
 １

目 次 

震 災 編 

第１編 総則 

第１章 計画の方針 ………………………………………………………………………１ 

 第１節 計画の目的 ……………………………………………………………………１ 

 第２節 計画の性格及び災害の範囲 …………………………………………………１ 

 第３節 計画の目標 ……………………………………………………………………２ 

 第４節 計画の前提 ……………………………………………………………………２ 

 第５節 計画の修正 ……………………………………………………………………３ 

 第６節 他の法令に基づく計画との関係 ……………………………………………３ 

 第７節 計画の習熟 ……………………………………………………………………３ 

 

第２章 防災関係機関の業務の大綱 ……………………………………………………４ 

 第１節 あきる野市 ……………………………………………………………………４ 

 第２節 東京都 …………………………………………………………………………４ 

 第３節 指定地方行政機関 ……………………………………………………………５ 

 第４節 指定公共機関 …………………………………………………………………６ 

 第５節 指定地方公共機関 ……………………………………………………………７ 

 第６節 協力機関 ………………………………………………………………………８ 

 第７節 自衛隊 …………………………………………………………………………９ 

 

第３章 市民及び事業所の基本的責務 ………………………………………………１０ 

 

第４章 あきる野市の概況 ……………………………………………………………１２ 

 第１節 自然的環境 …………………………………………………………………１２ 

 第２節 社会的環境 …………………………………………………………………１５ 

 

第５章 被害想定 ………………………………………………………………………１７ 

 第１節 前提条件 ……………………………………………………………………１７ 

 第２節 想定結果の概要 ……………………………………………………………１８ 

 

第６章 減災目標 ………………………………………………………………………２２ 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 災害予防施設対策 ……………………………………………………………２７ 



 ２

 第１節 災害に強いまちづくり ……………………………………………………２７ 

 

第２章 地震火災等の防止 ……………………………………………………………３６ 

 第１節 出火の防止 …………………………………………………………………３６ 

 第２節 初期消火体制の強化 ………………………………………………………３９ 

 第３節 火災の拡大防止 ……………………………………………………………４０ 

 第４節 高圧ガス・有毒物質等の安全化 …………………………………………４１ 

 

第３章 防災活動の強化 ………………………………………………………………４３ 

 第１節 防災活動の強化 ……………………………………………………………４３ 

 第２節 防災意識の高揚 ……………………………………………………………４３ 

 第３節 防災訓練 ……………………………………………………………………４４ 

 第４節 自主防災組織の育成 ………………………………………………………４７ 

 第５節 消防団活性化対策 …………………………………………………………５０ 

 第６節 災害時要援護者の把握と安全確保 ………………………………………５１ 

 第７節 ボランティア ………………………………………………………………５３ 

 第８節 事業継続計画の策定 ………………………………………………………５５ 

 

第４章 災害危険地域の指定 …………………………………………………………５７ 

 第１節 災害の想定及び目標 ………………………………………………………５７ 

 第２節 地域別ハザードマップの作成 ……………………………………………５７ 

 第３節 災害危険箇所の調査及び指定 ……………………………………………５７ 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制 …………………………………………………………………５８ 

 第１節 あきる野市災害対策本部の組織・運営 …………………………………５８ 

 第２節 災害対策本部の非常配備計画 ……………………………………………６５ 

 

第２章 情報の収集・伝達 ……………………………………………………………６７ 

 第１節 情報連絡体制 ………………………………………………………………６７ 

 第２節 災害予報及び警報伝達 ……………………………………………………７０ 

 第３節 被害状況等報告及び災害地調査報告 ……………………………………７２ 

 第４節 災害広報・広聴活動の充実 ………………………………………………７７ 

 

第３章 災害救助法の適用 ……………………………………………………………８３ 

 第１節 災害救助法の適用 …………………………………………………………８３ 

 第２節 救助実施体制の整備 ………………………………………………………８６ 

 第３節 法による救助の実施 ………………………………………………………８８ 



 ３

 第４節 従事命令等 …………………………………………………………………９８ 

 

第４章 相互応援協力・派遣要請 …………………………………………………１００ 

 第１節 防災機関協力体制の確立 ………………………………………………１００ 

 第２節 他の市町村との協力体制 ………………………………………………１１０ 

 第３節 自衛隊災害派遣要請 ……………………………………………………１１１ 

 

第５章 消防・危険物対策 …………………………………………………………１１４ 

 第１節 消防活動 …………………………………………………………………１１４ 

 第２節 危険物等災害応急対策 …………………………………………………１２０ 

 

第６章 避難勧告・指示計画 ………………………………………………………１２７ 

 第１節 避難体制 …………………………………………………………………１２７ 

 第２節 避難場所・避難所の指定及び安全化 …………………………………１３０ 

 第３節 避難所の開設・運営 ……………………………………………………１３３ 

 

第７章 外出者対策 …………………………………………………………………１３７ 

 第１節 意識啓発 …………………………………………………………………１３７ 

 第２節 駅周辺の混乱防止対策 …………………………………………………１３８ 

 第３節 一時収容施設の確保 ……………………………………………………１３９ 

 第４節 事業所等における外出者対策 …………………………………………１４０ 

 第５節 帰宅支援 …………………………………………………………………１４１ 

 

第８章 警備・交通規制 ……………………………………………………………１４３ 

 第１節 警備活動 …………………………………………………………………１４３ 

 第２節 交通規制 …………………………………………………………………１４３ 

 

第９章 緊急輸送 ……………………………………………………………………１４７ 

 第１節 緊急物資輸送ネットワーク ……………………………………………１４７ 

 第２節 緊急道路障害物除去等 …………………………………………………１４８ 

 第３節 輸送車両等の確保 ………………………………………………………１４９ 

 

第１０章 救助・救急計画 …………………………………………………………１５２ 

 第１節 救助・救急活動体制等 …………………………………………………１５２ 

 第２節 救助・救急体制の整備 …………………………………………………１５２ 

 

第１１章 医療救護計画 ……………………………………………………………１５４ 

 第１節 医療及び助産救護対策 …………………………………………………１５４ 

 第２節 保健衛生及び動物愛護 …………………………………………………１５８ 



 ４

 第３節 防疫 ………………………………………………………………………１６１ 

 第４節 山間部における医療救護活動 …………………………………………１６４ 

 

第１２章 飲料水・食料・生活必需品等の供給計画 ……………………………１６５ 

 第１節 飲料水の供給 ……………………………………………………………１６５ 

 第２節 食料の供給 ………………………………………………………………１６６ 

 第３節 生活必需品等の供給 ……………………………………………………１７５ 

 

第１３章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・がれき処理 ………………１７９ 

 第１節 ごみ処理 …………………………………………………………………１７９ 

 第２節 トイレの確保及びし尿処理 ……………………………………………１７９ 

 第３節 がれき処理 ………………………………………………………………１８１ 

 第４節 土石・竹木等の除去 ……………………………………………………１８１ 

 

第１４章 遺体の取扱い ……………………………………………………………１８３ 

 第１節 遺体の捜索、収容及び検視・検案等 …………………………………１８３ 

 第２節 火葬等 ……………………………………………………………………１８７ 

 

第１５章 応急住宅対策 ……………………………………………………………１８９ 

 第１節 応急仮設住宅の供与 ……………………………………………………１８９ 

 第２節 被災住宅の応急修理 ……………………………………………………１９２ 

 第３節 一時提供住宅の供給 ……………………………………………………１９４ 

 第４節 被災住宅の応急危険度判定 ……………………………………………１９５ 

 第５節 被災宅地の応急危険度判定 ……………………………………………１９５ 

 第６節 家屋・住家被害状況調査 ………………………………………………１９６ 

 第７節 り災証明書の発行 ………………………………………………………１９６ 

 

第１６章 教育・労務対策 …………………………………………………………２００ 

 第１節 応急教育 …………………………………………………………………２００ 

 第２節 労働力の確保 ……………………………………………………………２０５ 

 

第１７章 ライフライン施設の応急復旧対策 ……………………………………２０６ 

 第１節 水道施設の応急復旧対策 ………………………………………………２０６ 

 第２節 下水道施設の応急復旧対策 ……………………………………………２０８ 

 第３節 電気施設の応急復旧対策 ………………………………………………２０９ 

 第４節 ガス施設の応急復旧対策 ………………………………………………２１１ 

 第５節 通信施設の応急復旧対策 ………………………………………………２１３ 

 

第１８章 公共施設等の応急復旧対策 ……………………………………………２１７ 



 ５

 第１節 公共土木施設等の応急復旧対策 ………………………………………２１７ 

 第２節 社会公共施設等の応急復旧対策 ………………………………………２２１ 

 

第４編 災害復旧計画 

第１章 応急生活対策 ………………………………………………………………２２４ 

 第１節 被災者の生活確保 ………………………………………………………２２４ 

 第２節 中小企業への融資 ………………………………………………………２２７ 

 第３節 農林業関係者への融資 …………………………………………………２２７ 

 第４節 義援金品の配分 …………………………………………………………２２８ 

 

第２章 激甚災害の指定 ……………………………………………………………２３１ 

 第１節 激甚災害の指定計画 ……………………………………………………２３１ 

 

第３章 災害復旧・復興計画 ………………………………………………………２３９ 

 第１節 災害復旧事業 ……………………………………………………………２３９ 

 第２節 復興計画 …………………………………………………………………２４０ 

 

 

震災編附編 警戒宣言に伴う対応措置 

第１章 対策の考え方 ………………………………………………………………２４２ 

 第１節 策定の趣旨 ………………………………………………………………２４２ 

 第２節 基本的な考え方 …………………………………………………………２４２ 

 第３節 前提条件 …………………………………………………………………２４３ 

 

第２章 防災機関の業務大綱 ………………………………………………………２４４ 

 

第３章 事前の備え …………………………………………………………………２４５ 

 第１節 広報及び教育 ……………………………………………………………２４５ 

 第２節 事業所に対する指導 ……………………………………………………２４７ 

 第３節 防災訓練 …………………………………………………………………２５０ 

 

第４章 東海地震観測情報・東海地震注意情報発表時から 

警戒宣言が発せられるまでの対応措置 …………………………………２５４ 

 第１節 東海地震観測情報発表時の対応 ………………………………………２５４ 

 第２節 活動態勢 …………………………………………………………………２５６ 

 第３節 東海地震注意情報の発表時から警戒宣言が発せられるまでの広報 ２５７ 

 第４節 混乱防止措置 ……………………………………………………………２５８ 



 ６

第５章 警戒宣言時の対応措置 ……………………………………………………２５９ 

 第１節 活動体制 …………………………………………………………………２５９ 

 第２節 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 ……………………………………２６１ 

 第３節 消防、危険物対策 ………………………………………………………２６８ 

 第４節 警備、交通対策 …………………………………………………………２７３ 

 第５節 公共輸送対策 ……………………………………………………………２７５ 

 第６節 学校、病院、福祉施設対策 ……………………………………………２７８ 

 第７節 不特定多数の者の集まる施設の対策 …………………………………２８２ 

 第８節 電話、通信対策 …………………………………………………………２８３ 

 第９節 電気、ガス、上下水道対策 ……………………………………………２８６ 

 第１０節 生活物資対策 …………………………………………………………２８９ 

 第１１節 金融対策 ………………………………………………………………２９０ 

 第１２節 避難対策 ………………………………………………………………２９１ 

 第１３節 救援・救護対策 ………………………………………………………２９３ 

 第１４節 市本部からの指示事項等の伝達 ……………………………………２９４ 

 

第６章 市民・事業所等のとるべき措置 …………………………………………２９７ 

 第１節 市民のとるべき措置 ……………………………………………………２９７ 

 第２節 自主防災組織のとるべき措置 …………………………………………２９８ 

 第３節 事業所のとるべき措置 …………………………………………………２９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７

風水害等編 

第１編 総則 

第１章 計画の方針 …………………………………………………………………３０１ 

 第１節 計画の目的 ………………………………………………………………３０１ 

 第２節 計画の性格及び災害の範囲 ……………………………………………３０１ 

 第３節 計画の目標 ………………………………………………………………３０２ 

 第４節 計画の前提 ………………………………………………………………３０２ 

 第５節 計画の修正 ………………………………………………………………３０２ 

 第６節 他の法令に基づく計画との関係 ………………………………………３０３ 

 第７節 計画の習熟 ………………………………………………………………３０３ 

 

第２章 防災関係機関の業務の大綱 ………………………………………………３０４ 

 

第３章 市民及び事業所の基本的責務 ……………………………………………３０５ 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 水害予防対策 ………………………………………………………………３０６ 

 第１節 治水対策 …………………………………………………………………３０６ 

 

第２章 災害予防施設対策 …………………………………………………………３０７ 

 第１節 災害に強いまちづくり …………………………………………………３０７ 

 

第３章 防災活動の強化 ……………………………………………………………３０８ 

 第１節 防災活動の強化 …………………………………………………………３０８ 

 第２節 防災意識の高揚 …………………………………………………………３０８ 

 第３節 防災訓練 …………………………………………………………………３０８ 

 第４節 自主防災組織の育成 ……………………………………………………３０９ 

 第５節 消防団活性化対策 ………………………………………………………３０９ 

 第６節 土砂災害に関するソフト対策 …………………………………………３０９ 

 第７節 浸水対策 …………………………………………………………………３１１ 

 

第４章 災害危険地域の指定 ………………………………………………………３１２ 

 第１節 災害の想定及び目標 ……………………………………………………３１２ 

 第２節 地域別ハザードマップの作成 …………………………………………３１２ 

 第３節 災害危険箇所の調査及び指定 …………………………………………３１２ 

 



 ８

第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制 ………………………………………………………………３１３ 

 第１節 あきる野市災害対策本部の組織・運営 ………………………………３１３ 

 第２節 災害対策本部の非常配備計画 …………………………………………３１３ 

 第３節 災害対策本部設置前における対応 ……………………………………３１３ 

 

第２章 情報の収集・伝達 …………………………………………………………３１５ 

 第１節 情報連絡体制 ……………………………………………………………３１５ 

 第２節 災害予報及び警報伝達 …………………………………………………３１５ 

 第３節 被害状況等報告及び災害地調査報告 …………………………………３１５ 

 第４節 災害広報・広聴活動の充実 ……………………………………………３１５ 

 

第３章 災害救助法の適用 …………………………………………………………３１６ 

 第１節 災害救助法の適用 ………………………………………………………３１６ 

 第２節 救助実施体制の整備 ……………………………………………………３１６ 

 第３節 法による救助の実施 ……………………………………………………３１６ 

 

第４章 相互応援協力・派遣要請 …………………………………………………３１７ 

 第１節 防災機関協力体制の確立 ………………………………………………３１７ 

 第２節 他の市町村との協力体制 ………………………………………………３１７ 

 第３節 自衛隊災害派遣要請 ……………………………………………………３１７ 

 

第５章 水防計画 ……………………………………………………………………３１８ 

 第１節 水防組織体制 ……………………………………………………………３１８ 

 第２節 水防活動体制 ……………………………………………………………３１８ 

 

第６章 警備・交通規制 ……………………………………………………………３３０ 

 第１節 警備 ………………………………………………………………………３３０ 

 第２節 交通規制 …………………………………………………………………３３１ 

 

第７章 避難勧告、指示計画 ………………………………………………………３３２ 

 第１節 避難体制 …………………………………………………………………３３２ 

 第２節 避難場所・避難所の指定及び安全化 …………………………………３３４ 

 第３節 避難所の開設 ……………………………………………………………３３６ 

 

第８章 救助・救急計画 ……………………………………………………………３３７ 

 第１節 救助・救急活動体制等 …………………………………………………３３７ 

 第２節 救助・救急体制の整備 …………………………………………………３３７ 



 ９

第９章 医療救護計画 ………………………………………………………………３３９ 

 第１節 医療及び助産救護対策 …………………………………………………３３９ 

 第２節 保健衛生及び動物愛護 …………………………………………………３３９ 

 第３節 防疫 ………………………………………………………………………３３９ 

 第４節 山間部における医療救護活動 …………………………………………３３９ 

 

第１０章 飲料水・食料・生活必需品等の供給計画 ……………………………３４０ 

 第１節 飲料水の供給 ……………………………………………………………３４０ 

 第２節 食料の供給 ………………………………………………………………３４０ 

 第３節 生活必需品等の供給 ……………………………………………………３４０ 

 

第１１章 緊急輸送 …………………………………………………………………３４１ 

 第１節 緊急物資輸送ネットワーク ……………………………………………３４１ 

 第２節 緊急道路障害物除去等 …………………………………………………３４１ 

 第３節 輸送車両等の確保 ………………………………………………………３４１ 

 

第１２章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・がれき処理 ………………３４２ 

 第１節 ごみ処理 …………………………………………………………………３４２ 

 第２節 トイレの確保及びし尿処理 ……………………………………………３４２ 

 第３節 がれき処理 ………………………………………………………………３４２ 

 第４節 土石・竹木等の除去 ……………………………………………………３４２ 

 

第１３章 遺体の取扱い ……………………………………………………………３４３ 

 第１節 遺体の捜索、収容及び検視、検案等 …………………………………３４３ 

 第２節 火葬等 ……………………………………………………………………３４３ 

 

第１４章 応急住宅対策 ……………………………………………………………３４４ 

 第１節 応急仮設住宅の供与 ……………………………………………………３４４ 

 第２節 被災住宅の応急修理 ……………………………………………………３４４ 

 第３節 一時提供住宅の供給 ……………………………………………………３４４ 

 第４節 被災住宅の応急危険度判定 ……………………………………………３４４ 

 第５節 被災宅地の応急危険度判定 ……………………………………………３４４ 

 第６節 家屋・住家被害状況調査 ………………………………………………３４４ 

 第７節 り災証明書の発行 ………………………………………………………３４４ 

 

第１５章 教育・労務対策 …………………………………………………………３４５ 

 第１節 応急教育 …………………………………………………………………３４５ 

 第２節 労働力の確保 ……………………………………………………………３４５ 

 



 １０ 

第１６章 ライフライン施設の応急復旧対策 ……………………………………３４６ 

 第１節 水道施設の応急復旧対策 ………………………………………………３４６ 

 第２節 下水道施設の応急復旧対策 ……………………………………………３４６ 

 第３節 電気施設の応急復旧対策 ………………………………………………３４６ 

 第４節 ガス施設の応急復旧対策 ………………………………………………３４６ 

 第５節 通信施設の応急復旧対策 ………………………………………………３４６ 

 

第１７章 公共施設等の応急復旧対策 ……………………………………………３４７ 

 第１節 公共土木施設等の応急復旧対策 ………………………………………３４７ 

 第２節 社会公共施設等の応急復旧対策 ………………………………………３４７ 

 

第４編 災害復旧計画 

第１章 応急生活対策 ………………………………………………………………３４８ 

 第１節 被災者の生活確保 ………………………………………………………３４８ 

 第２節 中小企業への融資 ………………………………………………………３４８ 

 第３節 農林業関係者への融資 …………………………………………………３４８ 

 第４節 義援金品の配分 …………………………………………………………３４８ 

 

第２章 激甚災害の指定 ……………………………………………………………３４９ 

 第１節 激甚災害の指定計画 ……………………………………………………３４９ 

 

第３章 災害復旧・復興計画 ………………………………………………………３５０ 

 第１節 災害復旧事業 ……………………………………………………………３５０ 

 第２節 復興計画 …………………………………………………………………３５０ 

 

 

風水害等編附編 森林火災の予防計画・航空機事故対策計画 

第１章 森林火災の予防計画 ………………………………………………………３５１ 

 第１節 予防活動 …………………………………………………………………３５１ 

 

第２章 航空機事故対策計画 ………………………………………………………３５３ 

 第１節 計画の目的 ………………………………………………………………３５３ 

 第２節 航空機事故の特性 ………………………………………………………３５３ 

 第３節 災害時の情報連絡体制 …………………………………………………３５３ 

 第４節 救助・避難対策 …………………………………………………………３５７ 


