子子子子メールメールメールメール    居居居居住住住住エエエエリリリリアアアアごとごとごとごとの避難所開設の避難所開設の避難所開設の避難所開設    ・・・・エエエエリリリリア内ア内ア内ア内の全避難所が開設された場合、地域ごとの全避難所が開設された場合、地域ごとの全避難所が開設された場合、地域ごとの全避難所が開設された場合、地域ごとに避難に避難に避難に避難    災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者（避難行動要支（避難行動要支（避難行動要支（避難行動要支援者）の支援の援者）の支援の援者）の支援の援者）の支援の取組取組取組取組    避難行動要支援避難行動要支援避難行動要支援避難行動要支援者の支援体制の者の支援体制の者の支援体制の者の支援体制の構築構築構築構築        ・避難行動要支援者・避難行動要支援者・避難行動要支援者・避難行動要支援者名名名名簿簿簿簿の管の管の管の管理理理理（（（（必必必必要に応じて要に応じて要に応じて要に応じて更新更新更新更新））））    ・災害発生時に・災害発生時に・災害発生時に・災害発生時に名名名名簿簿簿簿情報情報情報情報のののの活活活活用用用用    ・安心・安心・安心・安心メール及び防メール及び防メール及び防メール及び防災ラ災ラ災ラ災ラジオジオジオジオのののの普及普及普及普及促進促進促進促進    そのそのそのその他他他他    防防防防災災災災ママママッッッッププププのののの作作作作成成成成    ・・・・防防防防災災災災ママママッッッッププププの全の全の全の全戸戸戸戸配布配布配布配布    ・避難経路地・避難経路地・避難経路地・避難経路地図図図図のののの作作作作成成成成    
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新旧対照表 第２・３編 地震対策計画編・風水害対策計画編 頁 現     行 頁 修  正  案        20                                        

第２編第２編第２編第２編    地震対策計画編地震対策計画編地震対策計画編地震対策計画編 

第１部 災害応急対策計画 

第１章 非常時活動体制に関する基本指針 

第１節 発災直後の初動対応に関する基本指針 第３ 職員の動員・配備指令 １ 防災指令 (１) 防災指令の発令 ア 市長は、災害の規模、想定される対策の種類等により、必要な防災体制を取るため、各部の長に対し、以下の表に示す５種の区分により防災指令を発令する。 なお、市長は、特定の部に対し区分の異なる防災指令を発令することができるものとする。 イ 危機管理監は、特に市域に震度５弱以上の地震が発生したときは、本部指揮所及び各現地連絡所班を編成し初期応急活動を行わせるとともに、必要な防災指令の発令について市長に対し進言する。 区 分 防災指令の発令基準 待機指令 ◎ 災害の発生が予想されるが、警戒指令を発令するまでに至らない場合で、各部で防災対応の準備を行う等の初動体制を取る必要があるとき。 
警戒指令 ◎ 東海地震に係る判定会招集の報を受けたとき。 ◎ 市域に震度４の地震が発生したとき。    （以上２項自動発令） ◎ 大雨、洪水、暴風雨等の気象情報が発表され、市域に災害の発生のおそれがあるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

第１号配備指令 
◎ 東海地震に係る警戒宣言発令の報を受けたとき。 ◎ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 ◎ 市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたとき。  （以上３項自動発令） ◎ 市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

第２号配備指令 ◎ 市域に震度５強の地震が発生したとき。  （自動発令） ◎ 市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ◎ 市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。   

       20                                           

第２編第２編第２編第２編    地震対策計画編地震対策計画編地震対策計画編地震対策計画編 

第１部 災害応急対策計画 

第１章 非常時活動体制に関する基本指針 

第１節 発災直後の初動対応に関する基本指針 第３ 職員の動員・配備指令 １ 防災指令 (１) 防災指令の発令 ア 市長は、災害の規模、想定される対策の種類等により、必要な防災体制を取るため、各部の長に対し、以下の表に示す５種の区分により防災指令を発令する。 なお、市長は、特定の部に対し区分の異なる防災指令を発令することができるものとする。 イ 危機管理監は、特に市域に震度５弱以上の地震が発生したときは、本部指揮所及び各現地連絡所班を編成し初期応急活動を行わせるとともに、必要な防災指令の発令について市長に対し進言する。 区 分 防災指令の発令基準 待機指令 自自自自宅宅宅宅待待待待機機機機    ◎◎◎◎災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え気気気気象象象象状況等の状況等の状況等の状況等の変変変変化に化に化に化に注意注意注意注意をををを必必必必要とするとき要とするとき要とするとき要とするとき。。。。◎ 災害の発生が予想されるが、警戒指令を発令するまでに至らない場合で、各部で防災対応の準備を行う等の初動体制を取る必要があるとき。 連絡連絡連絡連絡員員員員    待待待待機機機機    ◎気◎気◎気◎気象情報象情報象情報象情報等から、等から、等から、等から、今今今今後状況の後状況の後状況の後状況の推推推推移移移移によっては災害によっては災害によっては災害によっては災害警戒警戒警戒警戒本部の設置が本部の設置が本部の設置が本部の設置が必必必必要と要と要と要と認認認認められたときめられたときめられたときめられたとき。。。。 警戒指令 第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    ◎気◎気◎気◎気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により、等により、等により、等により、水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想想想想箇箇箇箇所所所所及び及び及び及びそのそのそのその他他他他の地域のの地域のの地域のの地域の巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒をををを必必必必要とするとき要とするとき要とするとき要とするとき。。。。 第第第第２２２２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    ◎ 東海地震に係る判定会招集の報を受けたとき。 ◎ 市域に震度４の地震が発生したとき。    （以上２項自動発令） ◎ 大雨、洪水、暴風雨等の気象情報が発表され、市域に災害の発生のおそれがあるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
第１号配備指令 ◎ 東海地震に係る警戒宣言発令の報を受けたとき。 ◎ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 ◎  市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたと    き。  （以上３項自動発令） ◎ 市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ◎◎◎◎    県県県県においてにおいてにおいてにおいて水水水水防防防防指指指指令令令令が発が発が発が発令令令令されたとき（状況に応じされたとき（状況に応じされたとき（状況に応じされたとき（状況に応じ防防防防災指災指災指災指令令令令２２２２～～～～３３３３号号号号とすとすとすとするるるる※※※※））））    ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき 第２号配備指令 ◎ 市域に震度５強の地震が発生したとき。  （自動発令） ◎ 市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ◎ 市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。   

表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 位置 : 水平方向 : 左, 基準: 段, 垂直方向 : 標準, 基準 : 余白,水平方向 :  0 字, 折り返しあり書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 標準, インデント : 左 :  0mm, ぶら下げインデント :  0.82 字, 最初の行 :  -0.82 字, 行間 :  1 行, 位置 : 水平方向 : 左, 基準 : 段, 垂直方向 : 標準, 基準 : 余白, 水平方向 :  0字, 折り返しあり書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: インデント : 最初の行 :  1字, 位置 : 水平方向 : 左, 基準 : 段,垂直方向 : 標準, 基準 : 余白, 水平方向 :  0 字, 折り返しあり
表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: フォント : ＭＳ 明朝, 太字,下線, フォントの色 : 赤書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 標準, インデント : 左 :  0mm, ぶら下げインデント :  1 字, 最初の行 :  -1 字, 行間 :  1 行, 位置 :水平方向 : 左, 基準 : 段, 垂直方向 :標準, 基準 : 余白, 水平方向 :  0 字,折り返しあり
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第３号配備指令 ◎ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動発令） ◎ 市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したとき、又は発生することが予測されるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。  ２ 配備体制  各部の長は、市長の防災指令に基づき、次の各号の区分による配備体制を取るものとする。配備体制を取るための動員命令の各職員への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話及び無線とし、勤務時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また各部の所属職員は、上記の表に掲げる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、それぞれの動員命令が発令されたものとして、配置に付くものとする。 なお、特に市域に震度６弱以上の地震が発生した場合は危機管理監の指揮に基づき本部指揮所及び各現地連絡所班がラジオ・テレビ等放送機関に対し、動員連絡のための緊急放送を要請することができる。 区  分 配備体制の動員基準 待機配備体制 ※待機指令時 ◎ 待機指令時に、各部の長が必要と認めた職員を配備する。（災害対策本部組織各部門に該当する部のグループごとに必要最小限の要員を動員・配備する。） ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、警戒配備体制該当職員は自宅待機とする。  
警戒配備体制 ※警戒指令時 

◎ 警戒指令時に、各部の長が必要と認めた職員を配備する。 ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、第１号配備体制該当職員は自宅待機とする。         第１号配備体制 ※第１号配備指令時 ◎ 本部指揮所及び各現地連絡所班要員となっている職員を配備する。 ◎ 併せて局地的災害の発生に対して、各部の災害対策本部組織上分掌する対策を実施するために必要な要員を配備する。 （各部に所属する職員の１～２割をめやすとする。） ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、第２号配備体制該当職員は自宅待機とする。  第２号配備体制 ※第２号配備指令時 ◎ 各部の係長以上の職員を配備する。 ◎ 併せて中規模の災害の発生に対して、各部の災害対策本部組織上分掌する対策を実施するために必要な要員を配備する。 （各部に所属する職員の４～５割をめやすとする） ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、第３号配備体制該当職員は自宅待機とする。 第３号配備体制 ※第３号配備指令時 ◎ 各部の所属職員全員を配備する。  
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第３号配備指令 ◎ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動発令） ◎ 市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したとき、又は発生することが予測されるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。    ２ 配備体制  各部の長は、市長の防災指令に基づき、次の各号の区分による配備体制を取るものとする。配備体制を取るための動員命令の各職員への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話及び無線とし、勤務時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また各部の所属職員は、上記の表に掲げる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、それぞれの動員命令が発令されたものとして、配置に付くものとする。 なお、特に市域に震度６弱以上の地震が発生した場合は危機管理監の指揮に基づき本部指揮所及び各現地連絡所班がラジオ・テレビ等放送機関に対し、動員連絡のための緊急放送を要請することができる。 区  分 配備体制の動員基準 待機配備 体制 ※待機 指令時 自自自自宅宅宅宅待待待待機機機機    ◎◎◎◎気気気気象象象象状況等により、状況等により、状況等により、状況等により、警戒警戒警戒警戒配備体制に配備体制に配備体制に配備体制に移移移移行したときに直行したときに直行したときに直行したときに直ちちちちにににに招集招集招集招集できるようできるようできるようできるよう災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部員は本部員は本部員は本部員は自自自自宅宅宅宅待待待待機機機機 ◎◎◎◎災害対策本部の本部災害対策本部の本部災害対策本部の本部災害対策本部の本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部員の一部員の一部員の一部職職職職員の自員の自員の自員の自宅宅宅宅待待待待機機機機 連絡連絡連絡連絡員員員員    待待待待機機機機    ◎◎◎◎本本本本部部部部班班班班の一部の一部の一部の一部職職職職員を員を員を員を情報情報情報情報収集収集収集収集・・・・伝達伝達伝達伝達等のため等のため等のため等のため招集招集招集招集    ◎◎◎◎そのそのそのその他他他他の災害の災害の災害の災害警戒警戒警戒警戒本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機 警戒配備 体制 ※警戒 指令時 
第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    ◎◎◎◎災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部（第１本部（第１本部（第１本部（第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制）の設置）の設置）の設置）の設置    ◎◎◎◎第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制関関関関係係係係本部員の本部員の本部員の本部員の招集招集招集招集    ◎◎◎◎本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ◎◎◎◎そのそのそのその他他他他の第２の第２の第２の第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制関関関関係係係係本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機 第２第２第２第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    ◎◎◎◎災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部（第２本部（第２本部（第２本部（第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制）の設置）の設置）の設置）の設置    ◎◎◎◎全全全全警戒警戒警戒警戒本部員の本部員の本部員の本部員の招集招集招集招集    ◎◎◎◎本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ◎◎◎◎災害対策本災害対策本災害対策本災害対策本部員は自部員は自部員は自部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機    ◎◎◎◎災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各班班班班は災害の発生に備えて各は災害の発生に備えて各は災害の発生に備えて各は災害の発生に備えて各班班班班内内内内の体制の体制の体制の体制及び及び及び及び所所所所掌掌掌掌事事事事務の務の務の務の確確確確認認認認 第１号配備体制 ※第１号配備指令時 ◎本部指揮所要員の招集配備 ◎１号配備対象職員（管理職）の招集 ◎◎◎◎本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ◎その他の２号配備対象職員（係長職以上）の自宅待機 ◎◎◎◎災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各班班班班はははは分分分分掌掌掌掌するするするする水水水水防防防防又は災害対策の実施に備えて各又は災害対策の実施に備えて各又は災害対策の実施に備えて各又は災害対策の実施に備えて各班班班班内内内内のののの体制体制体制体制構築及び構築及び構築及び構築及び所所所所掌掌掌掌事事事事務の実施務の実施務の実施務の実施準準準準備備備備        第２号配備体制 ※第２号配備指令時 ◎２号配備対象職員（係長職）の招集 ◎◎◎◎本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ◎その他の全職員（３号配備）の自宅待機 ◎◎◎◎状況に応じて「避難状況に応じて「避難状況に応じて「避難状況に応じて「避難勧告勧告勧告勧告」の発」の発」の発」の発令令令令    

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 位置 : 水平方向 : 左, 基準: 段, 垂直方向 : 標準, 基準 : 余白,水平方向 :  0 字, 折り返しあり
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第３編第３編第３編第３編    風水害風水害風水害風水害対策計画編対策計画編対策計画編対策計画編 

第１部 災害警戒対策計画 
第１章 警戒時活動体制に関する基本指針 

第１節 気象予警報発表時の初動対応  ２ 気象予警報発表時における初動対応の基本的考え方 基 本 的 考 え 方 
市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴風雨等の気象警報が発表され、宝塚市水防本部（以下｢水防本部｣という。）が設置されたときは、災害警戒本部（この節において以下「警戒本部」という。）を設置するものとする。 本市域に関係する地域内に大雨、洪水等の気象注意報が発表されるとともに、県水防指令が発令され、水防本部が設置された場合は、今後の気象情報の推移を見守り必要があれば警戒本部を設置するものとする。 その場合、都市安全部は、水防本部と連絡調整を図り水防本部の支援活動と災害対策本部の設置準備を行うものとする。ただし、警戒本部が設置されていない場合においても、水防本部が設置されている場合は、連絡員を派遣するものとする。 ◎ 気象情報、水防指令、雨量・水位に関する情報 河川・ため池の堤防、急傾斜地等は、洪水、土砂崩れ等の災害が発生する可能性がある。そのため、市は、気象情報、水防指令、雨量・水位に関する情報については、特に留意し必要に応じて特別な警戒体制を確立する必要がある。        

第２節 災害警戒本部 １ 災害警戒本部 (１) 設置 ア 市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴風雨等の気象警報が発表され、宝塚市水防本部（以下｢水防本部｣という。）が設置されたときは、警戒本部（この節において以下「警戒本部」という。）を設置する。 イ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、警戒本部を設置することができる。 (ア) 本市域に関係する地域内に大雨、洪水等の気象注意報が発表されるとともに、県水防指令が発令され、水防本部が設置された場合。 (イ) その他、市長が警戒本部を設置する必要があると認めたとき。     (２) 警戒本部は、水防本部の支援活動と災害対策本部の設置準備を行う。  (３) 警戒本部の要員。 警戒本部の長等各級責任者となる職員のめやす 区分  平常時職名  事務分掌  警戒本部長  □副市長 □警戒本部配備職員の指揮監督  警戒  副本部長  
□危機管理監 □警戒本部長の補佐  □警戒本部長が不在若しくは事故あるときの代理     

                      367           373                 

第３号配備体制 ※第３号配備指令時 ◎全職員（３号配備）の招集 ◎◎◎◎現現現現地地地地連絡連絡連絡連絡所所所所班班班班の配備の配備の配備の配備    
 

第３編第３編第３編第３編    風水害風水害風水害風水害対策計画編対策計画編対策計画編対策計画編 

第１部 災害警戒対策計画 
第１章 警戒時活動体制に関する基本指針 

第１節 気象予警報発表時の初動対応 

 ２ 気象予警報発表時における初動対応の基本的考え方 
基 本 的 考 え 方 

市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により、等により、等により、等により、水水水水害危害危害危害危険険険険予予予予想箇想箇想箇想箇所所所所及び及び及び及びそのそのそのその他他他他の地域のの地域のの地域のの地域の巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒をををを必必必必要とする要とする要とする要とするときは、宝塚ときは、宝塚ときは、宝塚ときは、宝塚市市市市水水水水防防防防計画に計画に計画に計画に基づ基づ基づ基づきききき警戒警戒警戒警戒指指指指令令令令を発を発を発を発令令令令し、し、し、し、災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部本部本部本部（この（この（この（この節節節節においてにおいてにおいてにおいて以下以下以下以下「「「「警戒警戒警戒警戒本部」という。）本部」という。）本部」という。）本部」という。）暴風雨等の気象警報が発表され、宝塚市水防本部（以下｢水防本部｣という。）が設置されたときは、警戒本部を設置するものとする。 また、市長は、また、市長は、また、市長は、また、市長は、気気気気象象象象状況等により状況等により状況等により状況等により警戒警戒警戒警戒配備体制には配備体制には配備体制には配備体制には至至至至らないが、各部でらないが、各部でらないが、各部でらないが、各部で防防防防災対応の災対応の災対応の災対応の準準準準備を行う等備を行う等備を行う等備を行う等の初動体制をとるの初動体制をとるの初動体制をとるの初動体制をとる必必必必要があると要があると要があると要があると認認認認めたときは「めたときは「めたときは「めたときは「待待待待機指機指機指機指令令令令」を発」を発」を発」を発令令令令し宝塚市災害対策本部設置要し宝塚市災害対策本部設置要し宝塚市災害対策本部設置要し宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱第第第第６６６６条条条条にににに基づく基づく基づく基づく待待待待機配備体制を機配備体制を機配備体制を機配備体制を取取取取るようにるようにるようにるように警戒警戒警戒警戒本部長に本部長に本部長に本部長に命命命命じじじじることとする。ることとする。ることとする。ることとする。    警戒警戒警戒警戒本部長は本部長は本部長は本部長は状況に応じ、状況に応じ、状況に応じ、状況に応じ、勤勤勤勤務時務時務時務時間間間間外外外外であれであれであれであればばばば、、、、警戒警戒警戒警戒本部員全本部員全本部員全本部員全員の自員の自員の自員の自宅宅宅宅待待待待機又は本部機又は本部機又は本部機又は本部班班班班のののの職職職職場に場に場に場におけるおけるおけるおける連絡連絡連絡連絡員員員員待待待待機（この場合機（この場合機（この場合機（この場合他他他他のののの警戒警戒警戒警戒本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機）の配備機）の配備機）の配備機）の配備体制をとることとする。体制をとることとする。体制をとることとする。体制をとることとする。    警戒警戒警戒警戒本部は、本部は、本部は、本部は、警戒警戒警戒警戒本部長の本部長の本部長の本部長の判断判断判断判断により、次の段階に応じて設置を行うことができるものとする。により、次の段階に応じて設置を行うことができるものとする。により、次の段階に応じて設置を行うことができるものとする。により、次の段階に応じて設置を行うことができるものとする。    （（（（1111）第１）第１）第１）第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱第６第６第６第６条条条条のののの規規規規定又は定又は定又は定又は水水水水防防防防計画の計画の計画の計画の規規規規定に定に定に定に基づく警戒基づく警戒基づく警戒基づく警戒指指指指令令令令により第１段階のにより第１段階のにより第１段階のにより第１段階の警戒警戒警戒警戒配備体制（配備体制（配備体制（配備体制（職職職職場場場場待待待待機・機・機・機・巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。    （（（（2222）第２）第２）第２）第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱第６第６第６第６条条条条のののの規規規規定又は定又は定又は定又は水水水水防防防防計画の計画の計画の計画の規規規規定に定に定に定に基づく警戒基づく警戒基づく警戒基づく警戒指指指指令令令令により第２段階のにより第２段階のにより第２段階のにより第２段階の警戒警戒警戒警戒配備体制（風配備体制（風配備体制（風配備体制（風水水水水害発生害発生害発生害発生へへへへの対の対の対の対処処処処に備えたに備えたに備えたに備えた警戒警戒警戒警戒を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。 本市域に関係する地域内に大雨、洪水等の気象注意報が発表されるとともに、県水防指令が発令され、水防本部が設置された場合は、今後の気象情報の推移を見守り必要があれば警戒本部を設置するものとする。 その場合、都市安全部は、水防本部と連絡調整を図り水防本部の支援活動と災害対策本部の設置準備を行うものとする。ただし、警戒本部が設置されていない場合においても、水防本部が設置されている場合は、連絡員を派遣するものとする。 ◎ 気象情報、水防指令、雨量・水位に関する情報 河川・ため池の堤防、急傾斜地等は、洪水、土砂崩れ等の災害が発生する可能性がある。そのため、市は、気象情報、水防指令、雨量・水位に関する情報については、特に留意し必要に応じて特別な警戒体制を確立する必要がある。 
 

第２節 災害警戒本部 １ 災害警戒本部 (１) 設置 ア 市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により、等により、等により、等により、市域に災市域に災市域に災市域に災害の発生のおそれ害の発生のおそれ害の発生のおそれ害の発生のおそれがあるときは、宝塚市災害対策本部設置要があるときは、宝塚市災害対策本部設置要があるときは、宝塚市災害対策本部設置要があるときは、宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱のののの規規規規定に定に定に定に基づ基づ基づ基づきききき警戒警戒警戒警戒指指指指令令令令を発を発を発を発令令令令し、し、し、し、災害警戒本部（この節において以下「警戒本部」という。）暴風雨等の気象警報が発表され、宝塚市水防本部（以下｢水防本部｣という。）が設置されたときは、警戒本部を設置する。 イ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、警戒本部を設置することができる。 
(ア) 本市域に関係する地域内に大雨、洪水等の気象注意報が発表されるとともに、県水県水県水県水防防防防指指指指令令令令が発が発が発が発令令令令された場合。された場合。された場合。された場合。県水防指令が発令され、水防本部が設置された場合。 ((((イイイイ))))    武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「水水水水防団防団防団防団待待待待機機機機水水水水位位位位（通（通（通（通報報報報水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「後「後「後「氾濫氾濫氾濫氾濫注意注意注意注意水水水水位位位位（（（（警戒警戒警戒警戒水水水水位位位位）ま）ま）ま）まで上で上で上で上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるとき。まれるとき。まれるとき。まれるとき。    

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: フォント : 太字, 下線, フォントの色 : 赤

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 標準, インデント : 左 :  3字, ぶら下げインデント :  2 字, 1 行の文字数を指定時に右のインデント幅を自動調整しない, 日本語と英字の間隔を自動調整しない, 日本語と数字の間隔を自動調整しない
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警戒  副本部長補佐  
□都市安全部長 □警戒副本部長の補佐 □警戒副本部長が不在時の代理  

警戒  本部員  

□危機管理室長     ※ □生活安全室長     ※ □建設室長       ※ 
□災害対策本部設置要綱別表第２に準ずる 

□道路管理課長     ※ □政策推進課長 □市民相談課長 □広報課長 □総務課長 □住まい政策課長    ※ □いきがい福祉課長 □子ども政策課長 □環境政策課長     ※ □商工勤労課長      □教育委員会教育企画課長 □市立病院経営統括部課長 □上下水道局総務課長 □警防課長       ※           
第３節 警戒対策要員の確保 １ 基本方針 市長が災害警戒本部（この節において以下「警戒本部」という。）設置の必要性を認めたとき、副市長は危機管理監に宝塚市災害対策本部設置要綱第５条に基づく配備体制を取るように命じ、危機管理監はその状況に応じた配備体制を取るものとする。 勤務時間中であれば、防災指令のうち「警戒配備指令」を発令し、警戒本部員以上の職員は執務場所で待機する。 なお、各部は事前に警戒配備指令で必要と認められる職員を事前に指名しておくものとする。 勤務時間外であれば、待機配備体制とし本部班のうち都市安全部総合防災課は、職場待機とするが、他の班は自宅待機とする。 配備体制についても、災害の規模、状況により、配備体制の規模を危機管理監の権限により柔軟に変更ができるものとする。    ２ 防災指令 (１) 防災指令の発令 ア 市長は、災害の規模、想定される対策の種類等により、必要な防災体制を取るため、各部の長に対し、以下の表に示す５種の区分により防災指令を発令する。 なお、市長は、特定の部に対し区分の異なる防災指令を発令することができるものとする。  
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    ((((ウウウウイイイイ)))) その他、市長が警戒本部を設置する必要があると認めたとき。  (２) 災害警戒本部は、気気気気象情報象情報象情報象情報のののの把握把握把握把握、危険、危険、危険、危険箇箇箇箇所の所の所の所の警戒警戒警戒警戒・・・・巡視巡視巡視巡視、災害対策本部の設置、災害対策本部の設置、災害対策本部の設置、災害対策本部の設置準準準準備等備等備等備等水防本部の支援活動と災害対策本部の設置準備を行う。 (３) 災害警戒本部の要員。 災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の長等各級責任者となる職員のめやす 区分 平常時職名 事務分掌 体制 警戒本部長 □危機管理監□危機管理監□危機管理監□危機管理監    □災害警戒本部配備職員の指揮監督 
    第第第第１１１１    警警警警戒戒戒戒体体体体制制制制      第第第第２２２２警警警警戒戒戒戒体体体体制制制制    

警戒 副本部長 □都市安全部長□都市安全部長□都市安全部長□都市安全部長    □都市整備部長□都市整備部長□都市整備部長□都市整備部長    □上下水道局長□上下水道局長□上下水道局長□上下水道局長    □警戒本部長の補佐 □警戒本部長が不在若しくは事故あるときの代理 警戒副本部長補佐 □危機管理室長□危機管理室長□危機管理室長□危機管理室長    □生活安全室長□生活安全室長□生活安全室長□生活安全室長    □建設室長□建設室長□建設室長□建設室長    □北部整備担当次長□北部整備担当次長□北部整備担当次長□北部整備担当次長    □都市整備室長□都市整備室長□都市整備室長□都市整備室長    □建築住宅室長□建築住宅室長□建築住宅室長□建築住宅室長    □上下水道施設部長□上下水道施設部長□上下水道施設部長□上下水道施設部長    □警戒副本部長の補佐 □警戒副本部長が不在時等の代理 
 警  戒  本  部  員 

□広報課長□広報課長□広報課長□広報課長    □災害警戒本部設置要綱による （職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） □水政課長□水政課長□水政課長□水政課長    □道路管理課長□道路管理課長□道路管理課長□道路管理課長    □北部整備課長□北部整備課長□北部整備課長□北部整備課長    □□□□開発開発開発開発審査課長審査課長審査課長審査課長    □住まい政策課長□住まい政策課長□住まい政策課長□住まい政策課長    □警防課長□警防課長□警防課長□警防課長    □下水□下水□下水□下水道課長道課長道課長道課長    □総合防災課長□総合防災課長□総合防災課長□総合防災課長    □政策推進課長 □災害警戒本部設置要綱による （風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） □市民相談課長 □総務課長 □□□□高齢高齢高齢高齢福祉課長福祉課長福祉課長福祉課長    □子ども政策課長 □環境政策課長 □北部地域調整担当次長    □商工勤労課長 □教育委員会教育企画課長 □市立病院経営統括部課長 □上下水道局経営管理部長 □上下水道局総務課長 
 

 

第３節 警戒対策要員の確保 １ 基本方針 市長が警戒本部設置の必要性を認めたときは、「「「「警戒警戒警戒警戒配備指配備指配備指配備指令令令令」を発」を発」を発」を発令令令令し、し、し、し、警戒警戒警戒警戒本部長に本部長に本部長に本部長に副市長は危機管理監に宝塚市災害対策本部設置要綱第５条に基づく配備体制を取るように命じ、警戒警戒警戒警戒本部長本部長本部長本部長危機管理監は第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制又は第２体制又は第２体制又は第２体制又は第２警戒警戒警戒警戒体制の配備体制をとる体制の配備体制をとる体制の配備体制をとる体制の配備体制をとるその状況に応じた配備体制を取るものとする。 この場合、この場合、この場合、この場合、勤務時間中であれば、防災指令のうち「警戒配備指令」を発令し、警戒本部員以上の職員は執務場所で待機する。又又又又勤勤勤勤務時務時務時務時間間間間外外外外であれであれであれであれば警戒ば警戒ば警戒ば警戒本部員は本部（市役所本部員は本部（市役所本部員は本部（市役所本部員は本部（市役所庁舎庁舎庁舎庁舎等）に参等）に参等）に参等）に参集集集集するとともに、災するとともに、災するとともに、災するとともに、災害対策本部第１害対策本部第１害対策本部第１害対策本部第１号号号号配備配備配備配備該該該該当当当当職職職職員は自員は自員は自員は自宅宅宅宅待待待待機とする。機とする。機とする。機とする。    なお、各部は事前に警戒配備指令で必要と認められる職員を事前に指名しておくものとする。 また、市長は、また、市長は、また、市長は、また、市長は、気気気気象象象象状況等により状況等により状況等により状況等により警戒警戒警戒警戒配備体制には配備体制には配備体制には配備体制には至至至至らないが、各部でらないが、各部でらないが、各部でらないが、各部で防防防防災対応の災対応の災対応の災対応の準準準準備を行う等の初動備を行う等の初動備を行う等の初動備を行う等の初動体制をとる体制をとる体制をとる体制をとる必必必必要があると要があると要があると要があると認認認認めたときは「めたときは「めたときは「めたときは「待待待待機指機指機指機指令令令令」を発」を発」を発」を発令令令令し宝塚市災害対策本部設置要し宝塚市災害対策本部設置要し宝塚市災害対策本部設置要し宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱第６第６第６第６条条条条にににに基づく基づく基づく基づく

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: インデント : 最初の行 : 2.55 字書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: フォント : 太字, 下線, フォントの色 : 赤書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: インデント : ぶら下げインデント :  2.49 字, 左  1 字, 最初の行 : -2.49 字表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: フォント : ＭＳ 明朝書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 1 行の文字数を指定時に右のインデント幅を自動調整しない, 日本語と英字の間隔を自動調整しない, 日本語と数字の間隔を自動調整しない書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: フォント : ＭＳ 明朝, 太字,下線, フォントの色 : 赤
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イ 危機管理監は、特に夜間・休日等に災害が発生し、かつ人的被害軽減のため迅速な対応を行う必要があると認めたときは、本部指揮所及び必要と認める地区における各現地連絡所班を編成し初期応急活動を行わせるとともに、必要な防災指令の発令について市長に対し進言する。 区分 防災指令の発令基準 
待機指令 ◎ 災害の発生が予想されるが、警戒指令を発令するまでに至らない場合で、各部で防災対応の準備を行う等の初動体制を取る必要があるとき。 

警戒指令 
◎ 大雨、洪水及び暴風雨等の気象警報が発表され、市域に災害の発生のおそれがあるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

第１号配備指令 ◎ 市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ◎ 市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
第２号配備指令 ◎ 市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ◎ 市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
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待待待待機配備体制を機配備体制を機配備体制を機配備体制を取取取取るようにるようにるようにるように警戒警戒警戒警戒本部長に本部長に本部長に本部長に命命命命じることとする。じることとする。じることとする。じることとする。    警戒警戒警戒警戒本部長は状況に応じ、本部長は状況に応じ、本部長は状況に応じ、本部長は状況に応じ、勤勤勤勤務時務時務時務時間間間間外外外外であれであれであれであればばばば、、、、警戒警戒警戒警戒本部員全員の自本部員全員の自本部員全員の自本部員全員の自宅宅宅宅待待待待機又は本部機又は本部機又は本部機又は本部班班班班のののの職職職職場における場における場における場における連絡連絡連絡連絡員員員員待待待待機（この場合機（この場合機（この場合機（この場合他他他他のののの警戒警戒警戒警戒本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機）の配備体制をとることとする。機）の配備体制をとることとする。機）の配備体制をとることとする。機）の配備体制をとることとする。    勤務時間外であれば、待機配備体制とし本部班のうち都市安全部総合防災課は、職場待機とするが、他の班は自宅待機とする。 配備体制についても、災害の規模、状況により、配備体制の規模を危機管理監の権限により柔軟に変更ができるものとする。  ２ 防災指令 (１) 防災指令の発令 ア 市長は、災害の規模、想定される対策の種類等により、必要な防災体制を取るため、各部の長に対し、以下の表に示す５種の区分により防災指令を発令する。 なお、市長は、特定の部に対し区分の異なる防災指令を発令することができるものとする。  イ 危機管理監は、特に夜間・休日等に災害が発生し、かつ人的被害軽減のため迅速な対応を行う必要があると認めたときは、本部指揮所及び必要と認める地区における各現地連絡所班を編成し初期応急活動を行わせるとともに、必要な防災指令の発令について市長に対し進言する。 区分 防災指令の発令基準 
待機指令 自自自自宅宅宅宅待待待待機機機機    １大雨、１大雨、１大雨、１大雨、洪水洪水洪水洪水、強風、その、強風、その、強風、その、強風、その他他他他のののの注意報注意報注意報注意報が発が発が発が発表表表表され、され、され、され、今今今今後後後後気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等等等等へへへへのののの進進進進展展展展がががが予測予測予測予測されるときされるときされるときされるとき    ２市域が、２市域が、２市域が、２市域が、今今今今後台風の後台風の後台風の後台風の影響影響影響影響下下下下となることがとなることがとなることがとなることが予測予測予測予測されるときされるときされるときされるとき    ３その３その３その３その他他他他、、、、水水水水防防防防及び及び及び及び災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え気気気気象象象象状況等の状況等の状況等の状況等の変変変変化に化に化に化に注意注意注意注意をををを必必必必要と要と要と要とするときするときするときするとき 連絡連絡連絡連絡員員員員待待待待機機機機    １大雨、１大雨、１大雨、１大雨、洪水洪水洪水洪水、、、、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象象象象警報警報警報警報発発発発表表表表等により、等により、等により、等により、今今今今後の後の後の後の気気気気象象象象状況に状況に状況に状況に警警警警戒戒戒戒を要するを要するを要するを要するときときときとき    ２２２２気気気気象情報象情報象情報象情報等から、等から、等から、等から、今今今今後状況の後状況の後状況の後状況の推推推推移移移移によっては災害によっては災害によっては災害によっては災害警戒警戒警戒警戒本部の設置が本部の設置が本部の設置が本部の設置が必必必必要と要と要と要と認認認認められたときめられたときめられたときめられたとき 
警戒指令 第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    １大雨、１大雨、１大雨、１大雨、洪水洪水洪水洪水、、、、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により等により等により等により、、、、水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所所所所及及及及びびびびそのそのそのその他他他他の地域の地域の地域の地域のののの巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒をををを必必必必要とするとき要とするとき要とするとき要とするとき    （台風の接近、又は（台風の接近、又は（台風の接近、又は（台風の接近、又は予報予報予報予報値値値値が時が時が時が時間間間間雨雨雨雨量量量量 20202020mmmmmmmm 若若若若ししししくくくくはははは連続連続連続連続雨雨雨雨量量量量 100100100100mmmmmmmm をををを超超超超ええええるとき等をめやすとする）るとき等をめやすとする）るとき等をめやすとする）るとき等をめやすとする）    ２２２２武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「水水水水防団防団防団防団待待待待機機機機水水水水位位位位（通（通（通（通報報報報水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「後「後「後「氾濫氾濫氾濫氾濫注意注意注意注意水水水水位位位位（（（（警戒警戒警戒警戒水水水水位位位位）」まで上）」まで上）」まで上）」まで上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるときまれるときまれるときまれるとき    ３３３３県県県県においてにおいてにおいてにおいて水水水水防防防防指指指指令令令令が発が発が発が発令令令令されたとき（状況に応じされたとき（状況に応じされたとき（状況に応じされたとき（状況に応じ防防防防災指災指災指災指令令令令１１１１～～～～３３３３号号号号を発を発を発を発令令令令（第１（第１（第１（第１号～号～号～号～第３第３第３第３号号号号配備体制）する配備体制）する配備体制）する配備体制）する※※※※））））    第２第２第２第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    １東１東１東１東海海海海地震に地震に地震に地震に係係係係るるるる判判判判定会定会定会定会招集招集招集招集のののの報報報報を受けたときを受けたときを受けたときを受けたとき    ２市域に震度４の地震が発生したとき２市域に震度４の地震が発生したとき２市域に震度４の地震が発生したとき２市域に震度４の地震が発生したとき    （（（（以以以以上自動発上自動発上自動発上自動発令令令令））））    ３大雨、３大雨、３大雨、３大雨、洪水洪水洪水洪水、、、、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により等により等により等により、市、市、市、市域に災害の発生の域に災害の発生の域に災害の発生の域に災害の発生のおそれがあおそれがあおそれがあおそれがあるときるときるときるとき    ４災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき 

表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更
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第３号配備指令 ◎ 市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したとき、又は発生することが予測されるとき。 ◎ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。    ３ 配備体制 各部の長は、市長の防災指令に基づき、次の各号の区分による配備体制を取るものとする。 配備体制を取るための動員命令の各職員への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話及び無線とし、勤務時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また、各部の所属職員は、上記の表にかかげる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、それぞれの動員命令が発令されたものとして、配置に付くものとする。 なお、特に緊急を要すると認めた場合は、危機管理監の指揮に基づき本部指揮所及び各現地連絡所班がラジオ・テレビ等放送機関に対し、動員連絡のための緊急放送を要請することができる。 区 分 配備体制の動員基準 待機配備体制 ※待機指令時 ◎ 待機指令時に、各部の長が必要と認めた職員を配備する。（本部組織各部門に該当する部のグループごとに必要最小限の要員を動員・配備する）。 ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、警戒配備体制該当職員は自宅待機とする。 
警戒配備体制 ※警戒指令時 

◎ 警戒指令時に、各部の長が必要と認めた職員を配備する。 ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、第１号配備体制該当職員は自宅待機とする。 
第１号配備体制 ※第１号配備指令時 ◎ 本部指揮所及び各現地連絡所班要員となっている職員を配備する。 ◎ 併せて局地的災害の発生に対して、各部の災害対策本部組織上分掌する対策を実施するために必要な要員を配備する。 （各部に所属する職員の１～２割をめやすとする） ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、第２号配備体制該当職員は自宅待機とする。 第２号配備体制 ※第２号配備指令時 ◎ 各部の係長以上の職員を配備する。 ◎ 併せて中規模の災害の発生に対して、各部の災害対策本部組織上分掌する対策を実施するために必要な要員を配備する。 （各部に所属する職員の４～５割をめやすとする） ◎ なお、勤務時間外に発令された場合においては、第３号配備体制該当職員は自宅待機とする。 第３号配備体制 ※第３号配備指令時 ◎ 各部の所属職員全員を配備する。  

                                                  

第１号配備指令 １東１東１東１東海海海海地震に地震に地震に地震に係係係係るるるる警戒警戒警戒警戒宣言宣言宣言宣言発発発発令令令令のののの報報報報を受けたとき。を受けたとき。を受けたとき。を受けたとき。    ２市域に震度５２市域に震度５２市域に震度５２市域に震度５弱弱弱弱の地震が発生したとき。の地震が発生したとき。の地震が発生したとき。の地震が発生したとき。    ３市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたとき （以上自動発令） ４市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ５５５５水水水水防警報防警報防警報防警報の「の「の「の「待待待待機機機機及び準及び準及び準及び準備」が発備」が発備」が発備」が発せせせせられたときられたときられたときられたとき    ６６６６武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「氾濫氾濫氾濫氾濫注意注意注意注意水水水水位位位位（（（（警戒警戒警戒警戒水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「避難後「避難後「避難後「避難判断水判断水判断水判断水位位位位（特（特（特（特別警戒別警戒別警戒別警戒水水水水位位位位）」まで上）」まで上）」まで上）」まで上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるときまれるときまれるときまれるとき    ７災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
第２号配備指令 １市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発１市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発１市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発１市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発令令令令））））    ２２２２水水水水防警報防警報防警報防警報の「出動」が発の「出動」が発の「出動」が発の「出動」が発せせせせられたときられたときられたときられたとき    ３３３３武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「避難が「避難が「避難が「避難判断水判断水判断水判断水位位位位（特（特（特（特別警戒別警戒別警戒別警戒水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「後「後「後「氾濫氾濫氾濫氾濫危危危危険険険険水水水水位位位位（（（（危険危険危険危険水水水水位位位位）」まで上）」まで上）」まで上）」まで上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるときまれるときまれるときまれるとき ４市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ５市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 ６災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 第３号配備指令 １市域に震度６弱以上の地震が発生したとき（自動発令） ２２２２武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「氾濫氾濫氾濫氾濫危険危険危険危険水水水水位位位位（危険（危険（危険（危険水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、溢水溢水溢水溢水による甚大なによる甚大なによる甚大なによる甚大な被害の発生が被害の発生が被害の発生が被害の発生が予測予測予測予測されるときされるときされるときされるとき    ３市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したとき、又は発生することが予測されるとき ４災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき ※※※※県県県県におけるにおけるにおけるにおける水水水水防防防防指指指指令令令令の対の対の対の対象及び象及び象及び象及び種種種種類類類類に応じて、本市においてもに応じて、本市においてもに応じて、本市においてもに応じて、本市においても必必必必要な要な要な要な種種種種類類類類のののの防防防防災指災指災指災指令令令令の発の発の発の発令及び令及び令及び令及び体制を体制を体制を体制を構構構構築築築築する。する。する。する。 

 ３ 配備体制 各部の長は、市長の防災指令に基づき、次の各号の区分による配備体制を取るものとする。 配備体制を取るための動員命令の各職員への伝達は、勤務時間内については口頭、庁内放送・電話及び無線とし、勤務時間外は、都市安全部及び各部において事前に定める伝達方法により行う。また、各部の所属職員は、上記の表にかかげる基準のうち「自動発令」に該当する事態の発生を知ったときは、それぞれの動員命令が発令されたものとして、配置に付くものとする。 なお、特に緊急を要すると認めた場合は、危機管理監の指揮に基づき本部指揮所及び各現地連絡所班がラジオ・テレビ等放送機関に対し、動員連絡のための緊急放送を要請することができる。 区 分 配備体制の動員基準 待機指令 自自自自宅宅宅宅待待待待機機機機    ○気○気○気○気象象象象状況等により、状況等により、状況等により、状況等により、警戒警戒警戒警戒配備体制に配備体制に配備体制に配備体制に移移移移行したときに直行したときに直行したときに直行したときに直ちちちちにににに招集招集招集招集できるようできるようできるようできるよう災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機    ○○○○災害対策本部の本部災害対策本部の本部災害対策本部の本部災害対策本部の本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部員の一部員の一部員の一部職職職職員の自員の自員の自員の自宅宅宅宅待待待待機機機機    連絡連絡連絡連絡員員員員待待待待機機機機 ○○○○本部本部本部本部班班班班の一部の一部の一部の一部職職職職員を員を員を員を情報情報情報情報収集収集収集収集・・・・伝達伝達伝達伝達等のため等のため等のため等のため招集招集招集招集    ○○○○そのそのそのその他他他他の災害の災害の災害の災害警戒警戒警戒警戒本本本本部員は自部員は自部員は自部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機    警戒指令 第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒    体制体制体制体制    ○○○○災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部（第１本部（第１本部（第１本部（第１警戒警戒警戒警戒体制）の設置体制）の設置体制）の設置体制）の設置    ○○○○第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制関関関関係係係係本部員の本部員の本部員の本部員の招集招集招集招集    ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ○○○○そのそのそのその他他他他の第２の第２の第２の第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制関関関関係係係係本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機    

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 左揃え, インデント : 左 : 0 mm, ぶら下げインデント :  1 字, 最初の行 :  -1 字, 同じスタイルの場合は段落間にスペースを追加しない書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 下線

表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: インデント : ぶら下げインデント :  1.05 字, 左  0.01 字, 最初の行 :  -1.05 字, 1 行の文字数を指定時に右のインデント幅を自動調整する, 日本語と英字の間隔を自動調整する, 日本語と数字の間隔を自動調整する書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 左揃え, 同じスタイルの場合は段落間にスペースを追加しない
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第２章 巡視警戒に関する基本指針 
第２節 土砂災害等危険箇所の巡視警戒活動 第３  土砂災害警戒情報発表時の対応 土砂災害警戒情報は、大雨警報中、さらに危険度が高まった場合に発表されるものであることから、より一層の警戒を行う必要がある。しかし、土砂災害警戒情報は市内全域に対して発表されるものであることから、これをもって直ちに避難勧告等は行わず、市内１６箇所に設置された雨量計から算出されるデータ(時間雨量、累積雨量、スネーク曲線等)をもって、避難準備情報、避難勧告の発令等を行うものとする。 
 － 土砂災害警戒情報の発表基準 － ① 兵庫県砂防課の基準（市内２箇所に設置された雨量計の観測データ、及び、２時間先までの予測雨量から算出されるスネーク曲線がＣＬを超過すること。） ② 神戸地方気象台の基準（降雨量及び６時間先までの予測雨量から算出される土壌雨量指数が過去１０年間の履歴の 3位にはいること。）以上①、②の基準をいずれも満たした場合に発表される。  １ 土砂災害警戒情報発表時の対応について 

 土砂災害警戒情報発表時は、指定避難所である小中学校を避難所として開設し、自主避難の受け入れ体制をとるものとする。 
 ２ 市の雨量観測から算出されるスネーク曲線の取り扱いについて 
 市内１６箇所に設置された雨量計のデータから作成されるスネーク曲線を、庁内ネットワーク端末から確認できる。(http://tkzamedas) これにより、ＣＬ超過の有無を確認し、下表を目安とした対応を行うものとする。                         
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第２第２第２第２警戒警戒警戒警戒    体制体制体制体制 ○○○○災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部（第１本部（第１本部（第１本部（第１警戒警戒警戒警戒体制）の設置体制）の設置体制）の設置体制）の設置    ○○○○全全全全警戒警戒警戒警戒本部員の本部員の本部員の本部員の招集招集招集招集    ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ○○○○災害対策本部員は自災害対策本部員は自災害対策本部員は自災害対策本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機    ○○○○災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各班班班班は災害の発生に備えて各は災害の発生に備えて各は災害の発生に備えて各は災害の発生に備えて各班班班班内内内内の体制の体制の体制の体制及び及び及び及び所所所所掌掌掌掌事事事事務の務の務の務の確認確認確認確認    第１号配備体制 ※第１号配備指令時 ○本部指揮所要員の招集配備 ○１号配備対象職員（管理職）の招集 ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ○その他の２号配備対象職員（係長職以上）の自宅待機 ○○○○災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各班班班班はははは分分分分掌掌掌掌するするするする水水水水防防防防又は災害対策の実施に備えて各又は災害対策の実施に備えて各又は災害対策の実施に備えて各又は災害対策の実施に備えて各班班班班内内内内の体の体の体の体制制制制構築及び構築及び構築及び構築及び所所所所掌掌掌掌事事事事務の実施務の実施務の実施務の実施準準準準備備備備    第２号配備体制 ※第２号配備指令時 ○２号配備対象職員（係長職）の招集 ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部の員の一部の員の一部の員の一部の招集招集招集招集    ○その他の全職員（３号配備）の自宅待機 第３号配備体制 ※第３号配備指令時 ○全職員（３号配備）の招集 ○○○○現現現現地地地地連絡連絡連絡連絡所所所所班班班班のののの招集招集招集招集配備配備配備配備    
第２章 巡視警戒に関する基本指針 
第２節 土砂災害等危険箇所の巡視警戒活動 第３  土砂災害警戒情報発表時の対応 土砂災害警戒情報は、大雨警報（（（（土砂土砂土砂土砂災害）災害）災害）災害）中、さらに危険度が高まった場合に発表されるものであることから、より一層の警戒を行う必要がある。しかし、土砂災害警戒情報は市内全域に対して発表されるものであることから、これをもって直ちに避難勧告等は行わず、兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県が発が発が発が発表表表表する「地域する「地域する「地域する「地域別土砂別土砂別土砂別土砂災害危険度」の災害危険度」の災害危険度」の災害危険度」の
5555ｋｍｋｍｋｍｋｍメメメメッッッッシシシシュ情報ュ情報ュ情報ュ情報またはまたはまたはまたは 1111ｋｍｋｍｋｍｋｍメメメメッッッッシシシシュ情報ュ情報ュ情報ュ情報に照らして、危険度が高まっているに照らして、危険度が高まっているに照らして、危険度が高まっているに照らして、危険度が高まっている水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所につい所につい所につい所についてててて避難準備情報、避難勧告の発令等を行うものとする。なお、このなお、このなお、このなお、この際際際際には、には、には、には、気気気気象象象象庁庁庁庁がががが公表公表公表公表するするするする土砂土砂土砂土砂災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒判判判判定定定定メメメメッッッッシシシシュ情報ュ情報ュ情報ュ情報や市や市や市や市内内内内１６１６１６１６箇箇箇箇所に設置された雨所に設置された雨所に設置された雨所に設置された雨量量量量計から計から計から計から算算算算出される出される出される出されるデデデデーーーータタタターーーー（時（時（時（時間間間間雨雨雨雨量量量量、、、、累積累積累積累積雨雨雨雨量量量量等）に等）に等）に等）についても参ついても参ついても参ついても参考考考考とする。とする。とする。とする。    
 

 

 

 １ 土砂災害警戒情報発表時の対応について 
 （１）災害対策体制（１）災害対策体制（１）災害対策体制（１）災害対策体制                「宝塚市災害対策本部設置要「宝塚市災害対策本部設置要「宝塚市災害対策本部設置要「宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱」第６」第６」第６」第６条条条条のののの規規規規定に定に定に定に基づ基づ基づ基づき、災害対策本部を設置し第１き、災害対策本部を設置し第１き、災害対策本部を設置し第１き、災害対策本部を設置し第１号号号号配備体制を配備体制を配備体制を配備体制を構構構構築築築築する。する。する。する。    
    （２）（２）（２）（２）巡視巡視巡視巡視警戒警戒警戒警戒                県県県県が発が発が発が発表表表表する地域する地域する地域する地域別土砂別土砂別土砂別土砂災害危険度において、危険度災害危険度において、危険度災害危険度において、危険度災害危険度において、危険度推推推推移移移移ググググララララフフフフが２時が２時が２時が２時間間間間後に後に後に後にＣＬＣＬＣＬＣＬをををを超超超超過することが過することが過することが過することが予測予測予測予測されている地域されている地域されている地域されている地域内内内内におけるにおけるにおけるにおける水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所について、速やかに所について、速やかに所について、速やかに所について、速やかに巡視巡視巡視巡視警戒警戒警戒警戒を行う。を行う。を行う。を行う。    （（（（３）避難対策３）避難対策３）避難対策３）避難対策    県県県県が発が発が発が発表表表表する地域する地域する地域する地域別土砂別土砂別土砂別土砂災害危険度において、危険度災害危険度において、危険度災害危険度において、危険度災害危険度において、危険度推推推推移移移移ググググララララフフフフが２時が２時が２時が２時間間間間後に後に後に後にＣＬＣＬＣＬＣＬをををを超超超超過することが過することが過することが過することが予測予測予測予測されている地域されている地域されている地域されている地域内内内内におけるにおけるにおけるにおける水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所を対所を対所を対所を対象象象象に避難に避難に避難に避難準準準準備備備備情報情報情報情報を発を発を発を発令令令令し、自主避難者の受入のし、自主避難者の受入のし、自主避難者の受入のし、自主避難者の受入のためためためため関関関関係係係係避難所を開設する。避難所を開設する。避難所を開設する。避難所を開設する。    さらに、１時さらに、１時さらに、１時さらに、１時間間間間後に後に後に後にＣＬＣＬＣＬＣＬのののの超超超超過が過が過が過が予測予測予測予測されている地域されている地域されている地域されている地域内内内内のののの水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所については、避難所については、避難所については、避難所については、避難勧告勧告勧告勧告をををを

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 左揃え, 同じスタイルの場合は段落間にスペースを追加しない
書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 左揃え, 同じスタイルの場合は段落間にスペースを追加しない
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               雨量観測点  （以下略） 超過したＣＬの種類 市の対応 避難勧告等 配備体制等 危険度 小小小小                
大大大大 崖崩れ警戒線 今後の降雨予想から、土石流警戒線を超過することが見込まれる場合、該当地域に避難準備情報を発表 ・警戒本部 ・１号配備体制 土石流警戒線 該当地域に避難勧告を発令 ・災害対策本部 ・２号配備体制 

              389                                    

発発発発令令令令するとともに、避難者の受入のため速やかに避難所を開設する。するとともに、避難者の受入のため速やかに避難所を開設する。するとともに、避難者の受入のため速やかに避難所を開設する。するとともに、避難者の受入のため速やかに避難所を開設する。    そのそのそのその他他他他の地域については、自主避難の受入に備えた体制の地域については、自主避難の受入に備えた体制の地域については、自主避難の受入に備えた体制の地域については、自主避難の受入に備えた体制及び及び及び及び避難所の開設避難所の開設避難所の開設避難所の開設準準準準備を行う。備を行う。備を行う。備を行う。    
    ※※※※水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所：所：所：所：水水水水害の発生の危険性が高いと害の発生の危険性が高いと害の発生の危険性が高いと害の発生の危険性が高いと予予予予想想想想さささされるれるれるれる箇箇箇箇所として、所として、所として、所として、アアアア道道道道路路路路途絶途絶途絶途絶予予予予想箇想箇想箇想箇所、所、所、所、イイイイ特に特に特に特に警戒警戒警戒警戒を要するためを要するためを要するためを要するため池池池池、、、、エエエエ低低低低地地地地帯帯帯帯、、、、オオオオ河川河川河川河川危険区域、危険区域、危険区域、危険区域、カカカカ山山山山崖崩崖崩崖崩崖崩れ等によるれ等によるれ等によるれ等による宅宅宅宅地危険地危険地危険地危険箇箇箇箇所に区所に区所に区所に区分分分分し、し、し、し、各区各区各区各区分分分分ごとにごとにごとにごとに毎毎毎毎年「宝塚市年「宝塚市年「宝塚市年「宝塚市水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所指定会所指定会所指定会所指定会議議議議」により指定される」により指定される」により指定される」により指定される箇箇箇箇所。ここでは、主に所。ここでは、主に所。ここでは、主に所。ここでは、主にカカカカをををを土砂土砂土砂土砂災害の対災害の対災害の対災害の対象象象象箇箇箇箇所として対策を所として対策を所として対策を所として対策を講講講講じることとする。じることとする。じることとする。じることとする。    

                                                 【【【【土砂土砂土砂土砂災害災害災害災害警戒情報警戒情報警戒情報警戒情報・・・・土砂土砂土砂土砂災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒判判判判定定定定メメメメッッッッシシシシュ情報ュ情報ュ情報ュ情報：：：：気気気気象象象象庁庁庁庁ＨＰＨＰＨＰＨＰより】より】より】より】    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【地域【地域【地域【地域別土砂別土砂別土砂別土砂災害危険度：災害危険度：災害危険度：災害危険度：兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県ＨＰＨＰＨＰＨＰののののＣＧハＣＧハＣＧハＣＧハザードマザードマザードマザードマッッッッププププより】より】より】より】    
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 （以下略） 
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新旧対照表 第４編 資料・様式編 頁 現     行 頁 修  正  案    95                                            

第３部 市の非常時組織及び車両・資機材等 

    ３－１ 宝塚市災害対策本部 ３－１－２ 宝塚市災害対策本部設置要綱 （配備体制） 第６条 本部員は、本部長の命令に基づき、次の表に定める配備体制をとらなければならない。ただし、本部長の命令がない場合にあっても、その状況に応じてその配備体制をとることができる。その場合は、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。 区分 配  備  理  由 配 備 体 制 待機配備体制 ※待機指令時  災害の発生が予想されるが警戒指令を発令するまでに至らない場合で、各部で防災対応の準備を行う等の初動体制を取る必要がある場合  待機指令時に、各部の長が必要と認めた職員を配備する。  なお、勤務時間外に発令された場合においては、警戒配備体制該当職員は自宅待機とする。 
警戒配備体制 ※警戒指令時 １ 東海地震に係る判定会招集の報を受けたとき。 ２ 市域に震度４の地震が発生したとき。 （以上自動発令） ３ 大雨、洪水及び暴風雨等の気象警報が発表され、市域に災害の発生の恐れがあるとき。 ４ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。               

 警戒指令時に、各部の長が必要と認めた職員を配備する。  なお、勤務時間外に発令された場合においては、第１号配備体制該当職員は自宅待機とする。 
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第３部 市の非常時組織及び車両・資機材等 
    ３－１ 宝塚市災害対策本部 ３－１－２ 宝塚市災害対策本部設置要綱 （配備体制） 第６条 本部員は、本部長の命令に基づき、次の表に定める配備体制をとらなければならない。ただし、本部長の命令がない場合にあっても、その状況に応じてその配備体制をとることができる。その場合は、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。 区分 配  備  理  由 配 備 体 制 待待待待 機 配 備機 配 備機 配 備機 配 備体制体制体制体制    （（（（ 待待待待 機 指機 指機 指機 指令令令令））））        自自自自宅宅宅宅待待待待機機機機        １大雨、１大雨、１大雨、１大雨、洪水洪水洪水洪水、強風、その、強風、その、強風、その、強風、その他他他他のののの注意報注意報注意報注意報が発が発が発が発表表表表さささされ、れ、れ、れ、今今今今後後後後気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等等等等へへへへの進の進の進の進展展展展がががが予測予測予測予測されされされされるときるときるときるとき    ２市域が、２市域が、２市域が、２市域が、今今今今後台風の後台風の後台風の後台風の影響影響影響影響下下下下となることがとなることがとなることがとなることが予測予測予測予測されるときされるときされるときされるとき    ３その３その３その３その他他他他、、、、水水水水防防防防及び及び及び及び災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え災害対策の実施に備え気気気気象象象象状況等の状況等の状況等の状況等の変変変変化に化に化に化に注意注意注意注意をををを必必必必要とするとき要とするとき要とするとき要とするとき 

○気○気○気○気象象象象状況等により、状況等により、状況等により、状況等により、警戒警戒警戒警戒配備体配備体配備体配備体制に制に制に制に移移移移行したときに直行したときに直行したときに直行したときに直ちちちちにににに招集招集招集招集できるよう災害できるよう災害できるよう災害できるよう災害警戒警戒警戒警戒本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機 ○○○○災害対策本部の本部災害対策本部の本部災害対策本部の本部災害対策本部の本部班班班班及び及び及び及び本本本本部部部部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員の一部員の一部員の一部員の一部職職職職員の自員の自員の自員の自宅宅宅宅待待待待機機機機 連絡連絡連絡連絡員員員員待待待待機機機機    １大雨、１大雨、１大雨、１大雨、洪水洪水洪水洪水、、、、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等等等等により、により、により、により、今今今今後の後の後の後の気気気気象象象象状況に状況に状況に状況に警戒警戒警戒警戒を要するときを要するときを要するときを要するとき    ２２２２気気気気象情報象情報象情報象情報等から、等から、等から、等から、今今今今後状況の後状況の後状況の後状況の推推推推移移移移によってはによってはによってはによっては災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部の設置が本部の設置が本部の設置が本部の設置が必必必必要と要と要と要と認認認認められたとめられたとめられたとめられたときききき ○○○○本部本部本部本部班班班班の一部の一部の一部の一部職職職職員を員を員を員を情報情報情報情報収収収収集集集集・・・・伝達伝達伝達伝達等のため等のため等のため等のため招集招集招集招集    ○○○○そのそのそのその他他他他の災害の災害の災害の災害警戒警戒警戒警戒本部員は自本部員は自本部員は自本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機 警 戒警 戒警 戒警 戒 配 備配 備配 備配 備体制体制体制体制    （（（（ 警 戒警 戒警 戒警 戒 指指指指令令令令））））        第第第第 1111警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制        １大雨、１大雨、１大雨、１大雨、洪水洪水洪水洪水、、、、暴暴暴暴風その風その風その風その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等に等に等に等によりよりよりより、、、、水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所所所所及び及び及び及びそのそのそのその他他他他の地域の地域の地域の地域のののの巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒をををを必必必必要とするとき要とするとき要とするとき要とするとき    （台風の接近、又は（台風の接近、又は（台風の接近、又は（台風の接近、又は予報予報予報予報値値値値が時が時が時が時間間間間雨雨雨雨量量量量 20202020mmmmmmmm 若若若若ししししくくくくはははは連続連続連続連続雨雨雨雨量量量量 100100100100mmmmmmmm をををを超超超超えるとき等をめえるとき等をめえるとき等をめえるとき等をめやすとする）やすとする）やすとする）やすとする）    ２２２２武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「水水水水防団防団防団防団待待待待機機機機水水水水位位位位（通（通（通（通報報報報水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「後「後「後「氾濫氾濫氾濫氾濫注意注意注意注意水水水水位位位位（（（（警戒警戒警戒警戒水水水水位位位位）」まで上）」まで上）」まで上）」まで上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるときまれるときまれるときまれるとき 
○○○○災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部（第１本部（第１本部（第１本部（第１警戒警戒警戒警戒体制）体制）体制）体制）の設置の設置の設置の設置    ○○○○第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制関関関関係係係係本部員の本部員の本部員の本部員の招招招招集集集集    ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員員員員の一部のの一部のの一部のの一部の招集招集招集招集    ○○○○そのそのそのその他他他他の第２の第２の第２の第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制関関関関係係係係本本本本部員は自部員は自部員は自部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機  第第第第 2222警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    １ 東海地震に係る判定会招集の報を受けたとき。 ２ 市域に震度４の地震が発生したとき。 （以上自動発令） ３ 大雨、洪水、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により等により等により等により、市域に災害の発生のおそれおそれおそれおそれがあるとき。 ４ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
○○○○災害災害災害災害警戒警戒警戒警戒本部（第２本部（第２本部（第２本部（第２警戒警戒警戒警戒体制）体制）体制）体制）の設置の設置の設置の設置    ○○○○全全全全警戒警戒警戒警戒本部員本部員本部員本部員のののの招集招集招集招集    ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員員員員の一部のの一部のの一部のの一部の招集招集招集招集    ○○○○災害対策本部員は自災害対策本部員は自災害対策本部員は自災害対策本部員は自宅宅宅宅待待待待機機機機    ○○○○災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各班班班班は災害の発は災害の発は災害の発は災害の発生に備えて各生に備えて各生に備えて各生に備えて各班班班班内内内内の体制の体制の体制の体制及び及び及び及び所所所所掌掌掌掌事事事事務の務の務の務の確認確認確認確認    ○○○○状況に応じて「一時避難所」の状況に応じて「一時避難所」の状況に応じて「一時避難所」の状況に応じて「一時避難所」の開設開設開設開設                 

表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更
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第１号配備体制 ※第１号配備指令時 １ 東海地震に係る警戒宣言発令の報を受けたとき。 ２ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 ３ 市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたとき （以上自動発令） ４ 市域に局地的災害が発生したと き、若しくは発生することが予測されるとき。 ５ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
 本部指揮所及び各現地連絡所要員となっている職員を動員配備する。  あわせて、局地的災害の発生に対して、各部の災害対策本部組織上分掌する対策を実施するために必要な要員を配備する。  なお、勤務時間外に発令された場合においては、第２号配備体制該当職員は自宅待機とする。 

第２号配備体制 ※第２号配備指令時 １ 市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発令） ２ 市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ３ 市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 ４ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
各部の係長級以上の職員を配備する。あわせて、中規模の災害の発生に対して、各部の災害対策本部組織上分掌する対策を実施するために必要な要員を配備する。 なお、勤務時間外に発令された場合においては、第３号配備体制該当職員は自宅待機とする。 

第３号配備体制 ※第３号配備指令時 １ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動発令） ２ 市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したとき、又は発生することが予測されるとき。 ３ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
各部の所属職員全員を配備する。 

  ３－１－３ 宝塚市災害警戒本部設置要綱 （目的） 第１条 この要綱は、宝塚市地域防災計画に基づき、風水害等の警戒及び大規模事故災害等発生時における情報の一元処理に当たるために設置する宝塚市災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 
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第１号配備体制 （防災指令１号） 災害対策本部（１号配備）の設置  １ 東海地震に係る警戒宣言発令の報を受けたとき。 ２ 市域に震度５弱の地震が発生したとき。 ３ 市域に土砂災害警戒情報又は大雨等の特別警報が発表されたとき （以上自動発令） ４ 市域に局地的災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ５５５５    県県県県においてにおいてにおいてにおいて水水水水防防防防指指指指令令令令が発が発が発が発令令令令されたとき（状されたとき（状されたとき（状されたとき（状況に応じ況に応じ況に応じ況に応じ防防防防災指災指災指災指令令令令２２２２～～～～３３３３号号号号とするとするとするとする※※※※））））    ６６６６    水水水水防警報防警報防警報防警報の「の「の「の「待待待待機機機機及び準及び準及び準及び準備」が発備」が発備」が発備」が発せせせせられたられたられたられたときときときとき    ７７７７    武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「氾濫氾濫氾濫氾濫注意注意注意注意水水水水位位位位（（（（警戒警戒警戒警戒水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「避難後「避難後「避難後「避難判断水判断水判断水判断水位位位位（特（特（特（特別警別警別警別警戒戒戒戒水水水水位位位位）」まで上）」まで上）」まで上）」まで上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるときまれるときまれるときまれるとき    ８８８８ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

○本部指揮所要員の招集配備 ○１号配備対象職員（管理職）の招集 ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員員員員の一部のの一部のの一部のの一部の招集招集招集招集    ○その他の２号配備対象職員（係長職以上）の自宅待機 ○○○○災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各班班班班はははは分分分分掌掌掌掌するするするする水水水水防防防防又は災害対策の実施に備又は災害対策の実施に備又は災害対策の実施に備又は災害対策の実施に備ええええて各て各て各て各班班班班内内内内の体制の体制の体制の体制構築及び構築及び構築及び構築及び所所所所掌掌掌掌事事事事務の実施務の実施務の実施務の実施準準準準備備備備    ○○○○状況に応じて「避難状況に応じて「避難状況に応じて「避難状況に応じて「避難準準準準備備備備情報情報情報情報」」」」の発の発の発の発令令令令 
第２号配備体制 （防災指令２号） 災害対策本部（２号配備）の設置 
 

１ 市域に震度５強の地震が発生したとき。（自動発令） ２    水水水水防警報防警報防警報防警報の「出動」が発の「出動」が発の「出動」が発の「出動」が発せせせせられたときられたときられたときられたとき    ３３３３    武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「避難が「避難が「避難が「避難判断水判断水判断水判断水位位位位（特（特（特（特別警戒別警戒別警戒別警戒水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、今今今今後「後「後「後「氾濫氾濫氾濫氾濫危険危険危険危険水水水水位位位位（（（（危険危険危険危険水水水水位位位位）」まで上）」まで上）」まで上）」まで上昇昇昇昇がががが見込見込見込見込まれるときまれるときまれるときまれるとき ４ 市の南部地域の数地区に災害が発生したとき、若しくは発生することが予測されるとき。 ５ 市の北部地域に相当規模の災害が発生したとき。 ６ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 

○２号配備対象職員（係長職）の招集 ○○○○本部本部本部本部班班班班及び及び及び及び本部本部本部本部班班班班のののの補補補補助助助助職職職職員員員員の一部のの一部のの一部のの一部の招集招集招集招集    ○その他の全職員（３号配備）の自宅待機 ○○○○状況に応じて「避難状況に応じて「避難状況に応じて「避難状況に応じて「避難勧告勧告勧告勧告」の発」の発」の発」の発令令令令 
第３号配備体制 （防災指令３号） 災害対策本部（３号配備）の設置 
 

１ 市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動発令） ２２２２    武武武武庫庫庫庫川川川川のののの水水水水位位位位が「が「が「が「氾濫氾濫氾濫氾濫危険危険危険危険水水水水位位位位（危険（危険（危険（危険水水水水位位位位）」に）」に）」に）」に達達達達し、し、し、し、溢水溢水溢水溢水による甚大な被害の発生による甚大な被害の発生による甚大な被害の発生による甚大な被害の発生がががが予測予測予測予測されるときされるときされるときされるとき    ３ 市の南部地域若しくは北部地域全域に激甚な災害が発生したとき、又は発生することが予測されるとき。 ４ 災害の発生その他の状況により市長が必要と認めたとき。 
○全職員（３号配備）の招集 ○○○○現現現現地地地地連絡連絡連絡連絡所所所所班班班班のののの招集招集招集招集配備配備配備配備    ○○○○状況に応じて「避難指状況に応じて「避難指状況に応じて「避難指状況に応じて「避難指示示示示」の発」の発」の発」の発令令令令    

  ３－１－３ 宝塚市災害警戒本部設置要綱 （目的） 第１条 この要綱は、宝塚市地域防災計画に基づき、地震、風水害等の警戒及び大規模事故災害等発生時における情報の一元処理に当たるために設置する宝塚市災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 
 

 

表表表表の書の書の書の書式変式変式変式変更更更更
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 （設置） 第２条 市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴風雨等の気象警報が発表され、宝塚市水防本部（以下｢水防本部｣という。）が設置されたときは、警戒本部を設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （配備体制） 第４条 警戒副本部長は、警戒本部長の命令に基づき、宝塚市災害対策本部設置要綱第 6条に基づく配備体制をとるものとする。ただし、警戒本部長の命令がない場合にあっても、警戒副本部長はその状況に応じてその配備体制をとることができる。その場合は、直ちにその旨を警戒本部長に報告しなければならない。 
 ２ 警戒副本部長は、災害の規模、危険度、又は状況の変化等により、宝塚市災害対策本部設置要綱第 6条と異なる配備体制をとり、又は配備体制の縮小をすることができるものとする。 
 （警戒本部会議） 第５条 警戒本部長は、警戒体制及び応急対策等について協議するため、必要に応じ、警戒本部会議を招集する。 ２ 警戒本部会議は、警戒本部長、警戒副本部長及び警戒本部員をもって構成する。 
 （水防本部との連携） 第６条 警戒副本部長は、水防本部との連携を図るため、水防本部に連絡員を派遣する。 
 （廃止） 第７条 災害対策本部が設置されたときは、警戒本部を廃止する。 ２ 警戒本部長は、風水害等の警戒及び大規模事故災害等の警戒に当たる必要がなくなったと認めるときは、市長に報告のうえ警戒本部を廃止する。 
 別表 災害警戒本部の要員  災害警戒本部（以下「警戒本部」という）の長等各級責任者となる職員のめやす 区分  平常時職名 事務分掌 警戒  本部長  

□副市長 □災害警戒本部配備職員の指揮監督  警戒  副本部長  
□危機管理監 □警戒本部長の補佐  □警戒本部長が不在若しくは事故あるときの代理     警戒  副本部長補佐  
□都市安全部長 □警戒副本部長の補佐 □警戒副本部長が不在時の代理  警戒  本部員  

□危機管理室長      ※ □災害対策本部設置要綱別表第２に準ずる  

□生活安全室長      ※ □建設室長        ※ □北部整備担当次長    ※ □道路管理課長 □政策推進課長 □市民相談課長 □広報課長 
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 （設置） 第２条 市長は、本市域に関係する地域内に大雨、洪水、暴暴暴暴風、その風、その風、その風、その他他他他のののの気気気気象警報象警報象警報象警報発発発発表表表表等により、等により、等により、等により、水水水水害危険害危険害危険害危険予予予予想箇想箇想箇想箇所所所所及び及び及び及びそのそのそのその他他他他の地域のの地域のの地域のの地域の巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒をををを必必必必要とするときは、宝塚市災害対策本部設置要要とするときは、宝塚市災害対策本部設置要要とするときは、宝塚市災害対策本部設置要要とするときは、宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱のののの規規規規定に定に定に定に基づ基づ基づ基づきききき警戒警戒警戒警戒指指指指令令令令を発を発を発を発令令令令し、し、し、し、暴風雨等の気象警報が発表され、宝塚市水防本部（以下｢水防本部｣という。）が設置されたときは、警戒本部を設置する。  ３３３３    警戒警戒警戒警戒本部は、次の段階に応じて設置を行うことができる。本部は、次の段階に応じて設置を行うことができる。本部は、次の段階に応じて設置を行うことができる。本部は、次の段階に応じて設置を行うことができる。    （（（（1111）第１）第１）第１）第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱第６第６第６第６条条条条のののの規規規規定又は定又は定又は定又は水水水水防防防防計画の計画の計画の計画の規規規規定に定に定に定に基づく警戒基づく警戒基づく警戒基づく警戒指指指指令令令令によによによにより第１り第１り第１り第１段階段階段階段階のののの警戒警戒警戒警戒配備体制（配備体制（配備体制（配備体制（職職職職場場場場待待待待機・機・機・機・巡視巡視巡視巡視等による等による等による等による警戒警戒警戒警戒を行う体制）をとるとを行う体制）をとるとを行う体制）をとるとを行う体制）をとるとき。き。き。き。        （（（（2222）第２）第２）第２）第２警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制    宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要宝塚市災害対策本部設置要綱綱綱綱第６第６第６第６条条条条のののの規規規規定又は定又は定又は定又は水水水水防防防防計画の計画の計画の計画の規規規規定に定に定に定に基づく警戒基づく警戒基づく警戒基づく警戒指指指指令令令令によによによにより第２り第２り第２り第２段階段階段階段階のののの警戒警戒警戒警戒配備体制（風配備体制（風配備体制（風配備体制（風水水水水害発生害発生害発生害発生へへへへの対の対の対の対処処処処に備えたに備えたに備えたに備えた警戒警戒警戒警戒を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。を行う体制）をとるとき。     （配備体制） 第４条 警戒警戒警戒警戒本部長は、市長本部長は、市長本部長は、市長本部長は、市長のののの警戒副本部長は、警戒本部長の命令に基づき、宝塚市災害対策本部設置要綱第６5 条に基づく警戒警戒警戒警戒配備体制をとるものとする。ただし、警戒本部長の命令がない場合にあっても、警警警警戒戒戒戒本部長本部長本部長本部長警戒副本部長はその状況に応じてその警戒警戒警戒警戒配備体制をとることができる。その場合は、直ちにその旨を市長市長市長市長警戒本部長に報告しなければならない。 ２２２２ 警戒警戒警戒警戒本部長は、状況に応じて本部長は、状況に応じて本部長は、状況に応じて本部長は、状況に応じて第１第１第１第１警戒警戒警戒警戒体制体制体制体制又は第２又は第２又は第２又は第２警戒警戒警戒警戒体制の体制の体制の体制の配備体制配備体制配備体制配備体制をとるをとるをとるをとるものとする。ものとする。ものとする。ものとする。 ３３３３ 警戒警戒警戒警戒本部長本部長本部長本部長警戒副本部長は、災害の規模、危険度、又は状況の変化等により、宝塚市災害対策本部設置要綱第６６６６5条と異なる警戒配備体制をとり、又は警戒警戒警戒警戒配備体制の縮小をすることができるものとする。 
 （警戒本部会議） 第５条 警戒本部長は、警戒体制及び応急対策等について協議するため、必要に応じ、警戒本部会議を招集する。 ２ 警戒本部会議は、警戒本部長、警戒副本部長、警戒警戒警戒警戒副副副副本部長本部長本部長本部長補補補補佐佐佐佐及び警戒本部員をもって構成する。 
 

 

 

 

 （廃止） 第６６６６条 災害対策本部が設置されたときは、警戒本部を廃止する。 ２ 警戒警戒警戒警戒本部長本部長本部長本部長市長市長市長市長は、風水害等の警戒及び大規模事故災害等の警戒に当たる必要がなくなったと認めるときは、市長に報告のうえ警戒本部を廃止する。  別表 災害警戒本部の要員  災害警戒本部（以下「警戒本部」という）の長等各級責任者となる職員のめやす 区分 平常時職名 事務分掌 体制 警戒本部長 □危機管理監□危機管理監□危機管理監□危機管理監    □災害警戒本部配備職員の指揮監督 第第第第１１１１    警警警警戒戒戒戒体体体体制制制制     
 第第第第２２２２警警警警戒戒戒戒体体体体制制制制    

警戒副本部長 □都市安全部長□都市安全部長□都市安全部長□都市安全部長    □都市整備部長□都市整備部長□都市整備部長□都市整備部長    □上下水道局長□上下水道局長□上下水道局長□上下水道局長    □警戒本部長の補佐 □警戒本部長が不在若しくは事故あるときの代理 警戒副本部長補佐 □危機管理室長□危機管理室長□危機管理室長□危機管理室長    □生活安全室長□生活安全室長□生活安全室長□生活安全室長    □建設室長□建設室長□建設室長□建設室長    □北部整備担当次長□北部整備担当次長□北部整備担当次長□北部整備担当次長    □都市整備室長□都市整備室長□都市整備室長□都市整備室長    □建築住宅□建築住宅□建築住宅□建築住宅室長室長室長室長    □北部地域調整担当次長    □上下水道施設部長□上下水道施設部長□上下水道施設部長□上下水道施設部長    □警戒副本部長の補佐 □警戒副本部長が不在時等の代理 
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１８ 

□総務課長 □住まい政策課長     ※ □いきがい福祉課長 □子ども政策課長 □環境政策課長      ※ □北部地域調整担当次長 □商工勤労課長     □教育委員会教育企画課長 □市立病院経営統括部課長 □上下水道局総務課長 □警防課長        ※ ※は水防本部の担当部と重複している者 
 （以下略） 
 
 
 
 
     

警  戒  本  部  員 

□広報課長□広報課長□広報課長□広報課長    □災害警戒本部設置要綱による （職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） □水政課長□水政課長□水政課長□水政課長    □道路管理課長□道路管理課長□道路管理課長□道路管理課長    □北部整備課長□北部整備課長□北部整備課長□北部整備課長    □□□□開発開発開発開発審査課審査課審査課審査課長長長長    □住まい政策課長□住まい政策課長□住まい政策課長□住まい政策課長    □北部振興企画課長□北部振興企画課長□北部振興企画課長□北部振興企画課長    □警防課長□警防課長□警防課長□警防課長    □下水道課長□下水道課長□下水道課長□下水道課長    □総合防災課長□総合防災課長□総合防災課長□総合防災課長    □政策推進課長    □市民相談課長 □災害警戒本部設置要綱による （風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） □総務課長 □□□□高齢高齢高齢高齢福祉課長福祉課長福祉課長福祉課長    □子ども政策課長 □環境政策課長 □商工勤労課長 □教育委員会教育企画課長 □市立病院経営統括部課長 □上下水道局経営管理部長 □上下水道局総務課長    
第６部第６部第６部第６部    個別対策項目別関係資料個別対策項目別関係資料個別対策項目別関係資料個別対策項目別関係資料    
    ６－２６－２６－２６－２    避難救出対策等に関する事項避難救出対策等に関する事項避難救出対策等に関する事項避難救出対策等に関する事項    ６６６６－－－－２２２２－－－－１１１１    指定避難所等一指定避難所等一指定避難所等一指定避難所等一覧覧覧覧表表表表    ６６６６－－－－２２２２－－－－１１１１－－－－１１１１    避難所避難所避難所避難所    （３）一時避難所（３）一時避難所（３）一時避難所（３）一時避難所    特に大型で非常に強い台風が本市を通過するような場合などで、早めの避難を希望する市民等の自主避特に大型で非常に強い台風が本市を通過するような場合などで、早めの避難を希望する市民等の自主避特に大型で非常に強い台風が本市を通過するような場合などで、早めの避難を希望する市民等の自主避特に大型で非常に強い台風が本市を通過するような場合などで、早めの避難を希望する市民等の自主避難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で各地区に１難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で各地区に１難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で各地区に１難者を受け入れるために一時的に開設する避難所で各地区に１箇箇箇箇所設置所設置所設置所設置    地区地区地区地区    避難所避難所避難所避難所    所所所所在在在在地地地地    電電電電話話話話    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    １１１１    光明小学校光明小学校光明小学校光明小学校    光明光明光明光明町町町町    8888----44440000            77772222----5555555586868686        77771111----1919191944449999    ２２２２    宝塚第一小学校宝塚第一小学校宝塚第一小学校宝塚第一小学校    野野野野上上上上 1111丁目丁目丁目丁目    3333----33335555            77771111----0000444492929292        77771111----3333595959594444    ３３３３    宝塚小学校宝塚小学校宝塚小学校宝塚小学校    川面川面川面川面 1111丁目丁目丁目丁目    7777----34343434            87878787----0000444451515151        88884444----0000777777779999    ４４４４    市立養護学校市立養護学校市立養護学校市立養護学校    安安安安倉倉倉倉中６中６中６中６丁目丁目丁目丁目    1111----3333            88884444----5555686686686686    88881111----0000888844447777    ５５５５    長尾南小学校長尾南小学校長尾南小学校長尾南小学校    山本山本山本山本丸丸丸丸橋橋橋橋 4444 丁目丁目丁目丁目    11113333----1111            88889999----4444111144445555        88882222----2102102102103333    ６６６６    山手台小学校山手台小学校山手台小学校山手台小学校    山手台西山手台西山手台西山手台西 3333 丁目丁目丁目丁目 1111----1111            88888888----5555333322222222        88888888----5519551955195519    ７７７７    西谷小学校西谷小学校西谷小学校西谷小学校    大大大大原野字原野字原野字原野字石石石石保保保保    34343434----1111            91919191----0000333322224444        88883333----5005005005008888      （以下略）   
 

 



１９ 

新旧対照表 第５編 大規模事故災害等対策計画編 頁 現     行 頁 修  正  案     67  
第３部 災害応急対策計画 

第１章 非常時活動体制に関する対応計画 

第２節 非常時活動組織 

 第２ 災害警戒本部 別表 大規模事故災害等発生時における災害警戒本部の要員 
 災害警戒本部（以下「警戒本部」という）の長等各級責任者となる職員のめやす 区分  平常時職名  事務分掌  警戒  本部長  

□副市長 □災害警戒本部配備職員の指揮監督  警戒  副本部長  
□危機管理監 □警戒本部長の補佐  □警戒本部長が不在若しくは事故あるときの代理     警戒  副本部長補佐  
□都市安全部長 □警戒副本部長の補佐 □警戒副本部長が不在時の代理  

警戒  本部員  

□危機管理室長     ※ □生活安全室長     ※ □建設室長       ※ □北部整備担当次長   ※ 
□災害対策本部設置要綱別表第２に準ずる 

□総合防災課長 □政策推進課長 □市民相談課長 □広報課長 □総務課長 □住まい政策課長    ※ □いきがい福祉課長 □子ども政策課長 □環境政策課長     ※ □北部地域調整担当次長 □商工勤労課長      □教育委員会教育企画課長 □市立病院経営統括部課長 □上下水道局総務課長 □警防課長       ※ ※は水防本部の担当部と重複している者 
 （以下略） 

 

    67 第３部 災害応急対策計画 

第１章 非常時活動体制に関する対応計画 

第２節 非常時活動組織 

 第２ 災害警戒本部 別表 大規模事故災害等発生時における災害警戒本部の要員 
  災害警戒本部（以下「警戒本部」という）の長等各級責任者となる職員のめやす 区分 平常時職名 事務分掌 体制 警戒本部長 □危機管理監□危機管理監□危機管理監□危機管理監    □災害警戒本部配備職員の指揮監督 

第第第第１１１１    警警警警戒戒戒戒体体体体制制制制      第第第第２２２２警警警警戒戒戒戒体体体体制制制制    

警戒副本部長 □都市安全部長□都市安全部長□都市安全部長□都市安全部長    □都市整備部長□都市整備部長□都市整備部長□都市整備部長    □上下水道局長□上下水道局長□上下水道局長□上下水道局長    □警戒本部長の補佐 □警戒本部長が不在若しくは事故あるときの代理 警戒副本部長補佐 □危機管理室長□危機管理室長□危機管理室長□危機管理室長    □生活安全室長□生活安全室長□生活安全室長□生活安全室長    □建設室長□建設室長□建設室長□建設室長    □北部整備担当次長□北部整備担当次長□北部整備担当次長□北部整備担当次長    □都市整備室長□都市整備室長□都市整備室長□都市整備室長    □建築住宅室長□建築住宅室長□建築住宅室長□建築住宅室長    □北部地域調整担当次長    □上下水道施設部長□上下水道施設部長□上下水道施設部長□上下水道施設部長    □警戒副本部長の補佐 □警戒副本部長が不在時等の代理 
 警  戒  本  部  員 

□広報課長□広報課長□広報課長□広報課長    □災害警戒本部設置要綱による （職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制）（職場待機・巡視等による警戒を行う体制） □水政課長□水政課長□水政課長□水政課長    □道路管理課長□道路管理課長□道路管理課長□道路管理課長    □北部整備課長□北部整備課長□北部整備課長□北部整備課長    □□□□開発開発開発開発審査課長審査課長審査課長審査課長    □住まい政策課長□住まい政策課長□住まい政策課長□住まい政策課長    □北部振興企画課長□北部振興企画課長□北部振興企画課長□北部振興企画課長    □警防課長□警防課長□警防課長□警防課長    □下水道課長□下水道課長□下水道課長□下水道課長    □総合防災課長□総合防災課長□総合防災課長□総合防災課長    □政策推進課長 □災害警戒本部設置要綱による （風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制）（風水害発生への対処に備えた警戒を行う体制） □市民相談課長 □総務課長 □□□□高齢高齢高齢高齢福祉課長福祉課長福祉課長福祉課長    □子ども政策課長 □環境政策課長 □商工勤労課長 □教育委員会教育企画課長 □市立病院経営統括部課長 □上下水道局経営管理部長 □上下水道局総務課長 
 （以下略） 
 

 

 

 

 

 

書書書書式変式変式変式変更:更:更:更: 下線
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新旧対照表 各編共通 風水害対策における「指令」発令と「体制」整備の流れ現     行 修  正  案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象状況等 風水害対策体制 ○台風の影響注意 ○気象注意報発表 水防 災害対策 ≪本部班事前準備≫≪本部班事前準備≫≪本部班事前準備≫≪本部班事前準備≫    （気象情報の収集、体制整備・情報発信・避難施設の確認等） 
 

○降雨量の増加 ○土砂災害警戒情報 ○特別警報 

≪災害警戒本部員待≪災害警戒本部員待≪災害警戒本部員待≪災害警戒本部員待機≫機≫機≫機≫    ◎待機配備体制◎待機配備体制◎待機配備体制◎待機配備体制    ○災害警戒本部員の自宅待機 ○連絡員待機（本部班職場待機、その他の班自宅待機） 
指令 

待機指令 
≪災害警戒本部設置≫≪災害警戒本部設置≫≪災害警戒本部設置≫≪災害警戒本部設置≫    ◎警戒配備体制◎警戒配備体制◎警戒配備体制◎警戒配備体制    ○第１警戒体制（職場待機、巡視等による警戒） ○第２警戒体制（避難所開設準備等風水害の発生に備えた警戒） ○台風の影響拡大 ○所定の降雨量 ○所定の河川水位 

○台風の接近 ○気象警報発表 

≪災害対策本部設置≫≪災害対策本部設置≫≪災害対策本部設置≫≪災害対策本部設置≫    ◎災害対策本部体制（１号～３号）◎災害対策本部体制（１号～３号）◎災害対策本部体制（１号～３号）◎災害対策本部体制（１号～３号）    ○災害の発生、応急復旧対策等 ○避難・市民の安全確保対策等 
≪災害警戒本部再設置≫≪災害警戒本部再設置≫≪災害警戒本部再設置≫≪災害警戒本部再設置≫    ◎警戒配備体制◎警戒配備体制◎警戒配備体制◎警戒配備体制    ○第１警戒体制（警戒巡視等） ○第２警戒体制（避難対策等） 

≪一時避難所の開設≫ ○台風最接近の１２時間前 
○県 CGマップ情報 ○河川水位の増加 防災指令１～３号 
○気象警報等解除 ○河川水位の低下 ≪現地災害対策本部設置≫≪現地災害対策本部設置≫≪現地災害対策本部設置≫≪現地災害対策本部設置≫    ○特定地域の災害対策 ○現地の状況に応じて継続 

 防災指令解除 災対警戒指令 ○気象状況の回復 ○河川水位の安定 ≪災害警戒本部解散≫ 
 

災対警戒指令解除 

災害の発生等災害の発生等災害の発生等災害の発生等    危機事態危機事態危機事態危機事態    
警戒指令 

現地対策本部 設置指令 

指令 気象状況等 風水害対策体制 ○台風の影響注意 ○気象注意報発表 水防体制 災害対策体制 ≪≪≪≪水防水防水防水防本部本部本部本部班事前準備≫班事前準備≫班事前準備≫班事前準備≫    （気象情報の収集、体制整備・情報発信・避難施設の確認等） 
 

○降雨量の増加 ○土砂災害警戒情報 ○特別警報 

≪水防≪水防≪水防≪水防警戒本部員待機≫警戒本部員待機≫警戒本部員待機≫警戒本部員待機≫    ○水防警戒本部員の自宅待機 ○連絡員待機（本部班職場待機、その他の警戒本部員の自宅待機） ≪水防≪水防≪水防≪水防警戒本部設置≫警戒本部設置≫警戒本部設置≫警戒本部設置≫    ○水防警戒本部員の招集    ≪水防本部設置≫≪水防本部設置≫≪水防本部設置≫≪水防本部設置≫    ○河川・溜池等における災害発生に備えた監視強化等 ○台風の影響拡大 ○所定の降雨量 ○所定の河川水位 
○台風の接近 ○気象警報発表 

≪災害対策本部設置≫≪災害対策本部設置≫≪災害対策本部設置≫≪災害対策本部設置≫    ○災害の発生、応急復旧対策等 ○避難・市民の安全確保対策等 
≪災害警戒本部再設置≫≪災害警戒本部再設置≫≪災害警戒本部再設置≫≪災害警戒本部再設置≫    
 

○県 CGマップ情報 ○河川水位の増加 水防指令２～３号 災対指令１～３号 
≪水防本部再設置≫≪水防本部再設置≫≪水防本部再設置≫≪水防本部再設置≫    ○河川の水位の監視 ○降雨状況の警戒 ○気象警報等解除 ○河川水位の低下 ≪現地災害対策本部設置≫≪現地災害対策本部設置≫≪現地災害対策本部設置≫≪現地災害対策本部設置≫    ○特定地域の災害対策 ○現地の状況に応じて継続 

 災対指令解除 水防指令１号 災対警戒指令 
○気象状況の回復 ○河川水位の安定 ≪水防警戒本部解散≫ 

 

≪災害警戒本部解散≫ 
 水防警戒指令解除 

統合 統合 災害の発生等災害の発生等災害の発生等災害の発生等    危機事態危機事態危機事態危機事態    

水防警戒指令（待機） 水防警戒指令 （警戒本部設置） ≪災害≪災害≪災害≪災害警戒本部設置≫警戒本部設置≫警戒本部設置≫警戒本部設置≫    ○災害警戒本部員の招集    水防指令１号 災害警戒指令 ≪一時避難所の開設≫ ○台風最接近の１２時間前 

水防指令解除 災対警戒解除 水防警戒指令 ≪水防≪水防≪水防≪水防警戒本部警戒本部警戒本部警戒本部再再再再設置≫設置≫設置≫設置≫        
現地対策本部 設置指令 


