
風水害等災害対策計画 新旧対照表

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第１編 総則 第１編 総則

第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 第２節 処理すべき事務又は業務の大綱

9 ３ 指定地方行政機関

表中

機関名：東海農政局

内容：（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について

指導を行うとともに、これらの災害復旧事業の実施及び指導を行う。

３ 指定地方行政機関

表中

機関名：東海農政局

内容：（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について

指導を行うとともに、これらの災害復旧事業の実施に関する指導及

び助言を行う。

表記の整理

9 機関名：中部経済産業局

内 容：（4）（略）

（新設）

機関名：中部経済産業局

内 容：（4）（略）

（5）必要に応じて災害対策本部等への職員の派遣を行う。

業務見直しに

伴う修正

11 表中

機関名：中部地方整備局

内容 欄

（2）初動対応

（追加）

情報連絡員（リエゾン）等及び（略）

表中

機関名：中部地方整備局

内容 欄

（2）初動対応

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。

イ 情報連絡員（リエゾン）等及び（略）

表記の整理

12 ４ 自衛隊

表中

機関名：自衛隊

内 容：（9）炊飯及び給水を行う。

（新設）

（10）救援物資の無償貸付又は譲与を行う。

（11）危険物（火薬類等）の保安及び除去を行う。

（12）その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う

４ 自衛隊

表中

機関名：自衛隊

内 容：（9）給食及び給水を行う。

（10）入浴支援を行う。

（11）救援物資の無償貸付又は譲与を行う。

（12）危険物（火薬類等）の保安及び除去を行う。

（13）その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

14 ５ 指定公共機関 ５ 指定公共機関
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風水害等災害対策計画 新旧対照表

2

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

設備復旧など

の主体が中部

電力パワーグ

リッド株式会

社となるため

中 部 電 力 パ

ワーグリッド

株式会社にお

いてもリエゾ

ン派遣を行っ

ているため

指定公共機関

の追加に伴う

修正

第２編 災害予防 第２編 災害予防

第１章 防災協働社会の形成推進 第１章 防災協働社会の形成推進

第１節 防災協働社会の形成推進 第１節 防災協働社会の形成推進

機関名 内容

中部電力株式

会社、（※1）、株
式会社ＪＥＲ

Ａ、関西電力株

式会社（※2）、
電源開発株式

会社（※3）

（1）電力設備の災害予防措置を講じるとと
もに被災状況を調査し、その早期復旧を図

る。

（2）電力に不足を生じた場合は、他電力会
社との電力の融通を図る。

（新設）

(※1）中部電力パワーグリッド株式会社及び
中部電力ミライズ株式会社を含む。（以降同

じ。）

（※2）関西電力送配電株式会社を含む。（以
降同じ。）

（※3）電源開発送変電ネットワーク株式会
社を含む。（以降同じ。）

（略） （略）

ソフトバンク

株式会社

（略）

（追加） （追加）

機関名 内容

中 部 電 力 パ

ワーグリッド

株式会社、（※

1）、、電源開発
株式会社（※2）

（1）電力設備の災害予防措置を講じるとと
もに被災状況を調査し、その早期復旧を図

る。

（2）電力に不足を生じた場合は、他電力会
社との電力の融通を図る。

（3）情報連絡員（リエゾン）を派遣し、停
電状況の情報発信、優先復旧先の調整、被災

地の早期復旧その他災害応急対策を支援す

る。

(※1）中部電力株式会社及び中部電力ミライ
ズ株式会社を含む。（以降同じ。）

（※2）電源開発送変電ネットワーク株式会
社を含む。（以降同じ。）

（略） （略）

ソフトバンク

株式会社

（略）

楽天モバイル

株式会社

(1) 災害時における携帯電話の通信確保並

びに被災施設及び設備の早期復旧を図

る。

(2) 災害応急措置の実施に必要な通信に対

して、防災関係機関からの要請を優先的

に対応する。

(3) 災害対策本部を設置し災害時における

情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。
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風水害等災害対策計画 新旧対照表

3

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

18 １ 県（防災安全局、各局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携 第２節 自主防災組織・ボランティアとの連携

19 １ 県（防災安全局、関係局）及び町における措置

(2) 防災ボランティア活動の支援

ア ボランティアコーディネーターの確保

行政、町民、自主防災組織などに対応困難な大規模災害が発生

した場合に、ボランティアがその力を十分に発揮するため、（略）

１ 県及び町における措置

(2) 防災ボランティア活動の支援

ア ボランティアコーディネーターの確保

県及び町は、行政、町民、自主防災組織などに対応困難な大規

模災害が発生した場合に、ボランティアがその力を十分に発揮す

るため、（略）

表記の整理

20 ２ 県（防災安全局、関係局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

21 ６ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進

（1）ボランティアの受入体制の整備

ア （略）

（追加）

６ ボランティアの受入体制の整備及び協力・連絡体制の推進

（1）ボランティアの受入体制の整備

ア （略）

イ 県及び町は、防災訓練等において協力団体の協力を得て、広

域ボランティア支援本部及び災害ボランティアセンターの立ち

上げ訓練を行う。

表記の整理

第３節 企業防災の促進 第３節 企業防災の促進

22 ２ 県（経済産業局、防災安全局）、町及び商工団体等における措置 ２ 県、町及び商工団体等における措置 表記の整理

第２章 水害予防対策 第２章 水害予防対策

第１節 河川防災対策 第１節 河川防災対策

23 １ 中部地方整備局、県（建設局）及び町における措置

（8）水災害連携の連絡会・協議会

（新設）

１ 中部地方整備局、県及び町における措置

（8）水災害連携の連絡会・協議会

ウ 流域治水協議会

近年の激甚な水害や、気候変動による水害の激甚化・頻発化

に備え、一級河川及び二級河川流域において、あらゆる関係者

が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策（「流域治水」）

を計画的に推進するため流域治水協議会において必要な協議・

情報共有を行う。

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

第３節 農地防災対策 第３節 農地防災対策

25 １ 東海農政局、県（農林基盤局）、町及び土地改良区における措置 １ 東海農政局、県、町及び土地改良区における措置 表記の整理

25 ２ 関連調整事項

（1）（略）

また、防災重点ため池（決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施

設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池）（以下、略）

２ 関連調整事項

（1）（略）

また、防災重点農業用ため池（決壊した場合の浸水区域に家屋や

公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池）（以下、

略）

「防災重点農

業用ため池に

係る防災工事

等の推進に関

する特別措置
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風水害等災害対策計画 新旧対照表

4

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

法」の施行に伴

う整理

第３章 土砂災害等予防対策 第３章 土砂災害等予防対策

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

26 表記の整理

第１節 土地利用の適正誘導 第１節 土地利用の適正誘導

27 県（関係局）及び町における措置 県及び町における措置 表記の整理

第２節 土砂災害の防止 第２節 土砂災害の防止

27 １ 県（建設局、建築局、農林基盤局）における措置

（4）土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策

土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策は、次のとお

り。

（略）

オ 土石流危険渓流

① 標識等による住民への周知

② 土石流を受け止める砂防えん堤の設置

カ 山地災害危険地区

災害を未然に防止するため、必要な対策を講じる。

１ 県における措置

（4）土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策

土砂災害等に係る指定等がされた区域内の主な対策は、次のとお

り。

（略）

（削除）

（削除）

（削除）

オ 山地災害危険地区

災害を未然に防止するため、必要な対策を講じる。

土砂災害危険

箇所における

土砂災害警戒

区域等の調査

が全て終了し

たため

区 分 機関名 主な措置

第５節

要配慮者利

用施設に係

る土砂災害

対策

県、町

町

(1) 県土保全事業の推進

(2) 施設管理者等に対する情報の

提供

(3) 施設管理等に対する防災知識

の普及

2 施設管理者に対する連絡体制の

確立

要配慮者利

用施設

3 社会福祉施設等における対策

区 分 機関名 主な措置

第５節

要配慮者利

用施設に係

る土砂災害

対策

町 １ 土砂災害警戒区域内にある要

配慮者利用施設

県、町 2(1) 県土保全事業の推進

2(2) 施設管理者等に対する情報

の提供

2(3) 施設管理等に対する防災知

識の普及

町 3(1) 連絡体制の確立

3(2) 施設管理者等に対する支援

3(3) 町長の指示等

3(4）町長の助言・勧告

要配慮者利

用施設

4(1) 計画の作成

4(2) 訓練の実施

資料２－１



風水害等災害対策計画 新旧対照表

5

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第３節 砂防対策 第３節 砂防対策

29 １ 中部地方整備局及び県（建設局）における措置 １ 中部地方整備局及び県における措置 表記の整理

第４節 治山対策 第４節 治山対策

29 １ 中部森林管理局及び県（農林基盤局）における措置 １ 中部森林管理局及び県における措置 表記の整理

第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止 第５節 要配慮者利用施設に係る土砂災害の防止

30 （追加） １ 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設 第 9章第 2節か
ら第 3章第 5章
へ整理

30 １ 県（農林基盤局、建設局、福祉局、保健医療局）、及び町におけ

る措置

２ 県及び町における措置 表記の整理

30 ２ 町における措置

町は施設の管理者に対して、土砂災害警戒情報等の情報を提供する

など連絡体制の確立に努める。

（追加）

３ 町における措置

（略）

（1）連絡体制の確立

町は施設の管理者に対して、土砂災害警戒情報等の情報を提供する

など連絡体制の確立に努める。

（2）施設管理者等に対する支援
町地域防災計画に名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設に

おける避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づいた避難訓練の

実施について、施設管理者等に対して県と連携して支援するよう努

める。

（3）町長の指示等
町長は、町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮

者利用施設が作成する避難確保に関する計画について、当該要配慮

者利用施設の所有者又は管理者が計画を作成していない場合におい

て、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要

配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者

又は管理者に対して必要な指示をすることができ、また、当該要配

慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなくその指示に

土砂災害防止

法の改正に伴

う修正

名称 所在地

津具小学校 設楽町津具字見出原３番地１

津具中学校 設楽町津具字見出２９番地

愛厚ホーム設楽苑 設楽町清崎字沖１３番地４

グループホーム設楽名倉の家 設楽町東納庫字古松４番地
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風水害等災害対策計画 新旧対照表

6

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

従わなかったときは、その旨を公表することができる。

（4）町長の助言・勧告

町長は、町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し

必要な助言又は勧告をすることができる。

30 ３ 要配慮者施設の所有者又は管理者における措置

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画

にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は

管理者は、次の（1）、（2）をしなければならない。
（1）計画の作成
急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、当該要配

慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な訓練その他の措置に関する具体的計画の作成及び市町

村長への報告

（2）訓練の実施
急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、当該要配

慮者利用施設を利用して

いる者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の実施

４ 要配慮者施設の所有者又は管理者における措置

土砂災害警戒区域内に位置し、町地域防災計画にその名称及び所在

地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、次の（1）、
（2）をしなければならない。
（1）計画の作成
急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、当該要配

慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な訓練その他の措置に関する具体的計画の作成及び町長

への報告

（2）訓練の実施

急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、当該要

配慮者利用施設を使用している者の円滑かつ迅速な避難の確保のた

めの訓練の実施及び町長への報告

土砂災害防止

法の改正に伴

う修正

第６節 宅地造成の規制誘導 第６節 宅地造成の規制誘導

31 １ 県（建設局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

第７節 被災宅地危険度判定の体制整備 第７節 被災宅地危険度判定の体制整備

31 １ 県（建設局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

第４章 事故・火災等予防対策 第４章 事故・火災等予防対策

第１節 道路災害対策 第１節 道路災害対策

33 １ 道路管理者（中部地方整備局、県（建設局）、町における措置 １ 道路管理者（中部地方整備局、県、町）における措置 表記の整理

33 ３ 県（建設局、防災安全局）、県警察及び町における措置

（2）道路利用者等に対する情報伝達体制等の整備

県警察は、危険箇所等の発見及び点検に努め、大規模道路災害に

発展するおそれのある山（崖）くずれなどの事故等を認知した場合

における関係機関との連絡体制及び道路利用者等への情報の伝達体

制の整備を図る。

３ 県、県警察及び町における措置

（2）道路利用者等に対する情報伝達体制等の整備

県、県警察及び町は、危険箇所等の発見及び点検に努め、大規模道

路災害に発展するおそれのある山（崖）くずれなどの事故等を認知

した場合における関係機関との連絡体制及び道路利用者等への情報

の伝達体制の整備を図る。

関係機関の整

理

第２節 危険物及び毒物劇物等化学薬品類保安対策 第２節 危険物及び毒物劇物等化学薬品類保安対策

33 １ 県（防災安全局、健康福祉局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

34 ４ 危険物等施設の所有者・管理者・占有者、危険物等輸送機関、 ４ 危険物等施設の所有者・管理者・占有者、危険物等輸送機関、 表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

中部近畿産業保安監督部、県（防災安全局、健康福祉局）及び町に

おける措置

中部近畿産業保安監督部、県及び町における措置

第３節 火薬類保安対策 第３節 火薬類保安対策

34 １ 中部近畿産業保安監督部及び県（防災安全局）における措置 １ 中部近畿産業保安監督部及び県における措置 表記の整理

35 ４ 火薬類施設及び火薬類の所有者・管理者・占有者、火薬類輸送

機関、中部近畿産業保安監督部、県（防災局）及び町

４ 火薬類施設及び火薬類の所有者・管理者・占有者、火薬類輸送

機関、中部近畿産業保安監督部、県及び町

表記の整理

第４節 林野火災対策 第４節 林野火災対策

35 １ 中部森林管理局、県（農林基盤局、防災安全局）、町及び森林組

合における措置

１ 中部森林管理局、県、町及び森林組合における措置 表記の整理

35 ２ 県（農林基盤局）及び町における措置 ２ 県及び町における措置 表記の整理

36 ３ 関連調整事項

林野火災特別地域

県防災局災害対策課

令和 2年 4月 1日現在

３ 関連調整事項

林野火災特別地域

県防災安全局災害対策課

2021年 4月 1日現在

表記の整理

第５章 建築物等の安全化 第５章 建築物等の安全化

第２節 ライフライン関係施設対策 第２節 ライフライン関係施設対策

38 １ 施設管理者、県（防災安全局、建設局）及び町における措置

（2）早期復旧や予防保全の迅速化に向けた相互の連携
（略）

◆附属資料第 15「災害時における停電の早期復旧に向けた連携に関
する協定（県対中部電力株式会社）」

◆附属資料第 15「災害時における通信障害の早期復旧に向けた連携
に関する協定（県対西日本電信電話株式会社)

１ 施設管理者、県及び町における措置

（2）早期復旧や予防保全の迅速化に向けた相互の連携
（略）

（削除）

表記の整理

第３節 文化財保護対策 第３節 文化財保護対策

41 １ 県（県民文化局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

41 ２ 平常時からの対策

（1）県は、国指定、県指定文化財の所有者ごとに「文化財防災台帳」

を作成し、文化財の保存（保管）状況の掌握に努める。

なお、防災台帳の内容は次のとおりとする。

ア 所有者名・所在地 ・連絡先 ・所轄消防署名

イ 所有文化財名（指定区分、種別、員数、指定年度、その他）

２ 平常時からの対策

（1）国指定、県指定文化財の所有者ごとに「文化財レスキュー台帳」

を作成し、文化財の保存（保管）状況の掌握に努める。

なお、文化財レスキュー台帳の内容は次のとおりとする。

ア 所有者名・所在地 ・連絡先 ・所轄消防署名・変更履歴・所有

者住所

イ 所有文化財名（指定区分、種別、員数、指定年度、構造形式、

文化財防災台

帳の整備更新

に伴う修正
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

ウ 防災関係の状況（防災組織、消火設備、通報設備、避雷設備、

管理状況、警備方法、周辺の状況、周辺の環境、収蔵庫の状況、

その他）

エ 所在地内の地図 ・周辺地図 ・広域地図

（略）

（2）文化財防災台帳（非常災害時以外は非公表）を県下 3箇所に配

備し、大規模災害時に備える。

時代、年代、代表者氏名、座標、解説、備考、記号及び番号、

指定解除年月日、解除理由、その他）

ウ 防災関係の状況（防災組織、消火設備、通報設備、避雷設備、

管理状況、警備方法、周辺の状況、周辺の環境、収蔵庫の状況、

所有者の緊急連絡先、所有者以外の緊急連絡先、被災歴、無人

時の警備方法、消火方法他特別な設備等、その他）

エ 所在地内の地図 ・周辺地図 ・広域地図・写真

（略）

（2）文化財レスキュー台帳を市町村等とクラウド上で共有し、大規

模災害時に備える。

第４節 防災建造物整備対策 第４節 防災建造物整備対策

42 １ 県（建設局）、町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

42 ３ 県（建設局）及び町における措置 ３ 県及び町における措置 表記の整理

42 ４ 県（教育委員会）、町における措置 ４ 県（教育委員会）及び町における措置 表記の整理

第６章 中山間地等における孤立対策 第６章 中山間地等における孤立対策

第１節 孤立危険地域の把握 第１節 孤立危険地域の把握

43 ２ 県（防災安全局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第２節 孤立への備え 第２節 孤立への備え

44 ２ 県（防災安全局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第７章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

45 表中

機関名：県、町、防災関係機関

内 容：2 県（防災安全局）における措置

5 名古屋地方気象台、中部地方整備局、独立行政法人水資

源機構中部支社及び県（建設部）における措置

表中

機関名：県

内 容：2（6）防災ヘリコプターの導入及び防災航空隊の設置

表中

機関名：県、町、防災関係機関

内 容：2 県における措置

5 名古屋地方気象台、中部地方整備局、独立行政法人水資

源機構中部支社及び県における措置

表中

機関名：県

内 容：2（6）防災ヘリコプターの導入及びヘリコプターを用いた

活動体制の整備

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

（地方自治法

第 252 の 14 に

よる。以下同

様。）

防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備

46 １ 県（防災安全局、建設局、関係局）、町及び防災関係機関におけ

る措置

１ 県、町及び防災関係機関における措置 防災基本計画

の修正を踏ま
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

（5）人材の育成

ア 県及び市町村は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得

させ、応急対策全般への対応力を高めるため、研修制度・内容

の充実を図るとともに、大学の防災に関する講座等との連携等

により、人材の育成を図る。

（略）

ウ 県及び市町村は、災害応急対策への協力が期待される建設業

団体等の担い手の確保・育成に取り組むとともに、随意契約の

活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等

との災害協定の締結を推進する。

（6）防災中枢機能の充実

ア 県、市町村及び防災関係機関は、保有する施設、設備につい

て、（追記）代替エネルギーシステムや電動車等の活用を含め自

家発電設備、（略）

イ 県及び市町村は、災害情報を一元的に把握し、共有すること

ができる体制の整備を図り、災害対策本部の機能の充実・強化

に努めるものとする。

（8）防災関係機関相互の連携

（新設）

（5）人材の育成

ア 県及び町は、防災に携わる者に高度な知識・技能を修得させ、

応急対策全般への対応力を高めるため、研修制度・内容の充実

を図るとともに、大学の防災に関する講座等との連携等により、

人材の育成を図る。

（略）

ウ 県及び町は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体

等の担い手の確保・育成に取り組むとともに、随意契約の活用

による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との

災害協定の締結を推進する。

（6）防災中枢機能の充実

ア 県、町及び防災関係機関は、保有する施設、設備について、再

生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車等の活

用を含め自家発電設備、（略）

イ 県及び町は、災害情報を一元的に把握し、共有することがで

きる体制の整備を図り、災害対策本部の機能の充実・強化に努

めるものとする。

（8）防災関係機関相互の連携

ウ 県、町及び防災関係機関は、職員の安全確保を図りつつ、効

率的な救助・救急活動を行うため、「顔の見える関係」を構築し

信頼感を醸成するよう努め、相互の連携体制の強化を図るとと

もに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図るも

のとする。

エ 県、町及び防災関係機関は、災害時に発生する状況を予め想

定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動

計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。また、

災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行

うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的

な運用に努めるものとする。

えた修正

47 ２ 県（防災安全局）における措置

（6）防災ヘリコプターの導入及び防災航空隊の設置

ア 県は、防災ヘリコプターを導入するとともに、防災ヘリコプ

ターを安全かつ効果的に運航管理するため、防災航空隊を設置

する。

２ 県における措置

（6）防災ヘリコプターの導入及びヘリコプターを用いた活動体制の

整備

ア 県は、防災ヘリコプターを導入するとともに、防災ヘリコプ

ターを安全かつ効果的に運航管理するため、名古屋市に地方自

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

イ 防災航空隊は、災害発生時に直ちに防災ヘリコプターが運航

できるように、24時間勤務体制とする。

治法第 252条の 14に基づく「事務の委託」を行う。

イ 県は、災害発生時に直ちに防災ヘリコプターが運航できる体

制を確保するよう、事務を受託した名古屋市との調整に努める。

48 ５ 名古屋地方気象台、中部地方整備局、独立行政法人水資源機構

中部支社及び県（建設部）における措置

５ 名古屋地方気象台、中部地方整備局、独立行政法人水資源機構

中部支社及び県における措置

表記の整理

48 ６ 情報の収集・連絡体制の整備等

（1）情報の収集・連絡体制

県及び市町村は、（略）

（3）被災者等への情報伝達

（略）

また、電気通信事業者は、（略）

６ 情報の収集・連絡体制の整備等

（1）情報の収集・連絡体制

県及び町は、（略）

（3）被災者等への情報伝達

（略）

また、通信事業者は、（略）

表記の整理

49 ９ 物資の設備、調達供給体制の確保

（1）市町村及び県は、（略）
（3）市町村及び県は、（略）

９ 物資の設備、調達供給体制の確保

（1）町及び県は、（略）
（3）町及び県は、（略）

表記の整理

50 １１ 災害廃棄物処理に係る事前対策

（2）県災害廃棄物処理計画の策定
県（環境部）は、（略）

（3）広域連携、民間連携の促進

中部地方環境事務所、県（環境部）及び町は、（略）

イ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定

・ 相手方

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会（平成17年 4月 1日付け）

１１ 災害廃棄物処理に係る事前対策

（2）県災害廃棄物処理計画の策定
県は、（略）

（3）広域連携、民間連携の促進

中部地方環境事務所、県及び町は、（略）

イ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定

・ 相手方

一般社団法人愛知県産業資源循環協会（平成 17 年 4 月 1 日付

け）

表記の整理

協会の名称変

更に伴う修正

第８章 避難行動の促進対策 第８章 避難行動の促進対策

■ 基本方針 ■ 基本方針

52 基本方針

〇 避難情報は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をと

れるように、発令基準を基に避難情報を発令する。

基本方針

〇 避難情報は、空振りをおそれず、住民等が適切な避難行動をと

れるように、発令基準を基に発令する。

表記の整理

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

52 表中

区分：第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等

機関名：町

主な措置：1 緊急避難場所の指定

表中

区分：第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等

機関名：町、自主防災会

主な措置：1 緊急避難場所の指定

昨年度の町の

取り組みを踏

まえた修正
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

2 避難路の選定

（追加）

2 避難路の選定

3 地区一時避難場所

第１節 気象警報や避難情報の情報伝達体制の整備 第１節 気象警報や避難情報の情報伝達体制の整備

52 １ 県（防災安全局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

53 ３ 県（防災安全局）、町及びライフライン事業者における措置 ３ 県、町及びライフライン事業者における措置 表記の整理

第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等 第２節 緊急避難場所及び避難路の指定等

53 町における措置

（追加）

町及び自主防災会における措置

３ 地区一時避難場所

自主防災会は、地区一時避難場所を土砂災害の危険から住民の生

命・身体の安全を確保するため、土砂災害警戒区域外にある施設を

自主的に開設する避難場所として設定する。

地区一時避難場所を開設するタイミングは地区の実情に応じて自

主防災会が設定し、自主防災会が地区一時避難場所を開設した場合

は町へ報告する。

昨年度の町の

取り組みを踏

まえた修正

第３節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 第３節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成

54 １ 町における措置

（1）マニュアルの作成

イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること。

（ウ）土砂災害警戒情報、大雨警報(土砂災害）の危険度分布、（略）

キ 避難情報の発令基準等については、次の点に留意すること。

（ア）避難の指示等を発令する基準は、（略）水防警報の発令など、

（略）

（イ）土砂災害に係る避難情報については、（略）重複する区域等

に避難勧告等を（略）

１ 町における措置

（1）マニュアルの作成

イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること。

（ウ）土砂災害警戒情報、土砂キキクル（大雨警報(土砂災害）の
危険度分布）、（略）

キ 避難情報の発令基準等については、次の点に留意すること。

（ア）避難の指示等を発令する基準は、（略）水防警報の発表など、

（略）

（イ）土砂災害に係る避難情報については、（略）重複する区域等

に避難情報を（略）

表記の整理

55 ２ 県（建設局）、名古屋地方気象台及び中部地方整備局における措

置

２ 県、名古屋地方気象台及び中部地方整備局における措置 表記の整理

第５節 避難に関する意識啓発 第５節 避難に関する意識啓発

56 町、県（防災安全局、建設局、関係局）及び名古屋地方気象台にお

ける措置

（2）避難のための知識の普及

ウ 緊急避難場所、避難所滞在中の心得

（追加）

町、県及び名古屋地方気象台における措置

（2）避難のための知識の普及

ウ 緊急避難場所、避難所滞在中の心得

エ 町から避難情報が出た場合の心得

（ア）火の始末や戸締まりを確実にする。電気は配電盤のサービス

第９章第３節

から第８章第

５節への整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

ブレーカーを切り、ガスは元栓を閉める。

（イ消防・警察などの防災関係者の指示に従って、家族そろって避

難する。

（ウ）避難の際は、がけ下、壊れそうな塀ぎわ、川べりなどはでき

るだけ避け、どうしてもその場所を通らなければならないときには

十分注意して通行する。

（エ）老人、幼児、病人などのいる家族では早めに避難する。

（オ）服装は行動しやすいものとし、特に風に飛ばされてくる物か

ら身を守るために、頭には、帽子、頭巾、ヘルメットなどを被り、露

出部分の少ない服装で避難する。

（カ）携行品は必需品のみとして、背負うようにする。

（キ）切れた電線やたれ下がった電線には、絶対触れないようにす

る。

第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策

第１節 避難所の指定・整備等 第１節 避難所の指定・整備等

59 町における措置

（2）指定避難所の指定

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等

の管理者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相

談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活できる

体制を整備した福祉避難所の選定に努める。（追記）

（3）避難所が備えるべき設備の整備

ウ バックアップ設備の整備：投光器、自家発電設備等

町における措置

（2）指定避難所の指定

オ 必要に応じ県と連携を取り、社会福祉施設、公共宿泊施設等

の管理者との協議により、配慮を要する高齢者、障害者等が相

談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活できる

体制を整備した福祉避難所の選定に努める。なお、医療的ケア

を必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸引器等に係る医療

機器の電源確保等に配慮するよう努めるものとする。

（3）避難所が備えるべき設備の整備

ウ バックアップ設備の整備：投光器、再生可能エネルギーの活

用を含めた非常用発電設備等

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策

60 県（福祉局、保健医療局、観光コンベンション局、県民文化局、防

災安全局、建設局、教育委員会）、町及び社会福祉施設等管理者にお

ける措置

（3）避難行動要支援者対策
ア 町は、災害時においても自ら避難することが困難であって、円

滑かつ迅速な困難の確保の観点で特に支援を要する避難行動要支援

県、町及び社会福祉施設等管理者における措置

（3）避難行動要支援者対策
ア 町は、災害時においても自ら避難することが困難であって、円

滑かつ迅速な困難の確保の観点で特に支援を要する避難行動要支援

表記の整理

本年度「設楽町

避難行動要支

援者支援の支
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

者に対する避難支援全体の考え方を整理する。また、名簿に登載す

る避難行動要支援者の範囲、名簿作成に関する関係部署の役割分担、

名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法、名簿の更新に関する

事項等について、町防災計画に定めるとともに、細目的な部分につ

いては、避難行動支援の全体計画を定める。さらには、名簿に登載

する避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難

支援等を実施するための個別避難計画を、町地域防災計画の定める

ところにより作成するよう努めるものとする。ただし、個別避難計

画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られな

い場合は、この限りではない。

イ 避難行動要支援者名簿の作成

町は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、関係

部署等が保有している要介護高齢者や障害者、外国人等の情報を把

握し、災害対策基本法 49条の 10に基づき、避難行動要支援者名簿
を作成するとともに、あらかじめ自主防災組織、地域の福祉関係者

などと連携して、避難行動要支援者に関する情報の共有、避難支援

計画の策定等に努めるものとする。

（略）

要配慮者利用施設

ウ 個別避難計画の作成等

（略）

（4）外国人等に対する対策
ウ 多言語ややさしい日本語による防災知識の普及活動を推進する。

（追加）

エ 災害時に多言語情報の提供を行う愛知県災害多言語支援セン

ターの体制整備を推進する。

（追加）

者に対する避難支援全体の考え方を整理する。また、名簿に登載す

る避難行動要支援者の範囲、名簿作成に関する関係部署の役割分担、

名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法、名簿の更新に関する

事項等について、町防災計画及び「設楽町避難行動要支援者の支援

に関する全体計画」に定める。さらには、名簿に登載する避難行動

要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施

するための個別避難計画を、町地域防災計画及び「設楽町避難行動

要支援者の支援に関する全体計画」の定めるところにより作成する

よう努めるものとする。ただし、個別避難計画を作成することにつ

いて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りで

はない。

イ 避難行動要支援者名簿の作成

町は、災害時に要配慮者に対する援護が適切に行われるよう、関係

部署等が保有している要介護高齢者や障害者、外国人等の情報を把

握し、災害対策基本法 49条の 10に基づき、避難行動要支援者名簿
を作成するとともに、あらかじめ自主防災組織、地域の福祉関係者

などと連携して、避難行動要支援者に関する情報の共有、個別避難

計画の策定等に努めるものとする。

（略）

（削除）

ウ 個別避難計画の作成等

（略）

（4）外国人等に対する対策
ウ 多言語ややさしい日本語による防災知識の普及活動を推進する。

エ 外国人も対象とした防災教育や防災訓練の普及を図るよう努め

る。

オ 災害時に多言語情報の提供を行う愛知県災害多言語支援セン

ターの体制整備を推進する。

（5）土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対する対策

援に関する全

体計画」を作成

したことによ

る表記の整理

第 9章第 2節か
ら第 3章第 5章
へ整理

名称 所在地

津具小学校 設楽町津具字見出原３番地１

津具中学校 設楽町津具字見出２９番地

愛厚ホーム設楽苑 設楽町清崎字沖１３番地４

グループホーム設楽名倉の家 設楽町東納庫字古松４番地
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

ア 土砂災害警戒区域内の施設等の公表

町は、町地域防災計画（第２編第３章第５節）に定められた土砂

災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設名称及び所在地につい

て、住民への周知を図る。

イ 土砂災害のおそれがある場合の要配慮者利用施設の管理者への

洪水予報等の的確かつ迅速な伝達

町は、町地域防災計画において、土砂災害警戒区域内の要配慮者

が利用する施設で当該施設の利用者の土砂災害のおそれがある場合

の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものにつ

いては、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られる

よう気象警報等の伝達方法を定めるとともに、住民への周知を図る。

ウ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の

実施

（ｱ）計画の作成等

町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の管理者等は、水害時及び土砂災害が発生するおそれがある場

合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために、避難確保計画を作成し、町長に報告す

るとともに、当該避難確保計画に基づき避難訓練を実施し、その結

果を町長に報告するものとする。

（ｲ）施設管理者等に対する防災知識の普及

町は、町地域防災計画に定めた要配慮者利用施設の管理者等に対

して、土砂災害の危険性を説明するなど、避難確保計画の作成及び

避難訓練の実施の重要性を認識させるよう努める。

（ｳ）施設管理者等に対する支援

県及び町は、当該要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

及び避難訓練の実施について、当該要配慮者利用施設の管理者等を、

連携して支援するよう努める。

（ｴ）町長の指示等

町長は、町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設が作成する避難確保に関する計画について、当該要配

慮者利用施設の所有者又は管理者が計画を作成していない場合にお

いて、当該要配慮者利用施設の土砂災害が発生するおそれがある場

合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者

利用施設の所有者又は管理者に対して必要な指示をすることがで

き、また、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理

由なくその指示に従わなかった時は、その旨を公表することができ

る。

（ｵ）町長の助言・勧告

町長は、町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し

必要な助言又は勧告をすることができる。

第３節 帰宅困難者対策 第３節 帰宅困難者対策

63 県（防災安全局）、町における措置 県、町における措置

（削除）

表記の整理

第９章第３節

から第８章第

５節への整理

第１０章 応援・受援体制の整備策 第１０章 応援・受援体制の整備策

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

65 表中 表中 表記の整理

町から避難勧告・指示が出た場合の心得

① 火の始末や戸締まりを確実にする。電気は配電盤のサー

ビスブレーカーを切り、ガスは元栓を閉める。

② 消防・警察などの防災関係者の指示に従って、家族そろっ

て避難する。

③ 避難の際は、がけ下、壊れそうな塀ぎわ、川べりなどはで

きるだけ避け、どうしてもそ

の場所を通らなければならないときには十分注意して通行

する。

④ 老人、幼児、病人などのいる家族では早めに避難する。

⑤ 服装は行動しやすいものとし、特に風に飛ばされてくる

物から身を守るために、頭には、

帽子、頭巾、ヘルメットなどを被り、露出部分の少ない服装

で避難する。

⑥ 携行品は必需品のみとして、背負うようにする。

⑦ 切れた電線やたれ下がった電線には、絶対触れないよう

にする。
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第２節

中部地方整備局 3 緊急災害対策派遣隊等

第２節

中部地方整備局 3 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等

第１節 広域応援・受援体制の整備 第１節 広域応援・受援体制の整備

65 １ 県（防災安全局）及び指定地方行政機関における措置 １ 県及び指定地方行政機関における措置 表記の整理

65 ２ 県（防災安全局、各局）及び市町村における措置

（3）受援体制の整備

（略）

また、県及び市町村は、訓練等を通じて、応急対策職員確保制度

を活用した応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時

における円滑な活用の促進に努めるものとする。

（略）

（4）訓練、検証等
県は、広域的な受援に係る計画や相互応援協定等の実効性を高め

ていくため、各種訓練等を通じた検証を行うとともに、検証結果や

国、県、市町村、その他防災関係機関等の体制変更、施設、資機材等

の整備の進捗に応じて、随時、計画等の必要な見直しを行うものと

する。

◆附属資料第 15「災害時等の応援に関する協定書（9県 1市）」
◆附属資料第 15「全国都道府県における災害時等の広域応援に関
する協定」

◆附属資料第 15「市町村消防相互応援協定等締結状況」

２ 県及び市町村における措置

（3）受援体制の整備

（略）

また、県及び市町村は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度

を活用した応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時

における円滑な活用の促進に努めるものとする。

（略）

（4）訓練、検証等

県は、広域的な受援に係る計画や相互応援協定等の実効性を高め

ていくため、各種訓練等を通じた検証を行うとともに、検証結果や

国、県、市町村、その他防災関係機関等の体制変更、施設、資機材

等の整備の進捗に応じて、随時、計画等の必要な見直しを行うもの

とする。

（削除）

表記の整理

第２節 応援部隊等に係る広域応援・受援体制の整備 第２節 応援部隊等に係る広域応援・受援体制の整備

66 １ 県（防災安全局）及び町（新城市（消防本部）を含む。）におけ

る措置

１ 県及び町（新城市（消防本部）を含む。）における措置 表記の整理

第３節 支援物資の円滑な受援供給体制の整備 第３節 支援物資の円滑な受援供給体制の整備

67 １ 県（防災安全局、各部局）及び町における措置

（2）訓練・検証等
県及び町は、災害時に支援物資を円滑に搬送するため、連携して物

資拠点等における訓練を行うとともに、訓練検証結果や国、県、市

町村、その他防災関係機関等の体制変更、施設、資機材等の整備の

進捗に応じて、随時、計画等の必要な見直しを行うものとする。

◆附属資料第 15「災害時等における物資等の緊急輸送等に関する協
定書（県対県トラック協会）」

◆附属資料第 15「災害発生時の物資の保管等に関する協定書（岐阜

１ 県及び町における措置

（2）訓練・検証等
県及び町は、災害時に支援物資を円滑に搬送するため、連携して物

資拠点等における訓練を行うとともに、訓練検証結果や国、県、市

町村、その他防災関係機関等の体制変更、施設、資機材等の整備の

進捗に応じて、随時、計画等の必要な見直しを行うものとする。

（削除）

表記の整理

資料２－１
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

県、愛知県、三重県、東海倉庫協会）」

◆附属資料第 15「災害時における物流施設の使用等に関する覚書
（県対佐川急便株式会社）」

◆附属資料第 15「災害時における物流施設の使用等に関する協定
（県対ヤマト運輸株式会社・西濃運輸株式会社・名鉄運輸株式会社）」

第４節 防災活動拠点の確保等 第４節 防災活動拠点の確保等

68 県（防災安全局、各局）及び町における措置

（略）

また、県は、広域かつ甚大な災害が発生した際に全国から人員や

物資等の支援を受け入れ、被災地域の防災拠点に迅速かつ的確に供

給する愛知県の基幹的広域防災拠点を空港と高速道路網の二つに直

結する「名古屋空港北西部」（豊山町・青山地区）において整備する。

なお、平常時は消防学校、防災啓発施設及び公園として活用する。

◆ 附属資料第 6「防災活動拠点」

県及び町における措置

（略）

また、県は、広域かつ甚大な災害が発生した際に全国から人員や

物資等の支援を受け入れ、被災地域の防災拠点に迅速かつ的確に供

給する「愛知県基幹的広域防災拠点」を空港と高速道路網の二つに

直結する「名古屋空港北西部」（豊山町・青山地区）において整備す

る。当該拠点には、臨空消防学校（仮称）と愛知県防災公園を整備

し、拠点の本部機能を確保するとともに、警察災害派遣隊、緊急消

防援助隊、自衛隊、TEC-FORCEのベースキャンプ用地や、国から
のプッシュ型支援物資の受け入れ、県内全域への供給に必要な物資

ターミナルとする。

（削除）

愛知県基幹的

広域防災拠点

の整備計画修

正に伴う修正

第１１章 防災訓練及び防災意識の向上 第１１章 防災訓練及び防災意識の向上

第１節 防災訓練の実施 第１節 防災のための意識啓発・広報

70 １ 県（防災安全局、各局）及び町等における措置 １ 県及び町等における措置 表記の整理

71 ３ 県（教育委員会）、町及び私立各学校等管理者における措置 ３ 県、町及び私立学校等管理者における措置 表記の整理

第２節 防災のための意識啓発・広報 第２節 防災のための意識啓発・広報

71 県（防災安全局、農林基盤局、建設局、都市・交通局、建築局等関

係局）、町、県警察及び名古屋地方気象台等における措置

（4）報道媒体の活用及び協力要請

（略）

電気通信事業者は、災害時における通信料の増加を抑制するため、

（略）

（7）過去の災害教訓の伝承

県及び町は、県民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、

県、町、県警察及び名古屋地方気象台等における措置

（4）報道媒体の活用及び協力要請

（略）

通信事業者は、災害時における通信料の増加を抑制するため、（略）

（7）過去の災害教訓の伝承

県及び町は、県民が過去の災害から得られた教訓を伝承するよう、

その重要性について啓発を行う。

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

その重要性について啓発を行う。

また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各

種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民が閲覧

できるよう公開に努めるものとする。

（追記）

また、教訓を後世に伝えていくため、災害に関する調査結果や各

種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、県民が閲覧

できるよう公開に努めるものとする。

さらに、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメン

ト等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。

継続中の取組

について、防災

基本計画の書

きぶりを踏ま

えて追記

第３節 防災のための教育 第３節 防災のための教育

72
１ 県（教育委員会）、町及び私立各学校等管理者における措置

（1）児童生徒等に対する防災教育

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわけ学

級活動（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせ

ながら、効果的に行うよう配慮する（追記）。

１ 県、町及び私立学校等管理者における措置

（1）児童生徒等に対する防災教育

（略）また、防災教育は、教育課程に位置づけて実施しとりわけ学

級活動（ホームルーム活動）、学校行事及び訓練等とも関連を持たせ

ながら、効果的に行うよう配慮するとともに、消防団員等が参画し

た体験的・実践的な教育の推進に努めるものとする。

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

第１２章 防災に関する調査研究の推進 第１２章 防災に関する調査研究の推進

防災に関する調査研究の推進 防災に関する調査研究の推進

74 １ 県（防災安全局、関係局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

第１３章 災害救助基金の管理 第１３章 災害救助基金の管理

災害救助基金の管理 災害救助基金の管理

75 １ 県（防災安全局）及び救助実施市における措置 １ 県及び救助実施市における措置 表記の整理

第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策

第１章 活動態勢（組織の動員配備） 第１章 活動態勢（組織の動員配備）

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

78 表中

区分：第３節 災害救助法の適用

機関名：町（救助実施市を除く）

表中

区分：第３節 災害救助法の適用

機関名：町

表記の整理

第 1節 災害対策本部の設置・運営 第 1節 災害対策本部の設置・運営

78 1 県（防災安全局）における措置 1 県における措置 表記の整理

81 ２ 町における措置

（2）組織及び活動体制
ア 初動計画

初動体制の具体的な内容及び行動規範については、災害時初動マ

２ 町における措置

（2）組織及び活動体制
ア 初動計画

初動体制の具体的な内容及び行動規範については、設楽町業務継

表記の整理

資料２－１



風水害等災害対策計画 新旧対照表

19

頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

ニュアルに別途定めるものとする。

（略）

（ウ）緊急防災要員の設置等

b 班の編制等

(a) 班の編制は、総務班、財政班、企画ダム対策班、町民班、産業班、
保健救護班、建設班、生活班、教育班をもって構成する

（略）

（エ）責任者が不在の場合の対応

b 災害発生現場における指揮、行動の責任、権限の明確化

災害対策本部設置以前に人命救助、消火活動等の緊急災害対策活動

に職員が従事する場合、災害発生現場の指揮は先従者が執るものと

し、より適格者が到着したときは状況を報告し、指揮の交代を行う。

また、現地での資材の調達等、代価を支払うべき行為が発生したと

きは、従事職員の判断で調達できるものとし、詳細は、設楽町職員

災害時初動マニュアルに定めるところによる。

（略）

（ク）職員の災害対策活動優先順位の明確化

初動時は、行政の対応能力も限定されるため、災害対策本部の活

動は人命救助と救護依頼関係の情報活動に全力を投入する。詳細は

災害時初動マニュアルに定めるところによる。

（略）

イ 非常配備体制

(ｳ) 勤務時間内の非常配備の伝達
総務課は、庁内放送、電話又は無線により地震の情報及び非常配

備の種別を伝達する。

続計画（設楽町ＢＣＰ）に別途定めるものとする。

（略）

（ウ）緊急防災要員の設置等

b 班の編制等

(a) 班の編制は、総務班、財政班、出納班、企画ダム対策班、町民班、
産業班、保健救護班、建設班、生活班、教育班をもって構成する。

（略）

（エ）責任者が不在の場合の対応

b 災害発生現場における指揮、行動の責任、権限の明確化

災害対策本部設置以前に人命救助、消火活動等の緊急災害対策活動

に職員が従事する場合、災害発生現場の指揮は先従者が執るものと

し、より適格者が到着したときは状況を報告し、指揮の交代を行う。

また、現地での資材の調達等、代価を支払うべき行為が発生したと

きは、従事職員の判断で調達できるものとし、詳細は、設楽町業務

継続計画（設楽町ＢＣＰ）に定めるところによる。

（略）

（ク）職員の災害対策活動優先順位の明確化

初動時は、行政の対応能力も限定されるため、災害対策本部の活

動は人命救助と救護依頼関係の情報活動に全力を投入する。詳細は

設楽町業務継続計画（設楽町ＢＣＰ）に定めるところによる。

（略）

イ 非常配備体制

(ｳ) 勤務時間内の非常配備の伝達
総務課は、庁内放送、電話又は無線により地震の情報及び非常配

備の種別を伝達する。

体制の見直し

に関する修正
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

（略）

（3）町災害対策本部の設置又は廃止の県等への報告

（略）

（3）町災害対策本部の設置又は廃止の県等への報告

伝達機関の整

理

第２節 職員の派遣要請 第２節 職員の派遣要請

84 １ 県（防災安全局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第３節 災害救助法の適用 第３節 災害救助法の適用

85 １ 県（防災安全局、県民文化局、福祉局、建築局、教育委員会）

における措置

１（3）市町村への委任

表中

「救助の種類」-「学用品の給与」

市町村立小・中学校等児童生徒分

県立高等学校、特別支援学校等、私立学校等児童生徒分

１ 県における措置

１（3）市町村への委任

表中

「救助の種類」-「学用品の給与」

市町村立学校児童生徒分

県立学校、私立学校等児童生徒分

表記の整理

伝 達 機 関 状況により報告する機関

・愛知県東三河総局新城設楽振
興事務所
（愛知県災害対策本部東三河方
面本部新城設楽支部）
・愛知県設楽警察署
・消防団、消防本部
（追加）

・中部電力株式会社新城営業所
・西日本電信電話株式会社名古
屋支店
・社団法人愛知県トラック協会
等

伝 達 機 関 状況により報告する機関

・愛知県東三河総局新城設楽振
興事務所
（愛知県災害対策本部新城設楽
方面本部）
・愛知県設楽警察署
・消防団、消防本部
・中部地方整備局設楽ダム工事
事務所
・陸上自衛隊豊川駐屯地第１０
特科連隊第１大隊

・中部電力パワーグリッド株式
会社新城営業所
・西日本電信電話株式会社東海
支店
（削除）
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

87 ３ 町における措置（救助実施市を除く）（災害救助法第 13条） ３ 町における措置（災害救助法第13条） 表記の整理

第２章 避難行動 第２章 避難行動

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

88 表中

機関名：県

事前 欄

「○ 立退き勧告等の代行」

機関名：市町村

事前 欄

「○ 立退きの勧告・指示」

表中

機関名：県

事前 欄

「○ 立退き指示等の代行」

機関名：市町村

事前 欄

「○ 立退きの指示」

表記の整理

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

89 表中 表中 表記の整理

第１節 気象警報等の発表、伝達 第１節 気象警報等の発表、伝達

89 １ 名古屋地方気象台における措置

名古屋地方気象台は、気象業務法に基づく特別警報・警報（該当

する警戒レベル相当情報含む。ただし、航空機、鉄道、電気事業等

の利用に適合するものを除く。）を発表・切り替え・解除した場合は、

消防庁・県・西日本電信電話株式会社・中部地方整備局・日本放送

協会名古屋放送局に通知しなければならない。

名古屋地方気象台は、気象業務法に基づく情報及び同法施行令に

定める注意報等（ただし、航空機、鉄道、電気事業等の利用に適合

するものを除く。以下「注意報等」とする。）を発表・切り替え・解

除した場合は、消防庁・県・・中部地方整備局・日本放送協会名古屋

放送局に伝達する。

１ 名古屋地方気象台における措置

名古屋地方気象台は、気象業務法に基づく特別警報・警報（該当

する警戒レベル相当情報含む。ただし、航空機、鉄道、電気事業等

の利用に適合するものを除く。）を発表・切り替え・解除した場合は、

消防庁・県・西日本電信電話株式会社・日本放送協会・国土交通省

機関に通知しなければならない。

名古屋地方気象台は、気象業務法に基づく情報及び同法施行令に

定める注意報等（ただし、航空機、鉄道、電気事業等の利用に適合

するものを除く。以下「注意報等」とする。）を発表・切り替え・解

除した場合は、消防庁・県・日本放送協会・国土交通省機関に伝達

する。

気象庁におけ

る「気象警報等

の伝達系統図」

更新等に伴う

修正

90 ２ 洪水予報（中部地方整備局、県（建設局）及び名古屋地方気象

台等における措置）

２ 洪水予報（中部地方整備局、県及び名古屋地方気象台等におけ

る措置）

表記の整理

90 ３ 洪水に係る水位情報の周知（県（建設局）における措置） ３ 洪水に係る水位情報の周知（県における措置） 表記の整理

90 ４ 土砂災害警戒情報（名古屋地方気象台及び県（建設局）におけ ４ 土砂災害警戒情報（名古屋地方気象台及び県における措置） 表記の整理

第 4節

広域避難

県、町 １ 広域避難に係る協議

２ 居住者等の運送

第 4節

広域避難

町 １ 広域避難に係る協議

県 １ 広域避難に係る協議

２ 居住者等の運送
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

る措置）

名古屋地方気象台及び県は、分けられた区ごとに、大雨警報（土

砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもお

かしくない状況となったときに、共同して土砂災害警戒情報を発表

し、関係機関に連絡する。

また、県は、土砂災害警戒情報を補足し、避難情報の発令対象地

域を特定するための参考情報として、降雨時の土砂災害の危険度を

地域ごとに示した情報（メッシュ情報）を町や住民に提供する。

名古屋地方気象台及び県は、市町村ごとに、大雨警報（土砂災害）

の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくな

い状況となったときに、共同して土砂災害警戒情報（警戒レベル４

相当情報［土砂災害］）を発表し、関係機関に連絡する。

また、県は、土砂災害警戒情報を補足し、避難情報の発令対象地

域を特定するための参考情報として、降雨時の土砂災害の危険度を

地域ごとに示した情報（メッシュ情報）を町や住民に提供する。

90 ５ 土砂災害緊急情報（中部地方整備局及び県（建設局）における措

置）

名古屋地方気象台及び県は、分けられた区ごとに、土砂災害発生

の危険度が高まったときに、共同して土砂災害警戒情報（警戒レベ

ル４相当情報［土砂災害］）を発表し、関係機関に連絡する。

また、県は、土砂災害警戒情報を補足し、避難勧告等の発令対象

地域を特定するための参考情報として、降雨時の土砂災害の危険度

を地域ごとに示した情報（メッシュ情報）を該当する警戒レベル相

当情報を付して市町村や住民に提供する。

５ 土砂災害緊急情報（中部地方整備局及び県における措置）

中部地方整備局及び県は、大規模な土砂災害（河道閉塞による土

石流・湛水、地すべりなど）が急迫した場合は、緊急調査を実施し、

重大な土砂災害の切迫した危険があると認めるときは、その結果を

土砂災害緊急情報として町へ通知するとともに、住民に周知する。

表記の整理

90 ６ 県（防災安全局）における措置 ６ 県における措置 表記の整理

92 図１ 気象警報等の伝達系統図 図１ 気象警報等の伝達系統図 関係機関の整

理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

93 図３ 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］ 図３ 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］） 関係機関の整

理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第２節 避難情報 第２節 避難情報

94 １ 町における措置

（1）避難情報の発令

ウ [警戒レベル３]高齢者等避難
（略）

なお、夜間、早朝に避難指示を発令するような（略）

（略）

カ 事前の情報提供

（略）特に、台風（追記）による大雨発生など事前に予測が可能

な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれが

なくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達す

ることに努めるものとする。

（2) 知事等への助言の要求

町長は、避難のための立退きを指示し、又は「緊急安全確保」の

安全確保措置を指示しようとする場合において必要があると認める

ときは、中部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対し助言を

求めることができる。（追記）

（3）報告（災害対策基本法第 60条第 4項）

１ 市町村における措置

（1）避難情報

ウ [警戒レベル３]高齢者等避難
（略）

なお、夜間、早朝に高齢者等避難を発令するような（略）

（略）

カ 事前の情報提供

（略）特に、台風や線状降水帯等による大雨発生など事前に予

測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害の

おそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況

を伝達することに努めるものとする。

（2) 知事等への助言の要求

町長は、避難のための立退きを指示し、又は「緊急安全確保」の安

全確保措置を指示しようとする場合において必要があると認めると

きは、中部地方整備局、名古屋地方気象台又は知事に対し助言を求

めることができる。さらに、避難指示等の発令に当たり、必要に応

じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、

適切に判断するものとする。

（3）報告（災害対策基本法第 60条第 4項）

表記の整理

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

96 ４ 県警察（警察官）における措置

（3）報告・通知等
イ （2）の場合（通知及び報告・災害対策基本法第 61条第 3項及
び第 4項）

４ 県警察（警察官）における措置

（3）報告・通知等
イ （2）の場合（通知及び報告・災害対策基本法第 61条第 3項及
び第 4項）

表記の整理

第３章 災害情報の収集・伝達・広報 第３章 災害情報の収集・伝達・広報

第１節 被害状況等の収集・伝達 第１節 被害状況等の収集・伝達
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

100 １ 町における措置

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告

（略）

この場合において、町長は、被害の発生地域、避難情報の措置を

講じた地域等を地図上に表示することができる県防災情報システム

の防災地理情報システムを有効に活用するものとする。

（3）行方不明者の情報収集

捜索・救助体制の検討等に活用するため、町は、住民登録の有無

に関わらず、行方不明となった者について、県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ものとする。

また、行方不明者として把握した者が、（略）

１ 町における措置

（2）災害の状況及び応急対策活動情報の県への報告

（略）

報告にあたり、町長は、県防災情報システムを有効に活用するも

のとする。

（3）安否不明者・行方不明者の情報収集

捜索・救助体制の検討等に活用するため、町は、住民登録の有無

に関わらず、安否不明者・行方不明となった者について、県警察等

関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。

また、安否不明者・行方不明者として把握した者が（略）

防災情報シス

テムの改修更

新に伴う修正

「災害時にお

ける安否不明

者・行方不明

者・死者の氏名

の公表方針」の

反映

101 ２ 県（防災安全局、関係部局）の措置

（7）人的被害の数の一元的な集約・調整

（略）

また、県は、人的被害の数について広報を行う際には、市町村等

と密接に連携しながら適切に行うものとする。

２ 県の措置

（7）人的被害の数の一元的な集約・調整

（略）

また、県は、人的被害の数について広報を行う際には、市町村等

と密接に連携しながら適切に行うものとする。

なお、安否不明者・行方不明者・死者の氏名の公表については、

別に定める公表方針に基づき実施するものとする。

「災害時にお

ける安否不明

者・行方不明

者・死者の氏名

の公表方針」の

反映

102 ３ 被害状況等の一般的収集、伝達系統

（1）被害状況等の一般的収集、伝達系統は次のとおりである。
３ 被害状況等の一般的収集、伝達系統

（1）被害状況等の一般的収集、伝達系統は次のとおりである。
表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

103 ５ 特殊災害に関する情報の収集及び伝達の系統

（2）航空機災害の場合
「第 15章 航空災害対策」による。

５ 特殊災害に関する情報の収集及び伝達の系統

（削除）

表記の整理

第２節 通信手段の確保 第２節 通信手段の確保

104 １ 県（防災安全局、関係局）、町及び防災関係機関における措置

（6）孤立防止用無線電話等の使用

災害時においては、交通手段、通信手段の途絶により、特に郡部

において孤立地区の発生が予想されるため西日本電信電話株式会社

では、超小型衛星通信装置（ku－1ch）を一部の市町村役場や学校等

に常置し、孤立防止を図っているので、東三河総局・県民事務所等

（方面本部）、地方機関にあっては、防災行政無線電話、一般加入電

話等の途絶に際しては、この無線電話を使用し、災害情報の報告等

通信の確保に努めるものとする。

（7）電話･電報施設の優先利用

（略）

（8）放送の依頼

（略）

（9）県防災情報システム

（略）

１ 県、町及び防災関係機関における措置

（削除）

（6）電話･電報施設の優先利用

（略）

（7）放送の依頼

（略）

（8）県防災情報システム

（略）

設備（ku－1ch）

廃止に伴う修

正

106 ２ 県（防災安全局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第４章 応援協力・派遣要請 第４章 応援協力・派遣要請

第 1節 応援協力 第 1節 応援協力

110 1 県（防災安全局）における措置 1 県における措置 表記の整理

第２節 応援部隊等による広域応援等 第２節 応援部隊等による広域応援等

112 ２ 県（防災安全局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第３節 自衛隊の災害派遣 第３節 自衛隊の災害派遣

114 1 自衛隊における措置

（5）連絡要員の派遣

自衛隊は、災害派遣要請を受けたときは、必要に応じて、県災害

対策本部に連絡要員を派遣する。

1 自衛隊における措置

（6）連絡要員の派遣

自衛隊は、災害派遣要請を受けたとき、又は災害派遣要請を受け

ることが予想されるときは、必要に応じて、県災害対策本部に連絡

要員を派遣する。

表記の整理

114 ２ 災害派遣要請者（県（防災安全局）、大阪航空局）における措置 ２ 災害派遣要請者（県、大阪航空局）における措置 表記の整理

第４節 ボランティアの受入 第４節 ボランティアの受入
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

116 １ 県（防災安全局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第５節 防災活動拠点の確保等 第５節 防災活動拠点の確保等

117 １ 県（防災安全局）及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

118 ３ 防災活動拠点の区分と要件等

表中

3 広域防災活動拠点

要件 施設整備の記載内容

「倉庫等 宿泊施設」

３ 防災活動拠点の区分と要件等

表中

3 広域防災活動拠点

要件 施設整備の記載内容

「倉庫等 できれば宿泊施設」

表記の整理

第５章 救出・救助対策 第５章 救出・救助対策

■ 基本方針 ■ 基本方針

119 ○ 発災直後の上空からの情報収集活動、救急救助活動、災害応急

活動等を迅速かつ円滑に行うために、防災航空隊を設置し、防災

ヘリコプターを活用する。

○ 発災直後の上空からの情報収集活動、救急救助活動、災害応急

活動等を迅速かつ円滑に行うために、防災ヘリコプターを活用す

る。

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

119 表中

機関名：県

被害発生中 欄

○ 防災ヘリコプターの出動

表中

機関名：県

被害発生中 欄

○ 防災ヘリコプターの出動調整

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

120 表中

機関名：県

第２節 航空機の活用

主な措置 欄

2(1)防災ヘリコプターの出動

表中

機関名：県

第２節 航空機の活用

主な措置 欄

2(1)防災ヘリコプターの出動調整

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

第１節 救出・救助活動 第１節 救出・救助活動

120 ３ 県（防災安全局）における措置

（追加）

３ 県における措置

（4）ゼロメートル地帯では、津波等により広範囲が浸水し、長期間

湛水 するとともに、既存の防災活動拠点が浸水する可能性がある

ことから、県は、ゼロメートル地帯において、県や市町村、消防、自

衛隊等が迅速かつ効率的に救出・救助活動を実施するための「広域

防災活動拠点」をあらかじめ整備する。

ゼロメートル

地帯における

広域防災活動

拠点の整備に

ついて追記

121 ９ 災害救助法の適用

（略）

９ 災害救助法の適用

（略）

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

◆ 「災害救助法施行細則」ほか （削除）

第２節 航空機の活用 第２節 航空機の活用

121 １ 航空機の運用調整

（1）航空運用チームの設置

県は、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航

空機を最も有効適切に活用するため、必要に応じて、県災害対策本

部内に航空機（追記）の運用を調整する部署（航空運用チーム）を

設置する。

（3）調整事項等

航空運用チームにおいては、各機関の航空機の安全・円滑な運用

を図るため、航空機の活動エリアや任務の調整などを行う。

また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う

ものとする。

（新設）

なお、政府の現地対策本部が設置されている場合には、同本部と

連携するよう留意する。

１ 航空機の運用調整

（1）航空運用チームの設置

県は、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航

空機を最も有効適切に活用するため、必要に応じて、県災害対策本

部内に航空機及び無人航空機の運用を調整する部署（航空運用チー

ム）を設置する。

（3）調整事項等

航空運用チームにおいては、各機関の航空機の安全・円滑な運用

を図るため、航空機の活動エリアや任務の調整などを行うとともに、

必要に応じて、次の業務を行うものとする。

ア 自衛隊による局地情報提供に関する調整

イ 国土交通省に対する緊急用務空域の指定依頼

また、緊急用務空域が指定された際には，指定公共機関，報道機

関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調整を行うものとす

る。

なお、政府の現地対策本部が設置されている場合には、同本部と

連携するよう留意する。

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

121 ２ 愛知県防災ヘリコプターの活用

（1）県（防災安全局）における措置

愛知県防災ヘリコプターの活動内容及び出動要件等は、次のとお

りとする。

ア 活動内容

防災航空隊は、ヘリコプターの特性を十分に活用でき、その必

要性が認められる次のような内容の活動を行うものとする。

（略）

イ 災害発生等による出動

知事は、県域内において災害等が発生し、又はそのおそれがあ

るときは、防災ヘリコプターを出動させる。

ウ 町等の要請による出動

知事は、町長等（消防事務に関する一部事務組合の管理者を含

む。以下この節において同じ。）から防災ヘリコプターの出動要請

があったときに、次の要件のいずれかに該当するときは、防災ヘ

２ 愛知県防災ヘリコプターの活用

（1）県（防災安全局）及び名古屋市（消防航空隊）における措置

愛知県防災ヘリコプターの活動内容及び出動要件等は、次のとお

りとする。

ア 活動内容

ヘリコプターの特性を十分に活用でき、その必要性が認められ

る次のような内容の活動を行う。

（略）

イ 災害発生等による出動

県域内において災害等が発生し、又はそのおそれがあるときは、

防災ヘリコプターを出動させる。

ウ 町等の要請による出動

町長等（消防事務に関する一部事務組合の管理者を含む。以下

この節において同じ。）から防災ヘリコプターの出動要請があった

ときに、次の要件のいずれかに該当するときは、防災ヘリコプター

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

リコプターの出動による応援を行うものとする。

（略）

（追加）

エ 他の防災航空隊との連携

防災航空隊は、名古屋市消防航空隊及び近隣県の防災航空隊と

連絡を密にし、次のような場合に、災害応急活動等に支障をきた

さないように協力体制を整える。

（ｱ）本県の防災ヘリコプターが点検整備等で緊急運航できないと

き。

（略）

（2）町等における措置

町長等は、防災ヘリコプターの応援要請をするときは、あらか

じめ県（防災局消防保安課防災航空グループ）に電話等により次

の事項について速報を行ってから緊急出動要請書を知事に提出

する。

の出動による応援を行うものとする。

（略）

エ 事務委託

ア～ウの措置は、地方自治法第252条の 14（事務の委託）によ

り、名古屋市の規程等に基づき、名古屋市消防航空隊が実施する。

オ 他の防災航空隊との連携

県は、近隣県の防災航空隊と連絡を密にし、次のような場合に、

災害応急活動等に支障をきたさないように協力体制を整える。

（ｱ）本県の防災ヘリコプター及び名古屋市の消防ヘリコプターが

点検整備等で緊急運航できないとき。

（略）

（2）町等における措置

町長等は、防災ヘリコプターの応援要請をするときは、あらか

じめ名古屋市消防航空隊に電話等により次の事項について速報

を行ってから緊急出動要請書を知事に提出する。

第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第６章 医療救護・防疫・保健衛生対策

第 1節 医療救護 第 1節 医療救護

125 1 県（保健医療局）における措置 1 県における措置 表記の整理

127 4 北設楽郡医師会、新城市民病院、災害拠点精神科病院における措

置

（略）

(4)災害拠点精神科病院は、災害時における精神科医療の提供や患者
の一時的避難に対応する。

◆附属資料第 10「災害拠点病院」
◆附属資料第 10「救急病院・救急診療所の認定状況」
◆附属資料第 10「災害拠点精神科病院」

4 北設楽郡医師会、新城市民病院、災害拠点精神科病院における措

置

（略）

(4)災害拠点精神科病院は、災害時における精神科医療の提供や患者
の一時的避難に対応する。

（削除）

表記の整理

128 １１ 医薬品その他衛生材料の確保

（6）県は、陸上の交通手段が確保できない場合は、防災ヘリコプター

を出動させるとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等の出動

１１ 医薬品その他衛生材料の確保

（6）県は、陸上の交通手段が確保できない場合は、名古屋市消防航

空隊とヘリコプターの出動を調整するとともに、県警察、自衛隊等

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

を要請して、医薬品等の空輸を行う。 にヘリコプター等の出動を要請して、医薬品等の空輸を行う。 託したため。

128 １２ 血液製剤の確保

（3）県は、通常の輸送体制がとれない場合は、防災ヘリコプターを

出動させるとともに、県警察、自衛隊等にヘリコプター等の出動を

要請して、血液製剤の空輸を行う。

１２ 血液製剤の確保

（3）県は、通常の輸送体制がとれない場合は、名古屋市消防航空隊

とヘリコプターの出動を調整するとともに、県警察、自衛隊等にヘ

リコプター等の出動を要請して、血液製剤の空輸を行う。

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

第２節 防疫・保健衛生 第２節 防疫・保健衛生

129 １ 県（保健医療局・感染症対策局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

130 ３ 町（保健所設置市を除く）における措置 ３ 町における措置 表記の整理

131 ５ 栄養指導等

（1）県及び町は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指

導を行うとともに、避難所等における被災者の食生活支援・相談

を行う。（追記）

◆ 附属資料第 15「災害時における栄養・食生活支援活動に関する

協定書（県対公益社団法人愛知県栄養士会）」

５ 栄養指導等

（1）県及び町は、避難所等における炊き出しの実施に際し、栄養指

導を行うとともに、避難所等における被災者の食生活支援・相談

を行う。また、避難所等における食物アレルギーを有する者のニー

ズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料

の確保等に努めるものとする。

（削除）

防災基本計画

の修正を踏ま

えた修正

第７章 交通の確保・緊急輸送対策 第７章 交通の確保・緊急輸送対策

第１節 道路交通規制等 第１節 道路交通規制等

136 ２ 自衛官及び消防吏員における措置

派遣を命じられた自衛官及び消防吏員は、（略）

２ 自衛官及び消防吏員における措置

災害派遣を命じられた自衛官及び消防吏員は、（略）

表記の整理

第２節 道路施設対策 第２節 道路施設対策

139 ３ 県（建設局）における措置 ３ 県における措置 表記の整理

140 ５ 名古屋高速道路公社における措置

（1）道路情報の収集及び関係機関との情報共有

ア 次により路上及び路下の点検を実施し、被害状況及び交通状

況の 把握、復旧検討のための点検を行う。

５ 名古屋高速道路公社における措置

（1）道路情報の収集及び関係機関との情報共有

ア 被害状況及び交通状況の把握、復旧検討のための点検を行う。

表記の整理

第３節 緊急輸送手段の確保 第３節 緊急輸送手段の確保

141 ３ 県（防災安全局、各局）における措置 ３ 県における措置 表記の整理

第８章 水害防除対策 第８章 水害防除対策

第２節 防災営農 第２節 防災営農

145 （農地及び農業用施設に対する応急措置）

１ 県（農林基盤局）、町、独立行政法人水資源機構中部支社及び土

地改良区における措置

（農地及び農業用施設に対する応急措置）

１ 県、町、独立行政法人水資源機構中部支社及び土地改良区にお

ける措置

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

146 （農作物に対する応急措置）

２ 県（農林水産局）、町及び農業協同組合における措置

（農作物に対する応急措置）

２ 県、町及び農業協同組合における措置

表記の整理

146 （家畜に対する応急措置）

３ 県（農林水産局）、町及び畜産関係団体における措置

（家畜に対する応急措置）

３ 県、町及び畜産関係団体における措置

表記の整理

146 （林産物に対する応急措置）

４ 県（農林基盤局）、町及び森林組合における措置

（林産物に対する応急措置）

４ 県、町及び森林組合における措置

表記の整理

第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第９章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策

第１節 避難所の開設・運営 第１節 避難所の開設・運営

150 １ 町における措置

（4）避難所の運営

キ 要配慮者への支援

避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員、（略）

１ 町における措置

（4)避難所の運営

キ 要配慮者への支援

避難所内に要配慮者がいることを認めた場合は、民生委員・児

童委員、（略）

児童委員の追

記（防災基本計

画の表記と統

一）

151 ２ 県（防災安全局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

151 ４ 災害救助法の適用

（略）

また、県及び救助実施市は、災害救助に係る愛知県資源配分計画

及び災害救助法資源配分チームにおいて、県の広域調整の下で、円

滑かつ迅速に実施する。なお、救助の対象、方法、経費及び期間に

ついては、災害救助法施行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

４ 災害救助法の適用

（略）

また、県及び救助実施市は、災害救助に係る愛知県資源配分計画

及び災害救助法資源配分チームにおいて、県の広域調整の下で、円

滑かつ迅速に実施する。なお、救助の対象、方法、経費及び期間に

ついては、災害救助法施行細則による。

（削除）

表記の整理

第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策

151 １ 町における措置

（4）避難所・在宅等における福祉ニーズの把握と福祉人材の確保
市町村は被災した要配慮者の生活状況と福祉ニーズを把握し、必

要な専門的人材を確保し、ニーズに応じたサービスを提供するもの

とする。

１ 町における措置

（4）避難所・在宅等における福祉ニーズの把握と福祉人材の確保
町は被災した要配慮者の生活状況と福祉ニーズを把握し、必要な

専門的人材を確保し、ニーズに応じたサービスを提供するものとす

る。

表記の整理

152 ２ 県（福祉局、保健医療局、県民文化局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

152 ３ 災害救助法の適用

（略）

また、県及び救助実施市は、災害救助に係る愛知県資源配分計画

及び災害救助法資源配分チームにおいて、県の広域調整の下で、円

３ 災害救助法の適用

（略）

また、県及び救助実施市は、災害救助に係る愛知県資源配分計画

及び災害救助法資源配分チームにおいて、県の広域調整の下で、円

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

滑かつ迅速に実施する。

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

滑かつ迅速に実施する。

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

第３節 帰宅困難者対策 第３節 帰宅困難者対策

152 １ 県(防災安全局)及び町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

第 10章 水・食品・生活必需品等の供給 第 10章 水・食品・生活必需品等の供給

第１節 給水 第１節 給水

155 ２ 県（保健医療局、企業庁）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

155 ５ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」
◆ 附属資料第 11「応急給水用資機材」
◆ 附属資料第 15「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関
する協定

５ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第２節 食品の供給 第２節 食品の供給

156 １ 町における措置

（3）米穀の原料調達

ウ 町長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼す

ることができるほか、通信途絶などの場合には、農林水産省（政

策統括官）に要請を行うことができる。（略）

１ 町における措置

（3）米穀の原料調達

ウ 町長は、緊急に必要とする場合は電話等により知事に依頼す

ることができるほか、通信途絶などの場合には、農林水産省（農

政局長）に要請を行うことができる。（略）

国の組織再編

に伴う修正

156 ２ 県（防災安全局、農業水産局、経済産業局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

157 ３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第３節 生活必需品の供給 第３節 生活必需品の供給

157 ２ 県（防災安全局、農業水産局、経済産業局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

157 ３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第１１章 環境汚染防止及び地域安全対策 第１１章 環境汚染防止及び地域安全対策

第１節 環境汚染防止対策 第１節 環境汚染防止対策

158 県（環境部）における措置 県における措置 表記の整理

第１２章 遺体の取扱い 第１２章 遺体の取扱い

第１節 遺体の捜索 第１節 遺体の捜索

161 ２ 県（防災安全局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

161 ３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第２節 遺体の処理 第２節 遺体の処理

162 ２ 県（防災安全局、保健医療局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

162 ４ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

４ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第３節 遺体の埋火葬 第３節 遺体の埋火葬

163 ２ 県（防災安全局、保健医療局）における措置

（2）応援指示
「災害発生時における火葬場の相互応援協力に関する協定」により、

県内の火葬場の被災状況その他広域的な埋火葬に必要な情報を収集

し、応援指示をする。

◆ 附属資料第 15「災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協
定書」

２ 県における措置

（2）応援指示
「災害発生時における火葬場の相互応援協力に関する協定」により、

県内の火葬場の被災状況その他広域的な埋火葬に必要な情報を収集

し、応援指示をする。

（削除）

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

◆ 附属資料第 15「災害時における遺体搬送の協力に関する協定
書」

◆附属資料第 15「災害発生時における火葬場の相互応援協力に関す
る協定（県内市町村等）」

◆附属資料第 15「中部９県災害時等の火葬の相互応援に関する覚
書」

163 ３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 10「火葬場等」
◆ 附属資料第 15「災害発生時における火葬場の相互応援協力に関
する協定（県内市町村等）」

◆ 附属資料第 15「中部９県災害時等の火葬の相互応援に関する覚
書」

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第 13章 ライフライン施設等の応急対策 第 13章 ライフライン施設等の応急対策

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

164 表中

機関名欄：中部電力、関西電力、ＪＥＲＡ電源開発

表中

機関名欄：中部電力パワーグリッド、電源開発

設楽町内には

関西電力、JERA

の保有設備は

ないと思われ

るため

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

165 表中

区分

第１節 電力施設対策

機関名欄：中部電力株式会社、株式会社 JERA関西電力株式会社、
電源開発株式会社

区分

第５節 通信施設の応急措置

機関名欄：電気通信事業者、（略）

表中

区分

第１節 電力施設対策

機関名欄：中部電力パワーグリッド株式会社、電源開発株式会社

区分

第５節 通信施設の応急措置

機関名欄：通信事業者、（略）

設楽町内には

関西電力、JERA

の保有設備は

ないと思われ

るため

第１節 電力施設対策 第１節 電力施設対策
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

165 １ 中部電力株式会社、株式会社 JERA、関西電力株式会社及び電源

開発株式会社における措置

（4）応急復旧活動の実施

ア 優先的に復旧する設備、施設

（ｱ）電力会社側

a 火力設備

b 超高圧系統に関連する送変電設備

（略）

イ 復旧方法

（ｱ）発変電設備

発電所は供給力確保を重点に災害発生後の需給状況、被害状況等を

勘案し、また、変電所は重要度、被害状況等を勘案して早期復旧を

図る。

１ 中部電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社及び電源開発株式会社における措

置

（4）応急復旧活動の実施

ア 優先的に復旧する設備、施設

（ｱ）電力会社側

超高圧系統に関連する送変電設備

（略）

イ 復旧方法

（ｱ）変電設備

変電所は重要度、被害状況等を勘案して早期復旧を図る。

設楽町内には

関 西 電 力 、

JERA の保有
設備はないと

思われるため

設楽町管内に

火力設備はな

く、中部電力パ

ワーグリッド

株式会社は発

電設備を保有

していないた

め

167 ２ 県（防災安全局、関係局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第３節 工業用水道施設対策 第３節 工業用水道施設対策

168 県（保健医療局）、水道事業者（企業庁及び市町村）における措置 県、水道事業者（企業庁及び市町村）における措置 表記の整理

第４節 下水道施設対策 第４節 下水道施設対策

168 下水道管理者（県（建設局）及び町）における措置

（略）

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場

内の使用可能な池等を沈澱池や塩素消毒池に転用する等により、

（略）

（2）応援の要請
愛知県独自では対応が不十分であると判断された場合には、中部 10
県 4市の相互応援体制を定めた「下水道事業災害時中部ブロック支
援に関するルール」に基づき、下水道事業災害時中部ブロック支援

対策本部へ応援要請する。

◆ 附属資料第 15「下水道事業災害時中部ブロック支援に関する
ルール」

下水道管理者（県及び町）における措置

（略）

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限にとどめるため、処理場

内の使用可能な池等を沈澱池や塩素消毒池に転用する等により、

（略）

（2）応援の要請
愛知県独自では対応が不十分であると判断された場合には、中部 10
県 4市の相互応援体制を定めた「下水道事業災害時中部ブロック支
援に関するルール」に基づき、下水道事業災害時中部ブロック支援

対策本部へ応援要請する。

（削除）

表記の整理

第５節 通信施設の応急措置 第５節 通信施設の応急措置
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

169 １ 電気通信事業者（西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーションズ株式会社）における措置

１ 通信事業者（西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ株式会社）における措置

表記の整理

169 ２ 移動通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社及び

ソフトバンク株式会社（追記））における措置

（略）

２ 移動通信事業者（株式会社ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ株式会社、ソ

フトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社）における措置

（略）

指定公共機関

の追加に伴う

修正

169 ３ 県（防災安全局、総務局）、町及び防災関係機関における措置 ３ 県、町及び防災関係機関における措置 表記の整理

第１４章 道路災害対策 第１４章 道路災害対策

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

171
表中

機関名：道路管理者及び中部地方整備局

被害発生中 欄

○ 他の道路管理者への応援要求

表中

機関名：道路管理者及び中部地方整備局

被害発生中 欄

○ 他の道路管理者への応援要請

表記の整理

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の応急活動

172 表中

機関名：道路管理者（略）

主な措置 欄

1（5）他の道路管理者への応援要求

機関名：中部地方整備局

主な措置 欄

2（2）他の道路管理者への応援要求

表中

機関名：道路管理者（略）

主な措置 欄

1（5）他の道路管理者への応援要請

機関名：中部地方整備局

主な措置 欄

2（2）他の道路管理者への応援要請

表記の整理

道路災害対策 道路災害対策

172 １ 道路管理者（中部地方整備局、県（建設局）、町、中日本高速道

路株式会社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社）における措置

１ 道路管理者（中部地方整備局、県、町、中日本高速道路株式会

社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社）における措置

表記の整理

173 ３ 県（建設局、防災安全局、保健医療局）における措置

（4）防災ヘリコプターによる応急対策活動

防災航空隊は、自ら又は沿岸市町村等から「愛知県防災ヘリコプ

ター支援協定」に基づく依頼により防災ヘリコプターを出動させ、

救急救助活動、消防活動等の応急対策活動を実施する。

３ 県における措置

（4）防災ヘリコプターによる応急対策活動

救急救助活動、消防活動等の応急対策活動において、県が自ら防

災ヘリコプターの出動を名古屋市消防航空隊と調整するほか、沿岸

市町村等からの「愛知県における航空機を用いた市町村等の消防支

援協定」に基づく依頼により防災ヘリコプターを活用する。

表記の整理

175 ６ 情報の伝達系統 ６ 情報の伝達系統 表記の整理
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175 ８ 応援協力関係 7 応援協力関係 表記の整理

第１５章 危険物及び毒物劇物等化学薬品類災害対策 第１５章 危険物及び毒物劇物等化学薬品類災害対策

第１節 危険物等施設 第１節 危険物等施設

178 ３ 県（防災安全局、保健医療局）における措置 ３ 県における措置 表記の整理

第２節 危険物等積載車両 第２節 危険物等積載車両

179 危険物等輸送機関、県警察、県（防災安全局、保健医療局）及び町

における措置

危険物等輸送機関、県警察、県及び町における措置 表記の整理

第１６章 火薬類災害対策 第１６章 火薬類災害対策

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

181 表中

第２節 火薬類積載車両

機関名：中部運輸局

主な措置 欄

3 鉄軌道車両災害の場合、国土交通大臣が第 1 節「火薬類関係施

設」3 に準じた措置をとるよう措置

表中

第２節 火薬類積載車両

機関名：中部運輸局

主な措置 欄

3 鉄軌道車両災害の場合、国土交通大臣が第 1 節「火薬類関係施

設」3 に準じた措置を講ずる

表記の整理

第１節 火薬類関係施設 第１節 火薬類関係施設

182 ３ 県（防災安全局）における措置 ３ 県における措置 表記の整理

第２節 火薬類積載車両 第２節 火薬類積載車両

183 ３ 中部運輸局における措置

鉄軌道車両について災害が発生した場合は、国土交通大臣が第 1

節「火薬類関係施設」3に準じた措置をとるよう措置を講ずる。

３ 中部運輸局における措置

鉄軌道車両について災害が発生した場合は、国土交通大臣が第 1

節「火薬類関係施設」3に準じた措置を講ずる。

表記の整理

第１７章 大規模な火事災害対策 第１７章 大規模な火事災害対策

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

184 表中 表中 表記の整理
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機関名：町

被害発生中 欄

○ 避難勧告・指示等

町

被害発生中 欄

○ 避難指示等

■ 主な機関の措置 ■ 主な機関の措置

184 表中

区分：大規模な火事災害対策

機関名：町

主な措置 欄

１（2）避難勧告等

表中

区分：大規模な火事災害対策

機関名：町

主な措置 欄

１（2）避難指示等

表記の整理

大規模な火事災害対策 大規模な火事災害対策

186 ２ 県（防災安全局、保健医療局）における措置

（3）防災ヘリコプターによる応急対策活動

防災航空隊は、自ら又は町等から「愛知県防災ヘリコプター支援

協定」に基づく依頼により防災ヘリコプターを出動させ、救急救助

活動、消防活動等の応急対策活動を実施する。

２ 県における措置

（3）防災ヘリコプターによる応急対策活動

救急救助活動、消防活動等の応急対策活動において、県が自ら防

災ヘリコプターの出動を名古屋市消防航空隊と調整するほか、町等

からの「愛知県における航空機を用いた市町村等の消防支援協定」

に基づく依頼により防災ヘリコプターを活用する。

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

187 ４ 情報の伝達系統

大規模な火事災害が発生した場合における情報の収集・伝達系統

は次のとおりである。

４ 情報の伝達系統

大規模な火事災害が発生した場合における情報の収集・伝達系統

は次のとおりである。

表記の整理

第１８章 林野火災対策 第１８章 林野火災対策

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

188 表中

機関名：町

被害発生中 欄

○ 避難勧告・指示等

表中

機関名：町

被害発生中 欄

○ 避難指示等

表記の整理

林野火災対策 林野火災対策

190 １ 町における措置 １ 町における措置 ヘリコプター
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（11）県に対する防災ヘリコプターの出動要請

空中消火活動の必要があると認められる場合は、県に対して「愛

知県防災ヘリコプター支援協定」に基づく防災ヘリコプターの出動

を要請する（第 5章第 3節「航空機の活用」参照）。

（11）県に対する防災ヘリコプターの出動要請

空中消火活動の必要があると認められる場合は、「愛知県における

航空機を用いた市町村等の消防支援協定」に基づき防災ヘリコプ

ターの出動を要請する（第5 章第 2 節「航空機の活用」参照）。

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

190 ２ 県（農林基盤局、防災安全局、保健医療局）における措置

（3）防災ヘリコプターによる応急対策活動

防災航空隊は、自ら又は市町村等から「愛知県防災ヘリコプター

支援協定」に基づく依頼により防災ヘリコプターを出動させ、救急

救助活動、消防活動等の応急対策活動を実施する。

２ 県における措置

（3）防災ヘリコプターによる応急対策活動

救急救助活動、消防活動等の応急対策活動において、県が自ら防災

ヘリコプターの出動を名古屋市消防航空隊と調整するほか、町等か

らの「愛知県における航空機を用いた市町村等の消防支援協定」に

基づく依頼により防災ヘリコプターを活用する。

ヘリコプター

の運航を名古

屋市に事務委

託したため。

191 ５ 情報の伝達系統

大規模な林野火災が発生した場合における情報の収集・伝達系統

は次のとおりである。

５ 情報の伝達系統

大規模な林野火災が発生した場合における情報の収集・伝達系統

は次のとおりである。

表記の整理

191 ７ 応援協力関係 ６ 応援協力関係 表記の整理

第１９章 住宅対策 第１９章 住宅対策

第１節 被災宅地の危険度判定 第１節 被災宅地の危険度判定

194 １ 県（建設局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第２節 被災住宅等の調査 第２節 被災住宅等の調査

194 １ 県（防災安全局、建設局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第３節 公共賃貸住宅等への一時入居 第３節 公共賃貸住宅等への一時入居

195 県（建設局）、町、地方住宅供給公社及び都市再生機構における措置 県、町、地方住宅供給公社及び都市再生機構における措置 表記の整理

第４節 応急仮設住宅の設置及び管理運営 第４節 応急仮設住宅の設置及び管理運営

195 １ 県（建築局）、救助実施市及び市町村（救助実施市を除く）にお

ける措置

（1）応援協力の要請

１ 県、救助実施市及び町における措置

（1）応援協力の要請
町は、住宅の被災状況等から応急仮設住宅の設置が必要な場合は、

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

市町村（救助実施市を除く。）は、住宅の被災状況等から応急仮設

住宅の設置が必要な場合は、県に対して、設置を要請する。県及び

救助実施市は、応急仮設住宅の設置に当たっては、協定締結団体に

協力を要請する（救助実施市による協定締結団体への協力の要請は、

県の連絡調整の下でこれを行うものとする。）。

（2）建設用地の確保
町は、応急仮設住宅の建設用地を、災害時の状況により、原則と

して町が予定した建設用地の中から、①公有地、②国有地、③企業

等の民有地の順に選定し、報告する。

なお、企業等の民有地については、公租公課等の免除を前提とし、

原則として無償で提供を受けられる土地とする。また、二次災害に

充分配慮する。

◆附属資料第 15「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定
書（県、名古屋市対プレハブ建築協会・日本ツーバイフォー建築協

会東海支部・全国木造建設事業協会・日本木造住宅産業協会・日本

ムービングハウス協会）」

◆ 附属資料第 15「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協
定（県、名古屋市対県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会愛知

県本部・愛知共同住宅協会・県農業協同組合中央会・全国賃貸住宅

経営者協会連合会）」

（3）応急仮設住宅の建設

県に対して、設置を要請する。県及び救助実施市は、応急仮設住宅

の設置に当たっては、協定締結団体に協力を要請する（救助実施市

による協定締結団体への協力の要請は、県の連絡調整の下でこれを

行うものとする。）。

（2）建設用地の確保
町は、応急仮設住宅の建設用地を、災害時の状況により、原則とし

て町が予定した建設用地の中から、①公有地、②国有地、③企業等

の民有地の順に選定し、報告する。

なお、企業等の民有地については、公租公課等の免除を前提とし、

原則として無償で提供を受けられる土地とする。また、二次災害に

充分配慮する。

（削除）

（3）応急仮設住宅の建設
第５節 住宅の応急修理 第５節 住宅の応急修理

197 １ 県（建築局）及び救助実施市における措置

◆ 附属資料第 15「災害時における被災住宅の応急修理に関する協

定書（県、名古屋市対県建設業協会・県建設組合連合・全愛知建設

労働組合・愛知建設労働組合・県建築組合連合会・愛知建設組合・

県建築技術研究会・尾張設備安全防災協議会・三河管工事業者協議

会・名古屋設備業協会・愛知電業協会・県電気工事業工業組合・県

空調衛生工事業協会・県管工事業協同組合連合会）」

１ 県及び救助実施市における措置

（削除）

表記の整理

198 ３ 災害救助法の適用

（略）

（2）災害救助法が適用されない場合の住宅の応急修理は、市町村が
行う。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか

３ 災害救助法の適用

（略）

（2）災害救助法が適用されない場合の住宅の応急修理は、市町村が
行う。

（削除）

表記の整理
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第６節 障害物の除去 第６節 障害物の除去

198 ２ 県（防災局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

198 ３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか

３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第２０章 学校における対策 第２０章 学校における対策

■ 主な機関の応急活動 ■ 主な機関の応急活動

199 表中

機関名：県

事後 欄

○ 教育施設の確保

○ 教職員の確保

○ 広報・周知活動の実施

○ 応援の要求・指示

表中

機関名：県

事後 欄

○ 教育施設の確保

○ 教職員の確保

○ 広報・周知活動の実施

○ 教科書等の給与（県立学校）

○ 応援の要求・指示

表記の整理

199
表中

機関名：町

事後 欄

○ 教育施設の確保

○ 教職員の確保

○ 広報・周知活動の実施

○ 教科書等の給与

○ 応援の要求

表中

機関名：町

事後 欄

○ 教育施設の確保

○ 教職員の確保

○ 広報・周知活動の実施

○ 教科書等の給与（町立学校）

○ 応援の要求・指示

表記の整理

第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難等の措置 第１節 気象警報等の伝達、臨時休業及び避難等の措置

200 県（教育委員会）、町における措置

（1）気象警報等の把握・伝達

（略）

ア 県立学校等

（略）

イ 町立学校等

県及び町における措置

（1）気象警報等の把握・伝達

（略）

ア 県立学校

（略）

イ 町立学校

表記の整理

第２節 教育施設及び教職員の確保 第２節 教育施設及び教職員の確保
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

200 １ 県（教育委員会）、町における措置 １ 県及び町における措置 表記の整理

201 ２ 県（教育委員会）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第３節 応急な教育活動についての広報 第３節 応急な教育活動についての広報

201 県（教育委員会）、町における措置 県及び町における措置 表記の整理

第４節 教科書・学用品等の給与 第４節 教科書・学用品等の給与

201 １ 県（県民生活局、教育委員会）における措置 １ 県における措置 表記の整理

202 ２ 町における措置

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与

町は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支

障を来した町立小・中学校等の児童及び生徒に対して…

２ 町における措置

（1）児童・生徒に対する教科書・学用品等の給与

町は、災害により教科書・学用品等を喪失又はき損し、就学上支

障を来した町立学校の児童・生徒に対して…

表記の整理

202 ３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

◆ 附属資料第 8「教科書･学用品の調達斡旋」
◆ 附属資料第 15「災害救助法施行細則」ほか
◆ 附属資料第 15「災害救助法に係る愛知県資源配分計画」

３ 災害救助法の適用

（略）

なお、救助の対象、方法、経費及び期間については、災害救助法施

行細則による。

（削除）

表記の整理

第４編 災害復旧・復興 第４編 災害復旧・復興

第１章 復興体制 第１章 復興体制

第２節 復興計画等の策定 第２節 復興計画等の策定

205 １ 県（政策企画局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第３節 職員の派遣要請 第３節 職員の派遣要請

205 １ 県（人事局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第２章 公共施設等災害復旧対策 第２章 公共施設等災害復旧対策

第２節 激甚災害の指定 第２節 激甚災害の指定

207 １ 県（防災安全局、関係局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第３章 災害廃棄物処理対策 第３章 災害廃棄物処理対策

災害廃棄物処理対策 災害廃棄物処理対策

210 １ 県（環境局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

211 災害時の支援体制 災害時の支援体制 協会の名称変

更に伴う修正
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第４章 被災者等の生活再建等の支援 第４章 被災者等の生活再建等の支援

第１節 罹災証明書の交付等 第１節 罹災証明書の交付等

213 １ 県（防災安全局）における措置

（1）市町村の支援等
（略）

イ 説明会の実施、調査・判定方法の調整等

（略）

◆附属資料第 15「災害時における家屋被害認定業務に関する基本協
定書（県対県建築士事務所協会、愛知建築士会、県土地家屋調査士

会、県不動産鑑定士協会）」

１ 県における措置

（1）市町村の支援等
（略）

イ 説明会の実施、調査・判定方法の調整等

（略）

（削除）

表記の整理

第２節 被災者への経済的支援等 第２節 被災者への経済的支援等

214 １ 県（総務局、福祉局、防災安全局、会計局、各種免許・手数料

等所管部局）における措置

１ 県における措置 表記の整理

第３節 金融対策 第３節 金融対策

217 ２ 県（経済産業局、農業水産局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第４節 住宅等対策 第４節 住宅等対策

217 １ 県（建設局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第５節 労働者対策 第５節 労働者対策

218 ２ 県（産業労働局）における措置 ２ 県における措置 表記の整理

第５章 商工業・農林水産業の再建支援 第５章 商工業・農林水産業の再建支援
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頁 現行（令和 4年 2月修正） 修正（令和 5年○月修正） 修正理由

第１節 商工業の再建支援 第１節 商工業の再建支援

220 １ 県（経済産業局、観光コンベンション局）における措置 １ 県における措置 表記の整理

第２節 農林水産業の再建支援 第２節 農林水産業の再建支援

221 １ 県（農業水産局、農林基盤局）における措置 １ 県における措置 表記の整理
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