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第２編 震災対策編 
 

第 1章 災害予防 

第１節 地震に強いまちづくり 
 地方公共団体は、災害対策基本法第８条により、市土の保全に関する事項、建物の不燃堅ろう化、

その他市の防災構造の改善に関する事項、交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策

に関する事項等の実施に努めることとされている。市は、館林市都市計画マスタープランにおける

「都市防災の方針」との整合を図るとともに、防災関係機関と連携のうえ、地震に強いまちづくり

の実現に向けて努力するものとする。 

 

第１ 地震に強いまちづくりの推進 

１ 都市計画マスタープランによる都市防災の構想・基本方針 

都市計画課 

市は、館林市都市計画マスタープラン（平成17年３月策定）において、地震災害に対する都

市防災の構想・基本方針を以下のとおり設定している。 

① 避難・救援のための道路ネットワークの形成 

② 避難地・防災拠点の整備 

③ 火災対策 

④ 耐震対策 

２ 災害に備えた施設整備 

安全安心課・農業振興課・都市計画課・道路河川課・緑のまち推進課・建築課 

市は、上記の市都市計画マスタープランの基本方針等に基づき、避難路、避難地、延焼防止

帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、河川、緑地帯などについては、計画的に整備する

よう努めるものとする。また、道路及び橋梁（特に鉄道、東北自動車道、利根川・渡良瀬川・

谷田川・鶴生田川等に架かるもの）については、必要に応じた耐震補強及び補修を行うものと

する。 

また、公共建築物や幹線道路沿いの建築物の耐震不燃化を促進するとともに、民間建築物に

ついても耐震性が向上するように、意識啓発や耐震助成等の支援を推進する。 

さらには、狭あい道路や住宅密集地、路上駐車等により消防活動や応急活動が困難となる地

域については、実態を把握のうえその解消に取組むものとする。 

その他、本市における災害時の拠点として大規模災害発生時に行政が機能不全に陥ることな

く一刻も早い市民への救助活動体制が確立できるように防災拠点を整備し、危機管理体制を構

築する。 

ここでは首都直下地震等の大規模災害時における広域的な救助活動もできるよう、緊急消防

援助隊等のベースキャンプやヘリ離着陸場としての機能も整備する。 
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第２ 市土の保全 

 市は、危険箇所を調査把握し、危険区域における住宅等の安全立地に努めるとともに、県に災

害防止工事を要請し、災害の予防を図るものとする。 

１ 住宅等の安全立地 

都市計画課・建築課 

市は、危険区域における宅地開発、住宅建築等を未然に防止するなど住宅等の安全立地に努

めるものとする。 

２ 災害防止工事の促進 

安全安心課・道路河川課 

市は、危険箇所が新たに発見された場合、県に報告し、人家、公共施設の多い重要箇所から、

逐次防止工事を実施するよう県に要請する。 

 

第３ 避難所・避難路の整備 

１ 避難所・緊急避難場所の整備 

財政課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・健康推進課・商工課・教育総務課 

生涯学習課・学校教育課・文化振興課・スポーツ振興課 

市は、避難困難地区の解消、避難者の収容能力の増強、避難者の安全確保等を目的として、

避難所及び緊急避難場所となる体育館、公民館、学校等の公共施設、グラウンド等の整備に努

めるものとする。 

２ 学校等避難施設管理者等との連携 

財政課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・健康推進課・商工課・教育総務課 

生涯学習課・学校教育課・文化振興課・スポーツ振興課 

市は、公民館、学校等の公共施設等を対象に、地域の人口、地形、災害に対する安全性等に

配慮し、必要な数、規模の避難所をその管理者の同意を得た上で、あらかじめ指定する。また、

災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町に

設けるものとし、市民への周知徹底に努めるものとする。 

３ 避難路の整備 

道路河川課 

市は、避難に要する時間の短縮、避難路の有効幅員の拡大、避難路の安全性の向上等を目的

として、避難路となる市道、その他の道路の整備に努めるものとする。 

４ 火災延焼防止のための緑地整備 

緑のまち推進課 

(１) 避難所の緑化 

 避難所として利用される公共施設、学校等の緑化に際しては、樹木の有する延焼阻止機

能等に着目し、常緑広葉樹を主体に植栽するなど、災害に強い緑地の整備に努める。 

(２) 家庭等の緑化 
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 樹木の有する延焼阻止機能等についての普及啓発を図り、家庭から工場その他の施設に

至るまで、災害に強い緑のまちづくりを推進する。 

 

第４ 建築物の安全性の確保 

 公共建築物は、地震発生時の避難、救護、応急対策活動の本拠となる等、防災上重要な機能を

有している。そのため、これら防災上重要な公共建築物の耐震性を確保することは極めて重要で

ある。そこで、あらたに公共建築物を建設する場合は、耐震設計・施工とし、既設の建築物につ

いては耐震性を調査し、耐震性に疑問のある建築物については、耐震改修を促進するものとする。 

１ 耐震化の促進 

建築課 

県（建築課）及び市は、建築物の耐震性の確保を推進するため、建築基準法（昭和25年法律

第201号）に定める構造基準の遵守の指導に努めるものとする。 

現行の建築基準法の適用を受けない建築物については、建築物の耐震改修の促進に関する法

律（平成７年法律第123号）が平成25年11月に改正され、要安全確認計画記載建築物（※１）に

ついて、所有者は平成27年12月31日までに耐震診断の実施と所管行政庁への結果報告を行うこ

とが義務付けられた。また、特定既存耐震不適格建築物（※２）の所有者は、同法に従い、当

該建築物について耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとさ

れた。併せて、耐震性に係る表示制度の創設や、認定された耐震改修について容積率・建ぺい

率の特例などの促進策が講じられた。県では、令和2年度末までに、耐震化率を住宅で95％、特

定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が利用する建築物で95％を目標とした群馬県耐震改修

促進計画（2016-2020）を平成28年11月に改正しており、本市においても平成29年３月に第２期

館林市耐震改修促進計画として改正した。市は、同計画に基づき必要に応じ当該建築物の所有

者に対して、同法に基づき耐震診断及び耐震改修について指導及び助言等の措置を行うものと

する。さらに平成31年４月の群馬県耐震改修促進計画（2016-2020）の変更により館林市庁舎が

防災拠点に指定された。 

※１要安全確認計画記載建築物：要安全確認計画記載建築物とは、特定既存耐震不適格建築

物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必

要がある大規模なものとして政令で定めるものをいう。 

※２特定既存耐震不適格建築物：特定既存耐震不適格建築物は、耐震改修促進法の第14条に

規定する現行の新耐震基準に適合しない建築物（一般に19

81年（昭和56年）５月以前に建築確認を受けたもの）の中

で、要安全確認計画記載建築物を除く以下の建物。学校、

体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、

事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物のう

ち、政令で定める規模のもの。火薬類、石油類その他政令

で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯

蔵場又は処理場の用途に供する建築物。 
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２ 公共建築物及び防災上重要な建築物の安全性の確保 

財政課・社会福祉課・高齢者支援課・介護保険課・こども福祉課・健康推進課・商工課・ 

つつじのまち観光課・建築課・教育総務課・生涯学習課・文化振興課・スポーツ振興課・ 

邑楽館林医療事務組合 

市及び施設管理者は、不特定多数の者が利用する公共建築物及び防災上重要な施設（以下、

この節において「公共建築物等」という。）については、耐震性の確保に特に配慮するものとす

る。具体的には、次の建築物が対象となる。 

なお、市は、所有する公共建築物の耐震診断の実施状況や実施結果をもとにした、耐震性に

係わるリストの作成及び公表に努める。 

① 市役所、公民館等の建築物のうち不特定多数の者が利用するもの 

② 学校・体育館 

③ 病院、診療所 

④ 劇場、観覧場、集会場、展示場、映画館、演芸場、公会堂 

⑤ 百貨店、卸売市場又はスーパーマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

⑥ 運動施設（柔剣道場、水泳場その他これらに類する施設） 

⑦ ホテル又は旅館 

⑧ 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎または下宿 

⑨ 老人ホーム、保育所、その他これらに類するもの 

⑩ 博物館、美術館又は図書館 

⑪ 遊技場、公衆浴場 

⑫ 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

⑬ 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

⑭ 工場 

⑮ 車両の停車する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 

⑯ 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

⑰ 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

３ 落下物防止対策等の推進 

秘書課・建築課 

市は、建築物の所有者又は管理者に対し、広報紙、市ホームページ、市ツイッター等により

窓ガラス、看板、広告物、屋上設備機器等の落下・脱落防止、天井材等の非構造部材の脱落防

止対策、自動販売機の転倒防止対策やエレベーターにおける閉じ込め防止等の重要性について

啓発を行う。 

４ ブロック塀の倒壊防止対策の推進 

秘書課・建築課 

市は、市民に対し、広報紙等によりブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について啓発を

行うとともに、特に避難路沿いにある危険なブロック塀の所有者又は管理者に対し、撤去費補

助を実施し、作り替えや生け垣化等を奨励する。 
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第５ ライフライン施設の機能の確保   

１ ライフライン設備の強化 

群馬東部水道企業団・下水道課・ 

ライフライン事業者（電気、ガス、ＬＰガス、石油、電話） 

 ライフライン等に関わる事業者は、ライフライン設備の強化と保全に努めるものとする。 

(１) 設備の設置又は改修に当たっては、各種技術基準に従うとともに、被害想定に配慮した

設計に努めるものとする。 

(２) 系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等を計画的に推進する。 

２ 防災体制の整備 

群馬東部水道企業団・下水道課・ 

ライフライン事業者（電気、ガス、ＬＰガス、石油、電話） 

 ライフライン等に関わる事業者は、防災計画を作成し、防災体制の整備に努めるものとする。 

(１) 保守規定を遵守し、整備の巡視・点検を励行するものとする。 

(２) 応急復旧に係る組織体制、動員体制を整備し、従業員への周知に努めるものとする。 

(３) 情報連絡体制の整備を推進する。 

(４) 同業事業者及び関連事業者との相互応援体制の整備を推進する。 

(５) 防災訓練を実施するとともに県又は市が実施する防災訓練に積極的に参加するものと

する。 

(６) 医療機関等の人命に係わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化を進めるととも

に、早期復旧が可能な体制の整備を計画的に推進する。 

３ 応急復旧用資機材の整備 

群馬東部水道企業団・下水道課・ 

ライフライン事業者（電気、ガス、ＬＰガス、石油、電話） 

 (１) ライフライン等に関わる事業者は、迅速な応急復旧を確保するため、応急復旧用資機材 

を備蓄するとともに同資機材の保守・点検を励行するものとする。 

(２) 下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維

持又は修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を点検するため、

必要な資機材の整備に努めるものとする。 

４ 需要者への防災知識の普及 

群馬東部水道企業団・下水道課・ 

ライフライン事業者（電気、ガス、ＬＰガス、石油、電話） 

ライフライン等に関わる事業者は、災害時に需要者が実施すべき安全措置及び平常時から需

要者が心がけるべき安全対策について広報等を行い、需要者への防災知識の普及に努めるもの

とする。 
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第６ 液状化対策 

１ 公共施設等における液状化被害の防止 

財政課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・健康推進課・商工課・教育総務課・ 

学校教育課・文化振興課・スポーツ振興課・邑楽館林医療事務組合 

市及び病院等多数の者が利用する施設の管理者は、施設の設置に当たっては、地震による地

盤の液状化被害を防止するため、地盤改良、施設の構造強化等の対策を必要に応じ適切に実施

するものとする。特に、大規模開発に当たっては、液状化被害の防止に特段の配慮を行うもの

とする。 

２ 液状化対策の知識の普及 

秘書課・都市計画課・建築課 

市は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効な基礎構造等のマニュアル等によ

る普及を始め、市民への液状化対策の知識の普及を図るものとする。 
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第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 
 

 地震が発生し、大規模な被害が発生した場合は、市は、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施し、

被害を最小限に抑えるための活動を行う。 

 災害応急対策の内容は、最初に被害規模等を把握するための情報収集を迅速に行い、次いでその

情報に基づいて所要の体制を整備するとともに、人命の救助・救急・医療・消火活動を進め、さら

には避難対策、必要な生活支援（食料、水等の供給）の実施である。また、当面の危機的状況に対

処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフラインの応急復旧、被災者への情報提供、二次災

害の防止という段階を踏んで災害応急対策が進められていくものである。 

 以上のような迅速かつ円滑な災害応急対策を実施するためにあらかじめ整備しておくべき事項に

ついて、各種計画を推進するものとする。 

 

第１ 情報の収集・連絡体制の整備 

 情報収集及びその伝達は、その後の災害応急対策の規模や内容を左右するものであるから、迅

速性と正確性を確保するべく、関係組織内及び関係組織相互間の連絡体制の整備に努める必要が

ある。 

１ 前橋地方気象台から発表される地震情報 

情報の種類 内   容 

震度速報 
地震発生約１分半後、震度３以上の全国約 188 に区分した地域

名と地震の発生時刻を発表。 

震源に関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）に「津

波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被

害の心配はなし」を付加して発表。 

震源・震度に関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３

以上の地域名と市町名を発表。 

なお、震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していな

い地点がある場合は、その市町名を発表。 

各地の震度に関する情報 
震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を発表。 

地震回数に関する情報 地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震の回数を発表。 

緊急地震速報 

（一般向け） 

最大震度５弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度４以

上）の地域の名前を強い揺れが来る前に発表。ただし、震源に

近い地域では間に合わないことがある。 

平成 19年 10月から一般への提供が開始され、テレビ・ラジオ

による放送や携帯電話での受信が可能となった。 

２ 情報伝達の多重化及び情報収集・連絡体制の明確化 

秘書課・安全安心課 

市は、地震による被害が各機関の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、関係機関相互

の連絡が迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達の多重化及び情報収集・連絡体制の明確化に努

めるものとする。 
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３ 情報収集・連絡に係る初動体制の整備 

秘書課・安全安心課 

市は、夜間・休日を含め、常時、情報の収集・伝達機能が確保できるよう、必要な体制を整

備するものとする。 

４ 多様な情報の収集体制の整備 

秘書課・安全安心課 

(１) 市は、多様な災害関連情報を迅速に収集できるよう、電話やＦＡＸによる情報収集手段

のほかに防災行政無線、インターネット等による情報収集体制を整備するものとする。 

(２) 市は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・

整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする。 

５ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の伝達系統 

安全安心課 

県（危機管理課）は、館林市をはじめ県内35市町村すべてに設置してある震度計から各地の

震度情報を受け、これを速やかに関係機関に伝達する震度情報ネットワークシステムを構築し

ている。 

市は、このシステムにより震度情報を早期に把握し、初動体制を適切かつ迅速に配備するも

のとする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

第２ 通信手段の確保 

災害時における情報の収集・連絡については、通信の確保が不可欠となる。 

 このため、市は、県、電気通信事業者その他防災関係機関と連携して、通信施設の整備及び保

守管理について、大規模災害を考慮した対策を講じておくものとする。 

１ 通信手段の現況 

秘書課・安全安心課 

(１) 県防災行政無線 

 県は、群馬県防災無線ネットワークを整備し、本市には端末器が配備され、県・他市町

等との情報収集や伝達手段として重要な役割を果たしている。 

 災害時に県からの情報収集や県への被害状況等の報告が速やかに行えるよう、通信訓練

の実施等をとおして運用の習熟に努めるとともに、平常時から定期的に保守点検を実施し

て正常な機能維持を確保するものとする。 

(２) 災害時優先電話 

※本システムは自動送受信 

＜震度情報ネットワークシステム＞ 

震 度 計 

（全市町村） 

前 橋 地 方 気 象 台 

消防庁（震度４以上） 

全市町村（震度３以上） 

全消防本部（震度３以上） 

防災情報通信 

ネットワーク ＮＴＴ専用回線 

防災情報通信 

ネットワーク一斉 

県危機管理課 
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 市内公共施設、関係機関との災害情報や被害状況の収集は、一般加入電話により行うも

のとするが、一般加入電話が使用できない場合は、災害時優先電話を使用する。 

 市は、次の措置を講じ、職員に災害時優先電話の周知を図るものとする。 
 

周  知  事  項 
 

  

① 登録電話機に「災害時優先電話」というシールを貼付し、当該電話機が災害時優先電話であ

ることを明確にする。 

② 災害時には当該電話機は受信には使用せず、発信専用電話として活用することを徹底する。 

２ 通信連絡体制の整備 

秘書課・企画課・財政課 

大規模災害時には、施設の被害又は市内外からの急激な通話量の増大等により、電話による

連絡に不備が生じることが予想されるので、次のような対策を推進する。 

(１) 通信施設の点検・整備の実施 

(２) 予備電源の確保 

(３) 通信施設の耐震化、免震化の強化・推進 

(４) 各防災対策機関との連絡手段の複数ルートの確保 

(５) 通信施設が被災した際の復旧体制の確立 

(６) 防災関係機関と連携した通信訓練への参加 

３ 通信機器の整備 

安全安心課 

災害により、一般有線電話の途絶又はふくそうにより通信が困難な場合に備え、次の代替通

信手段の確保・活用を図るものとする。 

(１) アマチュア無線 

(２) 警察無線 

(３) 消防無線 

(４) 携帯電話 

(５) インターネット 

（６） その他（衛星携帯電話） 

 

第３ 職員の応急活動体制の整備 

 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に災害応急対策を円滑に推進するためには、災害

応急対策に従事する職員の参集基準、連絡手段及び参集方法をあらかじめ定めておくとともに、

応急活動の内容を職員に周知徹底させておくことが必要である。 

１ 職員の非常参集体制の整備 

安全安心課・人事課・その他の防災関係機関 

(１) 市は、次により職員の非常参集体制の整備を図るものとする。 

① 参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集職員の確保等を図る。 

② 交通・通信の途絶、職員又は職員の家族等の被災などにより職員の動員に支障が生ず

る場合を想定し、災害応急対策ができるよう、訓練等の実施に努めるものとする。 

③ 円滑な参集ができるよう、「職員防災マニュアル」を作成・配布し、職員に周知すると
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ともに定期的な訓練を推進する。 

(２) その他の防災関係機関は、それぞれの防災上の責務を踏まえ、必要に応じ(１)に準じた

体制の整備を図るものとする。 

２ 職員に対する応急活動内容の周知徹底 

安全安心課・その他の防災関係機関 

(１) 市は、応急活動のための「防災計画に基づくマニュアル」を各班(部・課)で作成し、職

員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法

等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 

(２) その他の防災関係機関は、それぞれの防災上の責務を踏まえ、必要に応じ(１)に準じた

体制の整備を図るものとする。 

 

第４ 防災関係機関との連携体制の整備 

 市は、大規模災害発生時における相互の応援が重要であることから、災害応急活動及び復旧活

動について、関係機関との応援協定を締結する等、平常時から連携を強化しておくものとする。 

 また、相互応援体制や連絡体制の整備に当たっては実効性の確保に留意する必要がある。 

１ 市における受援・応援体制の整備 

安全安心課  

(１) 市は、災害対策基本法第67条の規定に基づく応援要請に関し、あらかじめ県内市町をは

じめ関係機関との間での応援協定の締結に努めるものとする。協定の締結に当たっては、

被災時に周辺市町が後方支援を担える体制になるよう周辺市町等との締結を考慮するとと

もに、大規模な地震等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する市町村等との協

定締結についても考慮することとする。 

また、市は、災害時における食料、水、燃料、生活必需品、医薬品、血液製剤及び資機

材等の調達又は役務の提供について、一般事業者等との間で優先的な供給に関する協定の

締結を推進するものとし、協定締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保に留意す

るものとする。 

なお、本市における応援協定・防災協定の締結状況は資料集のとおりである。 

 資料集 

 応援協定・防災協定の締結状況（P27） 

 

(２) 市は、避難勧告等を発令する際に、災害対策基本法第６１条の２の規定に基づき、指定

行政機関、指定地方行政機関（前橋地方気象台、河川管理者等）又は県（河川課、砂防課、

各土木事務所等）に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡方法の取

り決めや、連絡先の共有を徹底するなど、必要な準備を整えておくものとする。 

(３) 市は、受援計画を定めるよう努め、また、受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部

隊の活動拠点の確保を図り、訓練を実施するなど、日頃から、災害時において協力を得ら

れる体制の整備に努めるものとする。 

(４) 受援内容に応じて必要となる輸送ルート、臨時ヘリポート、活動拠点、資器材、宿泊場

所等を確保するものとする。 
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２ 自衛隊との連携体制の整備 

安全安心課 

(１) 市は、自衛隊（陸上自衛隊第 12旅団）への災害派遣要請の県への依頼が迅速に行えるよ

う、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡

先を徹底しておくものとする。 

(２) 市は、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう、相互の情報連絡体制の充実、及び共

同の防災訓練の実施に努めるとともに、受入れに当たってのヘリポート、派遣部隊の宿泊

施設の整備を図るものとする。 

３ 救援活動拠点の整備 

安全安心課 

市は、機関相互の応援が円滑に行われるよう、ヘリポート等の救援活動拠点の整備に努める

ものとする。 

 

第５ 防災中枢機能の整備 

１ 防災中枢機能の整備 

財政課・安全安心課・社会福祉課・教育総務課・邑楽館林医療事務組合・ 

館林地区消防組合・群馬東部水道企業団  

(１) 通信施設の整備 

 災害時において、迅速かつ的確な被害状況の把握及び市民に対する災害情報の伝達を行

うため、通信施設の点検整備を推進する。 

(２) 市における防災中枢機能の確保 

 市は、災害時において、市役所庁舎が災害応急対策の中枢施設として機能するよう整備

を推進する。また、代替施設の選定などのバックアップ体制、自家発電設備等の整備及び

燃料の確保などを推進する。 

(３) 備蓄倉庫の整備 

 市は、資料集に掲げるとおり、アルファ化米等の備蓄物資を備蓄している。 

 今後は、備蓄物資のさらなる充実を図るものとする。 

(４) 被災者の安全を確保するための施設及び設備の整備 

 災害時における飲料水、井戸、貯水槽、水泳プール、浄水機、電源の確保等に必要な自

家発電設備等、被災者の安全を確保するための施設及び設備の整備を図る。 

(５) 防災上重要な建物の整備 

 小学校・中学校、社会福祉施設その他不特定多数の者が利用する公的建造物、避難施設

等、防災上重要な建物で、防災上改築又は補強を要するものの整備を推進する。 

 

 資料集 

 市・県備蓄状況（P43） 
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２ 公的機関等の業務継続性の確保 

企画課・財政課・安全安心課・その他の防災関係機関 

  市、防災関係機関等は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のた

め、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制

と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画(ＢＣＰ)の策定等により、業

務継続性の確保を図るものとする。 

  また、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教

育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、

計画の評価・検証等を踏まえた改訂などに努めるものとする。 

  さらに、災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時

に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとする。 

３ 避難地・避難路の整備 

安全安心課・道路河川課 

(１) 避難地の整備 

 避難困難地区の解消、収容能力の増強等避難危険の解消を図るため、県の指導に基づき

安全かつ適正な避難地の確保を図るものとする。 

(２) 避難路の整備 

 多数の市民の安全で円滑な避難を確保するため、特に必要と認められる道路について拡

幅改良、老朽橋の架け替えなど、避難路の安全性の向上等を推進する。 

 

第６ 救助、救急及び医療活動体制の整備 

１ 救助・救急活動体制の整備 

行政課・安全安心課・館林地区消防組合・自主防災組織 

(１) 救急・救助用資機材の整備 

① 館林地区消防組合は、救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、

チェーンソー等の救急・救助用資機材の整備に努めるものとする。 

② 市、館林地区消防組合は、消防団の装備の基準（昭和 63年消防庁告示第 3号）に基づ

き消防団の救急・救助用資器材の装備の充実に努めるものとする。 

③ 自主防災組織は救助用資機材の整備に努めるものとし、市は、これを資金面で支援す

るものとする。 

(２) 保有資機材の把握 

 災害時には必要に応じて救急・救助用資機材を相互に融通し、効果的な活用を図る必要

があることから、市は各機関におけるこれら資機材の保有状況を把握しておくものとする。 

２ 医療活動体制の整備 

健康推進課・邑楽館林医療事務組合・館林地区消防組合 

(１) 災害拠点病院 

① 被災地の医療の確保、被災地への医療支援等を行う病院として、「災害拠点病院」（資

料集）が指定されている。市内の医療機関のみでは、治療、収容が不足する場合及び緊

急の場合は、これらの病院への搬送を考慮するものとする。 



 

第２編 震災対策編 第１章 災害予防 

51 

 

② 災害拠点病院は、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療

機能を有し、被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ機能を有するとともに、傷

病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、災害班医療チーム（ＤＭＡＴ）

の派遣機能を有するものとする。 

（※ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team） 

③ 群馬ＤＭＡＴは群馬ＤＭＡＴ指定病院及び群馬ＤＭＡＴ指定組織に所属する災害派遣

医療チームをもって編成する。 

(２) 医薬品、医療資機材の確保  

 市は、県、日本赤十字社、災害拠点病院及び公的医療機関と連携して、負傷者が多人数

にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品及び医療資機材の確保に努めるものとする。 

  (３) 消防機関と医療機関等との連携 

    ① 救急搬送を受け持つ消防機関と医療機関は、迅速に患者を適切な医療機関に搬送でき

るよう、連携体制の整備を図るものとする。 

    ② 災害時において救急患者を適切な医療機関に搬送する場合、被災地に近い医療機関へ

の迅速な搬送が望ましいが、被災地に近い医療機関が被災した場合は遠隔地の医療機関

へ迅速に患者を搬送するシステムが必要となる。 

      このため、医療機関及び消防機関は、ヘリコプターによる患者の搬送体制及び広域的

な消防機関相互の連携体制の整備を図るものとする。 

  (４) 災害医療の研究 

     医療機関等の災害医療に関係する者は、トリアージ技術、災害時に多発する傷病の治療 

技術について研究、研修に努める。 

  (５) こころのケア体制の整備 

     市は、災害時のこころのケアの専門職からなるチームの整備に努める。 

 

 資料集 

 災害拠点病院（P11） 

 

第７ 消火活動体制の整備 

１ 消防力の整備 

財政課・安全安心課・館林地区消防組合 

市は、次により消防力の強化に努める。 

(１) 消防組織の拡充、強化 

 「消防力の整備指針」に適合するよう消防組織の拡充、強化に努める。 

(２) 消防施設等の整備、強化 

 地震の発生時に予想される火災から人命、財産を守るため、「消防力の整備指針」及び「消

防水利の基準」に適合するよう消防施設等の整備について、年次計画を立てその強化を図

る。  

 特に、消防水利については、地震時における消火栓等の使用不能に備えて、耐震性貯水

槽、河川、湖沼等の水利体制の確立を図る。 
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(３) 館林消防団の資機材等の整備 

各消防団詰所には、災害支援資機材を保有しており、今後も救助資機材等の整備強化に

努める。 

２ 出火の防止 

安全安心課・建築課・館林地区消防組合 

(１) 建築同意制度の活用 

 館林地区消防組合の協力を得て、建築基準法第９３条の規定に基づく消防同意制度を効

果的に運用し、建築面からの火災予防の徹底を図る。 

(２) 一般家庭に対する指導  

① 地震時における火災予防思想の普及に努める。 

② 行政区等の単位で研修会を開くなどして、消火に必要な技術等を教育する。 

 (３) 防火管理等の教育 

 防災講習等において、地震時の防火対策について教育する。 

(４) 予防査察等による指導 

 館林地区消防組合は、防火対象物の状況を把握し、地震時の防火安全対策について、関

係者に対し予防査察時に指導する。 

３ 初期消火 

安全安心課・館林地区消防組合 

市は、館林地区消防組合と連携して地域ぐるみの消防訓練を実施し、地域住民に対して初期

消火に関する知識、技術の普及を図るものとする。 

なお、事業所等に対しては、防火管理者等への防火研修を行うとともに、消防法に基づく消

防計画の作成指導及び消防訓練を指導し自衛消防の強化を図るものとする。 

 

第８ 緊急輸送活動体制の整備 

 大規模災害時には、救急搬送、消火活動、救援物資輸送等を円滑に実施するため、輸送施設（道

路、ヘリポート等）及び輸送拠点（市役所や市民体育館、学校体育館、物資の集積、配分スペー

ス）が重要な施設となる。 

 このため、これらの施設が円滑に使用できるような体制を整備しておく必要がある。 

１ 輸送拠点の確保 

財政課・安全安心課・スポーツ振興課 

市は、災害時における物資の受入れ、一時保管及び市内各地域への配布を効率的に行うため、

輸送拠点を指定する。 

なお、輸送拠点の選定に当っては、ヘリポートの位置を考慮するものとする。 

 

 資料集 

 輸送拠点（P12） 
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２ ヘリポートの確保 

秘書課・財政課・安全安心課 

大規模災害時には陸路の寸断が予想され、この場合はヘリコプターによる患者の搬送、救援

物資の輸送等が効果的である。 

このため、市は、ヘリポートとして利用可能な施設を把握するとともに、災害時におけるこ

れらの施設の使用について、あらかじめ当該施設の管理者の同意を得ておくものとする。 

また、ヘリポートが災害時に有効に利用できるよう、これらの所在地を関係機関及び市民等

に周知するものとする。 

 

 資料集 

 ヘリポート適地（P12） 

 

３ 緊急輸送道路ネットワークの形成 

道路河川課 

大規模災害時に予想される輸送路の寸断に備え、緊急輸送を確保できるよう、市は、県防災 

計画に定めるもののほか、警察、道路管理者等と協議の上、主要な防災拠点及び輸送拠点を結

ぶ道路を緊急輸送道路として指定し、耐震化や災害時の啓開体制の整備を推進する。 

 

 資料集 

 緊急輸送道路（P12） 

 

４ 道路の応急復旧体制等の整備 

道路河川課 

  市は、管理する道路について、事前に交通障害の防止又は軽減の措置に努め、発災後速

やかに道路の啓開が行えるよう動員体制及び資機材等の整備を推進する。   

５ 運送事業者等との連携 

安全安心課 

   市は、災害時の緊急輸送が迅速かつ円滑に行われるよう、あらかじめ、運送事業者等との協 

定の締結などにより、必要に応じて、緊急輸送に係る調整業務などへの運送事業者等の参加、 

物資の輸送拠点における運送事業者等と連携した業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業 

者等の施設の活用をするための体制整備に努めるものとする。 

６ 燃料の確保 

緊急輸送を行う関係機関 

緊急輸送を行う関係機関は、災害時に備えた燃料の調達体制の整備に努めるものとする。 
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第９ 避難収容活動体制の整備   

 災害時には、建物の損壊、焼損等による二次災害の発生及び避難住民の大量発生が予想される。

このため、防災関係機関は、市民を適切に誘導し避難させるとともに、避難住民に対し、避難所、

応急仮設住宅を迅速に提供できる体制を整備しておく必要がある。 

１ 指定緊急避難場所 

安全安心課 

 (１) 指定緊急避難場所の指定 

   ア 市は、災害種別に応じて、災害及びその二次被害のおそれのない場所にある施設又は

構造上安全な施設を指定緊急避難場所として指定するものとする。指定した緊急避難

場所については、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を行う担当者をあ

らかじめ定める等管理体制を整備しておくものとする。 

   イ 指定緊急避難場所は、災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には、

発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を選択するべきであることにつ

いて、日頃から市民等への周知徹底に努めるものとする。特に、指定緊急避難場所と指

定避難所が相互に兼ねる場合は、特定の災害において、当該施設に避難することが不適

当である場合があることを日頃から市民等への周知徹底に努めるものとする。 

   ウ 市は、災害の想定により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所

を近隣市町に設けるものとする。 

(２) 指定緊急避難場所の指定基準 

  ア 市は、指定緊急避難場所について、災害種別ごとに指定するものとする。 

  イ 震災については、地震に伴う火災に対応するため、災害に対して安全な構造を有する

施設又は周辺に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれがない場

所であって、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有する

施設等を指定するものとし、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースに

ついては、必要に応じ、地震に伴う火災の輻射熱に対して安全な空間とすることに努め

るものとする。 

２ 指定避難所 

安全安心課 

(１) 指定避難所の指定 

    ア 市は、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害

に対する安全性等に考慮し、その管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活を送るた

めの指定避難所をあらかじめ指定し、「避難所運営マニュアル」の作成、訓練等を通じて、

市民への周知徹底を図るものとする。この際、市民等への普及に当たっては、市民等が

主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。 

    イ 指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から市民等への周知

徹底に努めるものとする。 

  (２) 指定避難所の指定基準 

    ア 市は、指定避難所について、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、

速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想

定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所に

あるものを指定するものとする。 
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イ 主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な

利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備

されているもの等を指定するものとする。 

ウ 指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができる。 

 (３) 学校を避難所として指定する場合の配慮 

    市は、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育現場の場であることに配慮す

るものとする。また、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所

となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者

と調整を図るものとする。 

 

 資料集 

 避難施設等一覧（P4） 

 

３ 避難路の設定 

安全安心課・市民 

市は、地区防災計画等の策定において、市民と共に、あらかじめ避難路を設定し、市民の安

全な避難が行われるよう努める。 

４ 事前周知 

秘書課・安全安心課・市民 

市は、あらかじめ定めた指定避難所、指定緊急避難場所及び避難路を次の方法等により周知

徹底を図る。 

(１) 館林市ハザードブックの配布 

(２) 表示板、案内板の設置 

５ 施設・設備の整備 

安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・健康推進課・ 

教育総務課・生涯学習課・学校教育課・文化振興課・スポーツ振興課 

市は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、

通信設備の整備等を進めるものとする。 

(１)  指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、

通信機器等避難生活に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。また、テレビ、ラ

ジオ等、被災者が災害情報を入手する手段としての機器の整備を図るものとする。 

(２)  災害時に要配慮者が利用しやすいよう、指定避難所のバリアフリー化を推進する。 

(３) 避難所に指定した施設における備蓄のためのスペース整備等を推進する。 

６ 避難所の運営管理体制の整備 

安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・健康推進課・ 

教育総務課・生涯学習課・学校教育課・文化振興課・スポーツ振興課 

(１) 市は、指定避難所の運営管理体制の整備に努めるものとする。 

ア 指定避難所の管理者不在時の開設体制 

イ 指定避難所を管理するための職員の派遣 

ウ 災害対策本部との連絡体制 
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エ 自主防災組織、行政区、防災士及び施設管理者との協力体制 

(２) 市は、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に

避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

(３) 市及び各避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、

専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

(４) 市は、館林市防災士連絡会の協力を得て、指定避難所の運営のために必要な知識の市

民への普及に努めるものとする。 

７ 避難誘導体制の整備 

秘書課・財政課・安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・介護保険課・こども福祉課・ 

健康推進課・教育総務課・生涯学習課・学校教育課・文化振興課・スポーツ振興課・   

邑楽館林医療事務組合・不特定多数の者が利用する施設の管理者 

 (１) 市は、指定避難所及び避難路について、日頃から市民への周知徹底に努めるものとす

る。 

  (２) 市は、消防機関、警察機関等と協議して地域防災計画等の中に発災時の避難誘導に係る

計画を定め、これらの機関と協力して避難誘導訓練を行うものとする。 

  (３) 興行場、駅その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、避難誘導に係る計画を

作成し、避難誘導訓練を行うよう努めるものとする。 

  (４)  市は、要配慮者を速やかに避難誘導するため、これら要配慮者の住所、電話番号等を把

握するとともに、消防機関、警察機関、地域住民、自主防災組織及び防災士の協力を得

て、避難誘導時の連絡方法・誘導方法を定めておくなど、平常時から要配慮者に係る避

難誘導体制の整備に努めるものとする。 

     なお、把握した住所等の個人情報の取扱いには、十分留意するものとする。 

  (５) 市及び市教育委員会は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保

護者への引渡しに関するルールを、あらかじめ定めるよう促すものとする。 

  (６) 市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

８ 応急仮設住宅等体制の整備 

建築課 

  災害によって住家が滅失し、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対し、早期に一時

的な居住の安定が図られる体制の整備に努めるものとする。 

(１) 資機材の調達・供給体制の整備 

     市は、企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に要する資機材に関し、供給可能

量を把握するなど、調達・供給体制の整備に努めるものとする。 

  (２) 用地供給体制の整備 

     市は、災害に対する安全性を考慮しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地

を把握するなど、あらかじめ供給体制の整備に努めるものとする。 

  (３) 住居のあっせん及び民間賃貸住宅の借り上げ 

     市は、被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等の把握に努め、災害時に迅

速にあっせんできるよう、あらかじめ体制の整備に努めるものとする。また、民間賃貸住

宅借り上げの円滑化に向け、その際の取扱い等についてもあらかじめ体制の整備に努め

るものとする。  
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第１０ 食料、飲料水及び生活必需品等の調達・供給体制の整備 

１ 備蓄計画 

秘書課・安全安心課 

市は、アルファ化米及び毛布等の備蓄物資を資料集に掲げるとおり備蓄し、市内の防災倉庫

に分配しているが、今後においてもその充実に努めるものとする。 

また、各家庭においては、７日分の非常用の飲料水、食料等を備蓄するよう、市民に対し啓

発を行うものとし、市民はこれらの備蓄に努めるものとする。 

２ 調達計画 

安全安心課 

市は、県と相互連携し、災害時に必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料及び関連資

機材の調達について、一般事業者等との協定締結を推進するものとする。 

３ 備蓄・調達・供給の方針 

安全安心課 

市における備蓄・調達・供給の方針は、次によるものとする。 

(１) 備蓄品目は、要配慮者の特性にも配慮して決める。 

   特に、食料については、通常の食事を摂取できない要配慮者等への配慮に努める（アレ

ルギー対応の食料、お粥、ハラル等） 

(２) 備蓄品目は、男女のニーズの違いに配慮して決める。 

(３) 救助用資機材等についても備蓄を進める。 

(４) 民間の流通在庫備蓄等を活用するものとし、業者との協定の締結に努める。 

４ 防災協力井戸 

安全安心課 

市は、災害時に必要とされるトイレや洗濯等の生活用水の確保を目的として、市内の既存の

井戸を対象に、防災協力井戸の指定登録を図るものとする。 

 

 資料集 

 市・県備蓄状況（P43） 

 

第１１ 広報・広聴体制の整備 

１ 広報体制の整備 

秘書課・財政課・安全安心課・ 

群馬東部水道企業団・ライフライン事業者・その他防災関係機関 

(１) 市は、秘書課（災害対策本部設置時は秘書班）を広報担当部署と定め、災害関連情報の

広報が迅速かつ的確に行えるよう、次のとおり広報体制の整備を図るものとする。 

① 広報する事項をあらかじめ想定しておく。 
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② 広報媒体をあらかじめ想定しておく。               

  

 

 

 

 

③ 広報媒体の整備を図る。 

 

④ 災害時における報道要請及びその受入れについて、報道機関との間で協定を締結する

などして協力体制を構築する。 

(２) 報道機関及び放送機関は、災害情報を常に市民に伝達できるよう、その体制及び施設・

設備の整備を図るものとする。 

（３） ライフライン事業者その他防災関係機関は、災害関連情報の広報を迅速かつ的確に行え

るよう、広報体制及び施設・設備の整備を図るものとする。 

２ 広聴体制の整備 

市民協働課・群馬東部水道企業団・ライフライン事業者・その他防災関係機関 

市及びライフライン事業者、その他防災関係機関は、市民等からの問い合わせ等に的確に対応

できるよう、広聴体制の整備を図るものとする。  

   

第１２ 二次災害の予防 

１ 危険度判定体制の整備 

都市計画課・建築課 

(１) 市は、地震災害により、建築物や宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、二次災害を

防止し市民の安全の確保を図るため、災害時に迅速に対応できるよう確保管理を推進する

ものとする。 

(２) 市は、災害時における二次災害の防止のため、危険度判定を行う場合は、県に対し、危

険度判定士の派遣を求めるものとする。 

(３) 市は、県が行う被災建築物応急危険度判定技術士の養成・登録等に協力するものとする。 

(４) 市は、県が行う被災宅地危険度判定に関する体制の整備に協力するものとする。 

(５) 市は、危険度判定の実施に必要な資機材の備蓄に努めるものとする。 

震度状況 

被害状況 

二次災害の危険性 

応急対策の実施状況 

市民、関係団体等に対する協力要請 

避難情報の内容 

避難所の名称・所在地・対象地区 

避難時の注意事項 

受診可能な医療機関・救護所の所在地 

交通規制の状況 

交通機関の運行状況 

ライフライン・交通機関の復旧見通し 

食料・飲料水、生活必需品の配給日時・場所 

総合相談窓口 

市民の安否            等            

テレビ（ＮＨＫ、群馬テレビ）、ラジオ（エフエム群馬）、広報車、ヘリコプタ

ー、市ホームページ、市ツイッター、新聞、チラシ、掲示板、ケーブルテレビ、

携帯電話(たてばやし安全安心メール、エリアメール、緊急速報メール機能を含

む。)等 

広報車、携帯電話等 
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２ 危険物等による被害の防止 

館林地区消防組合 

消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすおそれのある物質

若しくは毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の

管理者に対し、地震によって、これらの危険物等による二次災害が発生しないよう、予防規程

等を策定するとともに防災訓練を行うよう指導するものとする。 

 

第１３ 防災訓練の実施 

 防災業務に従事する職員等の防災実務の習熟と防災活動における実践的能力のかん養を図り、

併せて関係機関との連携の強化を図るため、防災訓練を実施する。 

１ 総合防災訓練 

全部署  

市は、防災関係機関等と連携し、自主防災組織、市民、事業所等の参加を得て、通信、動員、

消火、救出・救助、避難・誘導、復旧等の各種訓練を総合した総合防災訓練を実施する。 

また、訓練終了後には事後評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を図

るものとする。 

２ 個別訓練 

秘書課・行政課・安全安心課・人事課・館林地区消防組合 

市は、防災関係機関等と連携して、それぞれの防災上の責務に応じ、次に例示するような訓

練を適宜実施するものとする。 

(１) 非常招集訓練 

 市は、災害発生時に職員が迅速に登庁できるようにするため、非常招集訓練を実施する。 

 なお、訓練後は実施効果の検討を行い、訓練改善、課題等の資料として次の事項を確認

点検するとともに、これらを中心とした訓練記録を記載しておくものとする。 

① 伝達方法、内容の確認点検 

② 発受時間及び集合所要時間の確認点検 

③ 集合人員の確認点検 

④ その他必要事項の確認点検 

(２) 消防訓練 

消防団は、定期的に消防資材等の点検整備に努めるとともに、消防技術の錬成及び習熟

を目的として消防訓練を実施する。 

   また、各行政区は、消防団、自主防災組織等との協力により、定期的に消火訓練や炊出

し等を行い、地区の消火能力等の向上に努める。 

(３) 避難訓練 

 指定避難所の周知、避難勧告等の伝達、円滑な避難誘導等を目的として、行政区、市民

等の参加を得て、避難訓練を実施する。なお、実施に当たっては、要配慮者の積極的な参

加を呼びかけ、より実践的な訓練を行うものとする。 

 

(４) 水防訓練 

市及び消防団は、円滑な水防活動を遂行するために、雨期及び台風期前など訓練効果の
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ある時期を選んで、過去の水害事例を考慮し水防工法、資材の調達・輸送、通信連絡、水

位雨量の観測等を織り込んだ水防訓練を実施する。 

(５) 非常通信訓練 

災害時の警報の発令・伝達の受理については、正確かつ迅速な伝達が必要であるため、

市民に対する情報伝達訓練はもとより、通信途絶時の連絡の確保、通信連絡機器の操作等

について適切に行えるよう、非常通信訓練を実施するものとする。 

  (６) 避難所運営訓練 

 災害発生後、できるだけ早く避難所を開設・運営することを目的として、行政区、市民

等の参加を得て、避難所運営訓練を実施する。なお、実施に当たっては、要配慮者の積極

的な参加を呼びかけ、より実践的な訓練を行うものとする。 

３ 広域的な訓練の実施 

安全安心課 

市は、災害応急対策の相互応援が円滑に行えるよう、防災訓練の実施に当たっては、県及び

他市町が参加する広域的な訓練を積極的に盛り込むものとする。 

４ 実践的な訓練の実施 

安全安心課 

市は、防災訓練の実施に当たっては、「図上演習」等参加者自身の判断を求められる内容を盛

り込むなどして、実践的なものとなるよう工夫するものとする。 
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第３節 市民等の防災活動の促進と支援 

 

 災害から市民の生命、身体及び財産を守ることは、市に課せられた使命といえるが、市民等は、

自然災害に対して行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は自らが守る」という意識を持って自ら

の判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、市民主体の取組強化による防災意

識の高い社会の構築が必要である。市民は、その自覚を持ち、食料・飲料水の備蓄など、平常時か

ら災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの安全を守るように行動する。 

 特に震災時には行政が本格的に対応を行うまでの間に、ある程度の時間が必要であること、通信、

交通等の混乱により、被災地における活動が一時的に不可能となることも予想される。 

 このため、市民には、「地震発生時に、初期消火を行う」「近隣の負傷者・要配慮者を救出・救助

する」「行政が行う防災活動に協力する」など防災に寄与することが求められる。 

 したがって、市は、市民に対する防災思想の普及、徹底に努め、必要な支援を実施し、避難対策

をはじめとした防災力の強化に向け全力で取り組むものとする。 

 

第１ 災害被災を軽減する市民運動の展開 

１ 防災（減災）活動への参加の促進 

安全安心課・学校教育課・生涯学習課 

災害から安全・安心を得るためには、自助、共助、公助の取組みが必要であり、個人や家庭、

地域、企業、団体等が日常的に防災のための活動を行う市民運動を展開する。 

(１) 地域に根ざした団体における身近な防災への取組み 

① 地域の祭りやスポーツイベント等に防災コーナーを設置など 

(２) 予防的な取組みを加味した防災訓練の工夫 

① ハザードブックの確認や家具の固定など 

(３) 地域における耐震補強の面的な広がりの推進 

(４) 防災教育の充実 

① 学校安全教育(災害安全)の充実 

② 公民館等での防災講座の開催など 

２ 防災教育の実施 

安全安心課・市民協働課・建築課・生涯学習課・学校教育課・文化振興課 

(１) 多様な媒体の活用による防災教育メニューの充実 

(２) 防災をイメージする能力を高めるための質の高い防災教育コンテンツの充実 

① 実写やシミュレーション映像の活用 

② 過去の災害体験談の収集、活用 

③ 郷土の災害史の継承 

④ すべての人が使用可能な防災教育素材の採択や多言語化など 

(３) 災害のリスクや対策等に関する情報の作成、公開、周知の徹底 
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３ 企業や家庭等における自主防災体制の整備 

安全安心課・商工課 

(１) 企業や家庭等における安全への投資の促進 

(２) ビジネス街、商店街における防災意識の醸成 

(３) 事業継続計画への取組みの促進 

４ 地域社会との連携の強化 

安全安心課・市民協働課 

(１) 企業と地域社会の連携 

(２) 国、県、学校、企業等の様々な主体が連携した地域における防災教育の推進 

(３) 災害に関する情報のワンストップサービス 

(４) 防災ボランティアの地域社会との積極的連携 

５ 自主防災体制を継続するための支援 

安全安心課 

(１) 市民運動の継続的な推進、枠組みの形成 

(２) 地域における防災活動の継続的な推進の枠組み作りの促進 

(３) 防災活動の優良な実践例の表彰 

(４) 人材育成のためのプログラム開発 

(５) 補助金等支援制度拡大の検討 

６ 地区防災計画の策定促進 

安全安心課・生涯学習課・自主防災組織・市民 

地区防災計画の策定を通じて、地域防災力の向上を図るため、自助・共助による地域の自発

的な防災活動を促進する。市は、促進にあたり市民や自主防災組織に対して地区防災計画の策

定に係る情報提供等の支援を行うものとする。 

 

第２ 防災思想の普及 
 総合的な震災対策を推進していくうえでは、防災関係機関及び市民が地震に対する十分な認識

と震災対策に関する的確な知識を持ち、発災時の応急対策能力を高めることが重要である。 

 このため、市は、県及び防災関係機関と連携し、防災知識の普及に努めるものとする。 

１ 防災知識の普及 

秘書課・安全安心課 

(１) 普及の方法 

① 広報紙、広報資料（パンフレットの配布、ポスターの掲示等）の活用 

② 映画、スライド等の貸出し 

③ 講習会、講演会、展示会等の開催 

(２) 普及の内容 

 防災知識の普及の内容は、おおむね次のとおりとする。 

① 市地域防災計画の概要 

② 災害予防の概要 

③ 災害時の心得 
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２ 市民に対する防災意識の高揚等 

秘書課・安全安心課 

災害対策の万全を期すためには、市民一人ひとりが正しい防災知識を持ち、「自らの命は自ら

が守る」という防災意識の高揚を図ることが重要である。このため、市は、館林市ハザードブ

ックを活用し、次の事項について防災知識の普及及び防災意識の高揚に努めるものとする。 

１ 家庭内の危険防止 
 (１) 家具類の転倒防止 

 家具や大型家庭電気製品等の転倒による死傷を防ぐため、家具等の転倒防止措置
を施す。 

 (２) 物の落下防止 
 家具類の上に重い物を置かない。置く場合は、落下防止措置を施す。 

 (３) ガラスの飛散防止 
 食器棚等のガラスが割れて飛散しないよう、粘着テープや透明フィルムを貼って
おく。また、スリッパを身近に用意しておく。 

 (４) 火気器具周辺の整理整頓 
 コンロやストーブ等の火気を使用する物の周りには、燃えやすい物を置かない。ガ
スボンベ等は屋外の平らな場所に設置し、固定する。灯油等の燃料は缶に密閉して保
存する。 

 (５) 家屋、ブロック塀等の倒壊防止 

 家屋（柱、土台、屋根瓦）、ブロック塀、石垣、門柱等の倒壊による死傷を防ぐた
め、これらの補強措置を施す。 

２ 家庭防災会議の開催 
  災害への対応について、日頃から家族で話し合いをしておく。 

(１) 地震が起きたときの各自の役割 
(誰が何を持ち出すか、要配慮者の避難支援は誰が行う。) 

(２) 消火器具の備え付け及び使用方法 
 (３) 家族間の連絡方法 
 (４) 避難所の確認 
    (避難時の周囲の状況等により、あらかじめ決めておいた避難場所まで移動するこ

とが危険だと判断されるような場合は、近隣のより安全な場所や建物へ移動したり、
それさえ危険な場合は、屋内に留まることも考える。) 

 (５) 安全な避難経路の確認 
 (６) 非常持出し品のチェック 
 (７) 家具転倒防止措置や室内の整理整頓 
 (８) 要配慮者の避難方法 
 (９) 地震情報、気象情報、避難勧告等避難情報の入手方法 
 (10) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 
 (11) 愛玩動物との同行避難や避難所での飼養についての準備 
 (12) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 
３ 非常持出し品の準備   
(１) 飲料水 

 (２) 食料（食べやすく、保存期間が長く、調理せずに食べられるもの） 
 (３) 貴重品（現金（公衆電話用に 10円玉）・通帳・印鑑・健康保険証・免許証・カード

類等） 
 (４) 救急用品・医薬品（高齢者や持病のあるかたは常備薬やお薬手帳の写しも） 
 (５) ホイッスル（笛） 
 (６) 厚手の手袋（軍手） 
 (７) 衣類（上着・下着・靴下） 
 (８) 携帯用カイロ 
 (９) ビニール袋 
 (10) 衛生用品・マスク 
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 (11) ヘルメット・防災ずきん 
 (12) 雨具・防寒具 
 (13) タオル・ハンカチ 
 (14) ナイフ・缶切り 
 (15) 簡易食器（割り箸、紙皿） 
 (16) 生理用品 
 (17) 底の丈夫な靴 
 (18) 電池式充電器・モバイルバッテリー 
 (19) 携帯用トイレ 
 (20) ティッシュペーパー・ウェットティッシュ 
 (21) 洗面用具 
 (22) 館林市ハザードブック 
 ※家族構成や世帯事情に応じて必要なもの 
  乳幼児：離乳食、粉ミルク、おむつ、おしりふき等 

妊 婦：母子健康手帳、脱脂綿、ガーゼ、新生児用品等 
  高齢者：入れ歯、介護食、大人用おむつ等 
  疾患のあるかた：主治医連絡先、持病薬、ストマ等 
  ペット：リード、ケージ、排せつ用品、ペットフード等 
  その他：メガネ、コンタクトレンズ、補聴器等 
４ 備蓄品の準備 
 (１) 日頃の買い置き（保存性のよい食料や水を買い置きし、消費したら買い足す（ロー

リングストック方式） 
 (２) ７日分以上（推奨）の食料（水を加えて食べられる米（アルファ化米）、缶詰、乾

パン、インスタント・レトルト食品、栄養補助食品、お菓子、調味料、スープ等） 
 (３) 飲料水（大人１人当たり１日３リットル） 
 (４) トイレ用品（簡易トイレ、汚物保管用容器、トイレ袋、トイレットペーパー） 
 (５) 燃料（カセットコンロ、ガスボンベ、固形燃料） 
 (６) 毛布 
 (７) 寝袋 
 (８) 食品用ラップ 
５ 屋内、屋外及び自動車運転中に取るべき措置 
 (１) 身の安全の確保 
    ① 机や椅子に身を隠す。 
    ② 玄関等の戸を開けて脱出口を確保する。 
    ③ あわてて外に飛び出さない。 
 (２) 火災を防ぐ 
    ① 火の始末をする。 
    ② 火が出たら初期消火に努める。 
 (３) 狭い路地、塀ぎわ、崖や川べりに近づかない。 
(４) 避難方法 

① 徒歩で避難する。その際、家屋やブロック塀等倒壊の危険をさけるため、道路の 
中央を歩く。 

    ② 携行品は必要な物のみにして、背負うようにする。 
 (５) 応急救護 

  対応可能なケガは、互いに協力し合って応急救護を行う。 
 (６) 救出活動 
        建物の倒壊や落下物の下敷きになった人がいたら、地域の人々が協力し合って救

出活動を行う。 
 (７) 自動車運転者の取るべき行動 
   ① 道路の左側又は空き地に停車し、エンジンを止める。 
   ② ラジオで災害情報を聞く。 
   ③ 警察官が交通規制を行っているときは、その指示に従う。 
   ④ 避難するときは、キーをつけたまま徒歩で避難する。 
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６ 正しい情報の入手 
（１） ラジオやテレビの情報に注意して、デマに惑わされない。 
（２） 市役所、消防署、警察署等からの情報には絶えず注意する。 
７ 電話に関する留意事項 
 (１) 不要不急な電話はかけない。特に消防署等に対する災害情報の問合せ等は、消防活

動に支障を来すので控える。 
 (２) ふくそう等により電話がつながりづらくなったときは、ＮＴＴが提供する「災害用

伝言ダイヤル（171）」及び携帯電話会社等が提供する「災害用伝言板」を利用する。 
 

３ 学校教育による防災知識の普及 

学校教育課 

市は、学校教育を通じて地震災害に対する知識の普及を図るとともに、避難訓練を実施する

など児童、生徒の防災意識の高揚を図るものとする。 

４ 防災訓練の実施指導 

安全安心課 

市は、地域、職場、学校等において定期的な防災訓練を行うよう指導し、市民の地震発生時

の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。 

また、訓練の内容により館林地区消防組合に協力を依頼するものとする。 

５ 要配慮者への配慮 

市民協働課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会・館林保健福祉事務所 

市は、防災知識の普及及び訓練の実施に当たっては、要配慮者に十分配慮し、地域において

要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるものとする。 

６ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

安全安心課・市民協働課 

市は、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮した防災を進めるため、防

災の現場及び防災の方針等検討過程における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り

入れた防災体制を確立するよう努めるものとする。 

７ 疑似体験装置等の活用 

安全安心課 

市は、防災知識の普及に当たっては、疑似体験装置等訴求効果の高いものを活用するよう努

めるものとする。 

 

第３ 市民、事業所等の防災活動の環境整備 
 災害時においては、市をはじめ防災関係機関が総力をあげて対策を講じなければならないが、

これに加えて地域住民の一人ひとりが災害についての十分な防災意識を持ち、防災知識・技能を

身に付け、さらに地域住民の連帯意識に基づく自主防災組織及び事業所等における自衛防災組織

の整備育成に努め、家庭、地域、職場等、市と連携、協力し、防災活動を推進するものとする。 

 また、市は、災害時における救援ボランティアの果たす役割の重要性を認識し、災害時に備え

たボランティアネットワークの形成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進するととも

に、専門分野における行政とボランティアの連携体制を確立するものとする。 
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１ 市民の果たすべき役割 

安全安心課 

市民は、「自らの安全は自らの手で守る」意識を持ち、平常時から災害発生後に至るまで、可

能な防災対策を着実に実施するものとする。 

区 分 実 施 事 項 

平常時から実施す
る事項  

① 防災に関する知識の習得 
② 家族間での防災の話し合い 
③ 災害時の避難場所、避難路及び最寄りの医療救護施設の確認 
④ 対震自動消火装置付き石油ストーブ、ガス器具等の導入 

⑤ 家屋の補強等 
⑥ 家具その他落下倒壊危険物の対策 

⑦ 飲料水、食料、日用品、衣料品等生活必需品の備蓄（７日間備蓄の励行）        
⑧ 非常持ち出し品の準備・点検 

災害発生時に実施
する事項 

 平常時の準備を生かし、自主防災活動を中心におおむね次の事項が実施で
きるようにする。 
① 正確な情報把握 
② 火災予防措置 
③ 適切な避難 
④ 自動車運転の自粛 

災害発生後に実施
が必要となる事項 

① 出火防止及び初期消火 
② 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護 
③ 秩序ある避難生活 
④ 自力による生活手段の確保 

２ 自主防災組織の活動 

行政課・安全安心課・市民 

地域における防災対策は、行政区等を単位に、「自分たちの地域は、自分たちで守る」との市

民の連帯意識に基づき結成された自主防災組織により共同して実施することが効果的である。 

このため自主防災組織は、地域の防災は自らの手で担う意欲を持って、次の事項を中心に活

動の充実強化を図るものとする。 

(１) 自主防災組織の主な活動内容 

地域住民の自主防災組織は行政区の単位とし、概ね次の例により組織の編成、役割及び

活動内容等について育成指導を図る。 

【組織の編成の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報・調査班    （班長） 班 員 

 防災班      （班長） 班 員 

会 長  救助・防犯班  （班長） 

 生活班       （班長） 

 衛生班       （班長） 

副会長 

 その他 

班 員 

班 員 

班 員 

班 員  避難誘導・復旧班（班長） 



 

第２編 震災対策編 第１章 災害予防 

67 

 

 

【役割及び活動内容の例示】 

 平 常 時 の 役 割 非 常 時 の 役 割 

情報・調査班 

○ 災害についての知識の習得及び映

画、印刷物等による啓発、調査内容、

方法及び情報伝達収集訓練。 

○ 災害情報の伝達収集・避難命令の伝達、

被災状況の調査、及び情報収集し、防災

機関への伝達。 

○ 警報等の正確な伝達と対応策の協議｡ 

避難誘導 

・復旧班 

○ 避難路､避難所の巡回点検､避難訓練

の実施。 

○ 応急復旧、修理の技術の習得及び資

材の備蓄、労務の出動計画の作成。 

○ 避難所の安全確認、人員点呼、説得､避

難誘導。 

                 

○ 破損した家屋等の応急復旧、修理。 

防 災 班 

○ 火災予防運動の推進、消火器等によ

る家庭での初期消火の講習及び訓

練、各分団に備え付けの消防機器設

備の使用講習及び訓練、消防水利の

確保。 

○ 出火防止の広報、火災の警戒、初期消火

活動。 

救助・防犯班 

○ 高齢者、障がい者及び負傷者の救出

に必要な用具の調達及び技術の習

得、救助訓練の実施。 

○ 警察署との連携体制づくり、地区内及

び周辺の巡回点検､危険物等の調

査。 

○ 高齢者、障がい者及び負傷者の救助活

動。 

          

 

○ 警察活動に協力、被災地区の点検。 

 

生 活 班 

○ 炊飯用具等の調達計画と管理、必要

物資の調達計画や斡旋方法の検討、

炊出し訓練。 

○ 備蓄品の確認・管理､炊出し実施､配水救

援物資の配分の協力。 

衛 生 班 

○ 衛生知識を習得し、市民に衛生教育

の実施、応急救護の方法の習得、障

害物やごみの処理について検討。 

○ 負傷者の応急救護、移送及び防疫につ

いて防災機関に協力。 

そ の 他 
○ 地区の特性で何が必要か話し合い、

そのものについて役割を決める。 

○ 地区の中で対処すべきことを実施。 

(２) 自主防災組織の結成及び育成・指導 

 市は、市内の自主防災組織の100％組織化を目指し、次により、その育成強化を図るもの

とする。 

① 自主防災組織の結成、自主防災リーダーの育成、及び防災活動に必要な資機材の整備

等の助成に努める。 

② 自主防災組織が自主的に防災訓練や研修等を実施できるよう支援・協力を行う。 

③ 青年層・女性層の自主防災組織への参加及び自主防災リーダーとしての育成の促進に

努める。 

(３) 活動を継続させるための方法 

市は、行政区や自主防災組織等が継続して地域の防災対策活動に取組んでいくために、

「地区防災計画」の策定を働きかけるともに、基本的な考え方の提示や、必要な助成及び支

援を行うものとする。 
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３ 防災士の活動支援 

安全安心課 

 市は、地域社会において、防災リーダーとなる防災士の活動を支援し、地域防災力の向上に努

める。     

４ 消防団の充実強化 

館林地区消防組合 

  館林地区消防組合は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の施設・

装備の充実、青年層・女性層の団員への参加促進等消防団の活性化を推進し、その充実強化を

図るものとする。 

５ 事業所（企業）防災の推進 

安全安心課・商工課 

事業所は、生命の安全確保、二次災害の防止、地域貢献・地域との共生、事業の継続を十分

に認識し、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計

画の点検・見直しを実施するとともに事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するなどの防災活動の推

進に努めるものとする。また、「消防団員協力事業所表示制度」を活用し、事業所のイメージア

ップや消防団との協力、連携の強化を進める。 

(１) 事業所は、災害時の顧客や従業員の安全確保や二次災害等の防止を図るため、自衛消防

隊等を活用し自主的な事業所等自衛防災組織を作り、次の活動を行うものとする。 

  ① 従業員の防災教育 

  ② 情報収集伝達体制の確立 

  ③ 火災その他災害予防対策 

  ④ 避難体制の確立 

  ⑤ 防災訓練の実施 

  ⑥ 応急救護体制の確立 

  ⑦ 飲料水、食料、生活必需品等災害時に必要な物資の確保（備蓄） 

  ⑧ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対策 

(２) 事業所も地域コミュニティの一員であることから、平時から地域住民、自主防災組織と

連携して災害に対応する仕組みの構築に努める。 

特に、事業所は、平時における事業活動で培った組織力や専門的な資機材、スキルを保

有し、多様な応急対策活動が可能であるばかりか、その事業所の業務に見合った応援（帰

宅困難者への一時避難施設の提供、食料や飲料水及び生活必需品の提供など）も行えると

いう特徴があり、地域防災力向上の鍵をにぎるものである。 

(３) 事業所の自主的判断による地域貢献だけでなく、市が行う災害対応の一部を事業所が、

その得意な業務において、協力・応援することについて、あらかじめ市と協定を締結する

など、平時から行政との連携に努める。 

また、市は、事業所等に対し、地域の防災訓練への積極的参加の呼びかけ及び防災に関

するアドバイスを行うものとする。 

(４) 災害時の事業活動の維持または早期の機能回復は、都市機能回復に重要な役割を果た

す一方、事業所は災害による被害を最小化し、自ら存続を図って行かなければならない。

そのため、バックアップシステムの整備、要員の確保、安否確認の迅速化などにより災害

時に事業活動が中断した場合に、可能な限り短期間で重要な機能を再開できるような経
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営戦略の策定に努める。 

(５) 市は、事業所防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画(ＢＣＰ)策定

支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発達に向けた条件整備に取り

組むものとする。 

さらに、事業所のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優

良企業表彰、事業所の防災に係わる取組の積極的評価等により事業所の防災協力向上の

促進を図るものとする。 

(６) 市は、企業をコミュニティの一員として捉え、地域の防災訓練等への積極的参加を呼び

かけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 

(７) 事業所は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害

の拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めるものと

する。 

 

第４ ボランティア活動の環境整備の促進 
 市は、災害時における救援ボランティアの果たす役割の重要性を認識し、災害時に備えたボラ

ンティアネットワークの形成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進するものとする。 

１ 災害時救援ボランティア活動の啓発 

秘書課・安全安心課・市民協働課 

市は、広報紙、パンフレット等を活用し、災害時における救援ボランティア活動の啓発に努

める。 

２ ボランティアネットワークの形成による体制づくり 

安全安心課・市民協働課 

市は、災害時の被災現地における一般ボランティアの受入れ等で重要な役割を担うボランテ

ィア団体や日本赤十字社、（社福）館林市社会福祉協議会等のボランティア支援機関による連絡

会議「災害時救援ボランティア連絡会議」を開催し、災害時におけるボランティア活動が効果

的に展開されるよう、災害時に対応できるボランティアの受入れ、調整等ができる体制づくり

を推進する。 

３ 各領域における専門ボランティアとの連携 

安全安心課・市民協働課 

市の関係各課は、通信や建物危険度判定、外国語等の専門分野において、平常時の登録や研

修制度についても検討しつつ、専門ボランティア等との災害時の連携体制を確立する。 

４ 行政と地域の連携 

行政課・安全安心課 

市の関係各課は、災害時のボランティア活動環境づくりに際し、行政区や自主防災組織等に

対し必要な助成や支援を行う。 
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第４節 災害時における要配慮者対策 

第１ 要配慮者対策 

近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機能の低

下に伴い、災害発生時には、災害対応能力の弱い要配慮者が被害を受ける可能性が高まっている。 

このため、県、市、防災関係機関及び要配慮者利用施設の管理者は、平素より連携して要配慮

者の安全を確保するための対策を行うものとする。 

 

１ 避難行動要支援者支援の基本的な考え方 

安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会・館林保健福祉事務所 

市は、災害時要援護者の避難対策に関する検討会（内閣府・消防庁・厚生労働省・国土交通

省）作成の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、避難行動要支援

者避難支援プラン、避難行動要支援者名簿の作成や要配慮者が必要な生活支援や相談等が受け

られるよう特別な配慮を行う避難所（以下「福祉避難所」という。）の指定・整備を行うなど、

要配慮者についての平常時からの所在情報の把握・管理及び安否確認・避難誘導体制の整備に

努める。 

この地域防災計画において、避難行動要支援者の避難支援についての主な項目を定め、より

詳細な計画として「館林市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」を別に策定して支援

を行うものとする。 

◆避難行動要支援者： 

避難行動要支援者とは、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合自ら避

難をすることが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に

支援を必要とする者をいう。 

◆要配慮者： 

要配慮者とは、災害時に限定せず一般に配慮を要する者を意味し、具体的には、高齢

者、障がい者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人等をいう。 

２ 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会・館林保健福祉事務所 

(１) 避難行動要支援者名簿の作成・更新 

市は、平常時より要配慮者の情報の把握を通じて、次に掲げる要件にあう避難行動者

要支援者名簿を作成する。また、避難行動要支援者名簿については、避難行動要支援者

の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとするため、定期的に更

新をする。 

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

情報の適切な管理に努めるものとする。 
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◆避難行動要支援者名簿に記載する範囲 

◎生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方 

① 要介護認定３～５を受けている方 

② 身体障がい者手帳１・２級(総合等級)の第１種を所持する身体障がい者(心臓、じ

ん臓機能障がいのみで該当するものは除く)の方 

③ 療育手帳Ａを所持する知的障がい者の方 

④ 精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の方 

⑤ その他 ①～④以外で支援を必要とする方 

(２) 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

   名簿には避難行動要支援者に関する氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号

その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実施に関し市長が

必要と認める事項を掲載すること。 

   市は、避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名そ

の他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目

的のために内部で利用することができる。また、避難行動要支援者名簿の作成のため必

要があると認められるときは、県知事その他に対して、要配慮者に関する情報の提供を

求めることができる。 

(３) 避難者支援者等関係者への名簿の提供 

   市は、災害発生時における円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援するため、避難行

動要支援者本人から同意を得た上で、避難行動要支援者名簿の名簿情報を、あらかじめ

避難支援等関係者に提供する。 

   また、現に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動

要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、その同意の有無に

関わらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に名簿情報

を提供する。 

(４) 避難支援者等関係者 

   あらかじめ名簿情報を提供する避難支援等関係者は、次に掲げる者とする。 

◆避難支援者等関係者 

消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、（社福）館林市社会福祉協議会、自主防災組織等 

(５) 名簿情報の適正管理 

   市は、名簿情報の提供に際し、名簿情報の情報漏えいを防止等、名簿情報を適正に管

理するための必要な措置を講ずる。 

(６) 防災担当部局と福祉担当部局の連携 

   市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、平常時より避難行動要支援者に関

する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。また、避難行動要支

援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要と

する事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新する。 

(７) 避難行動要支援者名簿に関するその他の事項 

   避難行動要支援者名簿の具体的な作成方法等ついては、要配慮者対策を重点的に具

体化した「館林市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」に掲載するものとする。 
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３ 避難体制の強化 

安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会・館林保健福祉事務所 

      市は、内閣府（防災担当）作成「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参

考にして、「館林市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」の作成、避難行動要支援者

が必要な生活支援や相談等が受けられるよう特別な配慮を行う避難所（以下「福祉避難所」と

いう。）の指定・整備を行うなど地域の実情に応じた避難行動要支援者の避難支援体制の整備

に取り組む。 

(１) 避難勧告等の伝達体制の整備 

市長が発令する避難勧告等が避難行動要支援者ごとの特性に応じ迅速・正確に伝達で

きる手段・方法を定めておく。 

(２) 避難誘導体制の整備 

避難行動要支援者が避難するに当たっては、介助が必要であることから、避難支援等

関係者をはじめ、自主防災組織等地域ぐるみの避難誘導の方法を具体的に定めておく。 

(３) 避難行動要支援者が参加する防災訓練の実施 

災害時に避難行動要支援者の避難誘導が適切に実施されるよう避難行動要支援者が参           

加する防災訓練を実施するよう努める。 

(４）避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者の避難支援にあたっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の

生命及び身体の安全を守ることが大前提である。 

安全確保について、要配慮者対策を重点的に具体化した「館林市避難行動要支援者避難

支援プラン(全体計画)」に掲載するものとする。 

４ 福祉避難所の指定 

安全安心課・社会福祉課・高齢者支援課・こども福祉課・健康推進課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会・館林保健福祉事務所   

(１) 福祉避難所の指定・整備 

市は、福祉避難所をあらかじめ指定し、整備するように努める。 

      福祉避難所の指定に当たっては、民間の社会福祉施設等との協定締結なども検討し、指

定数の確保及び福祉避難所の運営支援体制の確立に努める。また、整備にあたっては、可

能な限り、要配慮者ごとの特性に応じた対応をとれるよう資機材や人的支援体制等の整

備に努める。 

   (２) 福祉避難所の設置・運営訓練 

市は、災害時に福祉避難所の設置・運営に係る取組事項が円滑に実施されるよう、福祉

避難所指定施設の管理者等の協力を得て、福祉避難所の設置・運営訓練を実施するよう努

める。 
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５ 緊急連絡体制の整備 

市民協働課・社会福祉課・高齢者支援課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会・館林地区消防組合   

市は、要配慮者が災害発生時に迅速・的確な行動がとれるよう、地域の要配慮者の実態に合

わせ、家族や地域の協力のもとに、要配慮者ごとに複数の避難支援者を配置するなど、きめ細

やかな緊急連絡体制の確立を図る。 

また、市や福祉関係者等は、要配慮者の特性に応じた情報伝達機器の整備・導入について推

進に努める。 

６ 環境整備 

安全安心課・道路河川課 

市は、要配慮者が安全に避難できるよう歩道の拡幅、段差の解消、点字案内及び外国語を付

記した避難所案内板の設置を行うなど、避難のための環境整備に努める。 

７ 人材の確保 

  安全安心課・市民協働課・社会福祉課・こども福祉課・ 

（社福）館林市社会福祉協議会   

市は、要配慮者の支援にあたり、福祉避難所などにおける介助者等の確保を図るため、平常

時からヘルパー、手話通訳者、外国語通訳者等の広域的なネットワーク化に努める。 

８ 要配慮者利用施設管理者との連携 

社会福祉課・高齢者支援課・介護保険課・こども福祉課・学校教育課 

(１) 要配慮者利用施設 

この節において、要配慮者利用施設とは次に掲げる施設をいう。 

① 児童福祉施設 

② 障がい者福祉施設 

③ 高齢者施設 

④ 医療提供施設 

⑤ 幼稚園・保育園 

⑥ その他（生活保護法に基づく救護施設・更生施設・医療保護施設、学校教育法に基

づく特別支援学校、その他実質的に要配慮者に関連する施設） 

(２) 要配慮者利用施設の安全性の確保 

    要配慮者利用施設の管理者は、施設の建物や防災設備について定期的に点検を行い、

地震に対する安全性を確保するものとする。 

(３) 要配慮者利用施設の防災体制 

   要配慮者利用施設の管理者は、次により、施設の防災体制を整備するものとする。 

 ① 自施設の立地環境による災害危険性の把握及び職員への周知 

 ② 防災情報の的確な入手手段の整備 

 ③ 職員の動員基準及び動員伝達体制の整備 

 ④ 施設周辺のパトロール体制の整備 

 ⑤ 避難場所及び避難経路の確認 

 ⑥ 避難、救出及び安否確認の態勢の整備 

 ⑦ 市、消防機関、警察機関等防災関係機関との連絡体制の整備 
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 ⑧ 避難誘導、救出等についての地域住民や自主防災組織との協力体制の整備 

 ⑨ 防災訓練等防災教育の充実 

 ⑩ 食料品、避難生活用の医療・介護用品等の備蓄 

 ⑪ 燃料の調達体制の確保  

(４) 市の支援 

① 市は、要配慮者利用施設の立地環境による災害危険性を把握し、当該情報を要配慮

者利用施設に提供するものとする。 

②  市は、要配慮者利用施設との緊急連絡体制を整備する。 

③  市は、要配慮者利用施設に避難勧告等の避難情報を提供するとともに、そのための

伝達体制を整備する。 

④ 市は、要配慮者利用施設に防災情報の提供を行う。 

⑤ 市は、避難誘導、救出等に対する支援体制の整備を行う（地域住民や自主防災組織

の協力を含む）。 

⑥ 市は、要配慮者利用施設における防災教育への協力を行う。 

９ 消防機関及び警察機関の支援 

館林地区消防組合・館林警察署 

消防機関及び警察機関は、要配慮者の避難体制の整備について、市と協力して次の支援を行

うものとする。 

(１) 緊急時における消防機関・警察機関と要配慮者との連絡体制の整備 

(２) 避難誘導、救出等に対する支援体制の整備（地域住民や自主防災組織の協力を含む。） 

(３) 要配慮者への防災教育・啓発への協力 

10 地域住民及び自主防災組織の支援 

行政課・安全安心課 

地域住民及び自主防災組織は、要配慮者の避難誘導、救出等の体制の整備に協力するものと

する。 

11 防災教育及び啓発 

安全安心課・市民協働課 

市は、要配慮者及びその家族に対し、防災パンフレット（外国語を附記した）等の配布や地

域の防災訓練等への積極的な参画の呼びかけを行うなど、災害発生時に取るべき行動等、防災

に対する理解を深めるよう啓発に努める。 
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第５節 帰宅困難者対策 

第１ 帰宅困難者対策 

 震災時には、鉄道等の交通網の支障により、通学・通勤等の滞在先から自宅まで帰宅すること

が困難となる帰宅困難者の発生が予想される。帰宅困難者が発生した場合、帰宅困難者自身の安

全の問題や、多数の徒歩帰宅者による緊急路を含む道路渋滞等の問題が予想され、帰宅不能の場

合には交通機関の復旧までの避難場所の確保等が想定される。 

このため、帰宅困難者に対しての情報提供、各種支援などを、平素より検討しておく。 

 

１ 帰宅困難者の想定 

商工課・つつじのまち観光課 

群馬県地震被害想定調査(平成24年６月)では、帰宅困難者を「群馬県民が県内の他市町村へ

通勤・通学等で外出し、滞在先で地震が発生したために自宅に戻れずに外出先に滞留する人」

と定義し、交通手段は問わず、鉄道の機能障害により帰宅することができない人の数を予測し

た。 

その結果は、以下のとおりであり、県内及び市内でも多くの帰宅困難者が発生する可能性が

あることが明らかとなった。また、群馬県地震被害想定調査の予測対象範囲外ではあるが市内

には観光地があり、多くの観光客が訪れている。このため、観光地を訪問した旅行者が被災し、

帰宅困難者となることが想定される。 

 

【帰宅困難者数の予測結果一覧表】        (群馬県地震被害想定調査(平成 24年 6月)から抜粋) 

 
通勤者・通学者 

関東平野北西縁 

断層帯主部 
太田断層 片品川左岸断層 

市町村 

内から 

市町村 

外から 
合計 

帰宅 

困難者 

徒歩 

帰宅者 

帰宅 

困難者 

徒歩 

帰宅者 

帰宅 

困難者 

徒歩 

帰宅者 

県内 909,462 370,537 1,279,999 146,100 1,133,899 104,401 1,175,598 0 1,279,999 

市内 32,648 15,583 48,231 8,118 40,113 8,118 40,113 0 48,231 

 

２ 帰宅困難者に対する取組み 

秘書課・商工課・つつじのまち観光課 

(１) 普及啓発 

市は、企業等における一斉帰宅抑制が実効性あるものとなるように安否確認方法等の周

知や備蓄の促進等必要な対策を実施するとともに、各企業等に一斉帰宅抑制に係る普及啓

発を図る。 

(２) 一時避難施設の提供 

     市は、帰宅困難者のための、指定している既存の避難所など、一時避難施設の提供に努

める。特に観光地では、季節に応じて多数の帰宅困難者が予想されることから事前に観光

客用の避難施設を指定しておくよう努める。 

(３) 備蓄物資の確保 

     市は、帰宅できず駅等に滞留する通勤者や観光客等帰宅困難者のために、日頃から飲料
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水、食料、毛布等の備蓄に努めるものとする。 

(４) 情報提供の体制づくり 

     市は、一時避難施設等に関する情報、鉄道、バスの運行、道路の復旧情報などに関する

情報を防災拠点における張り紙や、ラジオ等の放送機関からの放送により、迅速に提供で

きる体制を整備する。 

(５) 徒歩帰宅者の支援対策 

     市は、大量の徒歩帰宅者が安全・円滑に帰宅できるよう、幹線道路沿いに公共施設を活

用した帰宅支援施設を配置し、水・食料・トイレ・休息の場・情報等の提供が行えるよう

努める。 

また、コンビニエンスストアやガソリンスタンド等の民間事業者にも協力を求める。 

３ 事業所の取組み 

商工課・事業所 

  (１) 従業員の待機 

     事業所は、交通機関が運行停止となり、運行の見通しが立たない場合には、事業所建物

や事業所付近の被災状況を確認の上、従業員等の安全を確保するため、必要に応じて、従

業員等を一定期間留めるよう努めるものとする。 

  (２) 備蓄の確保 

     事業所は、従業員が事業所内に待機できるよう、必要な飲料水、食料、毛布等の備蓄に

努めるものとする。 

  (３) 事業所における環境整備 

     事業所は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう、事業所建

物の耐震化、家具類の転倒防止等、従業員が安全に待機できる環境整備に努めるものとす

る。 

  (４) 事業継続計画(ＢＣＰ)等への位置づけ 

     事業所は、事業継続計画(ＢＣＰ)等において、従業員等の待機及び帰宅の方針等を予め

定めておき、従業員への周知に努めるものとする。 

  (５) 安否確認方法の周知 

     事業所は、地震等発生時には、電話が輻輳することを踏まえ、事業所と従業員間の安否

確認方法をあらかじめ定めるとともに、従業員とその家族間においても災害時伝言掲示板

や災害用伝言ダイヤル等の複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段活用の周知

に努めるものとする。 

４ 大規模集客施設の取組み 

商工課 

   大規模な集客施設においては、多くの帰宅困難者等の発生が予想されることから、事業者等 

は、市町村や関係機関等と連携し、利用者を保護するため、適切な待機や誘導に努めるものと 

する。 

５ 各学校の取組み 

教育総務課・学校教育課 

各学校は、児童・生徒等が学校内に一定期間待機できるよう、必要な環境整備に努めるもの

とする。 


