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滋賀県地域防災計画計画（風水害等対策編） 新旧対照表 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

１ 第 1章 総則 
 

第１節 計画の方針 

第２ 計画の基本方針 
１ 災害に強い県土づくり 

風水害への対策として、従来からの治水治山を
含む県土保全事業、主要交通・通信機能の強化、
公共施設・ライフラインの安全性確保、土地情報
のデータ化、その他まちづくりにおける防災関連
事業の方策を定めて、その計画的な推進を図る。
また、住民が自らの地域の水害・土砂災害リスク
に向き合い、被害を軽減する取組を行う契機とな
るよう、分かりやすい水害・土砂災害リスクの開
示に努めるものとする。 

 
 
 
 
 

 
 
２ 自主防災体制の確立 

自助・共助の考え方に基づく防災思想、防災知
識の普及、自主防災組織の育成、防災訓練の実
施、災害ボランティア活動のための環境整備、企
業防災の促進を図る。 

 

第 1章 総則 
 

第１節 計画の方針 

第２ 計画の基本方針 
１ 災害に強い県土づくり 

風水害への対策として、従来からの治水治
山を含む県土保全事業、主要交通・通信機能
の強化、公共施設・ライフラインの安全性確
保、土地情報のデータ化、その他まちづくり
における防災関連事業の方策を定めて、その
計画的な推進を図る。また、住民が自らの地
域の水害・土砂災害リスクに向き合い、被害
を軽減する取組を行う契機となるよう、分か
りやすい水害・土砂災害リスクの開示に努め
るものとするし、行政主導のソフト対策のみ
では、限界があることを前提に、住民主体の
取組を支援・強化することにより、社会全体
としての防災意識の向上、地域の災害リスク
ととるべき避難行動等を周知し「自らの命は
自らが守る」を図ることとする。 

 
２ 自主防災体制の確立 

自助・共助の考え方に基づく防災思想、防
災知識の普及、自主防災組織の育成、防災訓
練の実施、災害ボランティア活動のための環
境整備、企業防災の促進を図る。 
また、滋賀県、市町、防災関係機関は、防

災気象情報や避難に関する防災情報を災害の
切迫度におうじて、５段階の警戒レベルによ
り提供することなどを通じて、住民が情報の
意味を直感的に理解できるような取組を推進
する。 

 

 

令和元年から避難勧告等

に関するガイドラインの改

定に伴う警戒レベルの運用

等や同年５月 31 日付けの

中央防災会議長から通知が

された防災基本計画の修正

との整合性を図るための修

正されたため。 
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４ 
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第２節 各機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 
第２ 処理すべき事務または業務の大綱 
４ 指定地方行政機関 

機関の名称 
11 大 阪 管 区 気 象 台 

(彦根地方気象台) 
1 気象、地象、水象の観測およびその成果の収集、発表

を行う 

2 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動によ

る地震動に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発

表、伝達および解説を行う 

3 気象業務に必要な観測、予報および通信施設の整備に

努める 

4 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・

助言を行う 

5 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努め

る 

 
15 近畿地方環境事務所 
1 災害廃棄物等の処理対策に関すること 
 
 
 
 

 
 

＜新規＞ 

 

第２節 各機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 
第２ 処理すべき事務または業務の大綱 
４ 指定地方行政機関 

機関の名称 
11 大 阪 管 区 気 象 台 

(彦根地方気象台) 
1 気象、地象、地道及び水象の観測並びにその成果

の収集、発表を行う 

2 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動

による地震動に限る）及び水象の予報及び警報等

の防災情報の発表、伝達及び解説を行う 

3 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備

に努める 

4 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な

支援・助言を行う 

5 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に

努める 

 
15 近畿地方環境事務所 
1 災害廃棄物等の処理対策に関すること 
2 家庭動物の保護等に係る普及啓発に関
する支援 

3 危険動物逸走及び家庭動物保護等に関
する情報提供、連絡調整等の支援 

 
 

16 国土地理院近畿地方測量部 
  1 災害時における被災状況に関する地理

空間情報（地図・写真等）の把握及び提
供に関すること 

2 地殻変動等の把握のための測量等の実
施及び測量結果の提供に関すること 

3 防災地理情報の整備に関すること 

 

 

 

【彦根地方気象台】 

気象庁内での記述例の変

更したため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近畿地方環境事務所】 

『人とペットの災害対策

ガイドライン』（平成 30年 3

月））の「国が行う活動内容

の例」記述内容との整合性を

図り追記されたため。 

 

【国土地理院近畿地方測量

部】 

新たに指定地方行政機関

に追加されたため。 

8 ２ 滋賀県の気象 
(1) 気温 

（略） 
 

(2) 降水量 
降水量は、冬季は季節風の影響で北部山岳地帯

２ 滋賀県の気象 
(1) 気温 

（略） 
 

(2) 降水量 
降水量は、冬季は季節風の影響で北部山岳
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にとくに多く、350 ㎜（1月）を超えており、南部
は 60～70㎜（1 月）内外で北部と南部で大きな相
違がある。第 2 図の年降水量の平年値分布図によ
ると、長浜市北部山間地帯に最も多く、2,600 ㎜を
超え、次いで湖西と湖東の山間地帯で 2,000～
2,500 ㎜、最少地帯は湖南の東近江市附近で約
1,500 ㎜になっている。なお雨量は湖東、湖西の山
間部にとくに多い。 

次に、大雨の記録として、日雨量 1 位は彦根 597
㎜（明治 29 年 9月 7日）で、この年の 9 月の総雨
量は 1,019 ㎜で県内各地に未曽有の大水害を起こ
した。その他各地とも日雨量 200㎜以上の大雨の
記録がある。 

 
 (3) 積雪 

（略） 
 

(4) 風 
   （略） 

（表略） 
(注)平均風速は 1981年から 2010年まで 

最大風速は 1894年から 2018年まで 

最大瞬間風速は 1920年から 2018年までの資料による。 

 
 

地帯にとくに多く、350㎜（1月）を超えてお
り、南部は 60～70 ㎜（1月）内外で北部と南
部で大きな相違がある。第 2 図の年降水量の
平年値分布図によると、長浜市北部山間地帯
に最も多く、2,600 ㎜を超え、次いで湖西と湖
東の山間地帯で 2,000～2,500 ㎜、最少地帯は
湖南の東近江市附近で約 1,500 ㎜になってい
る。なお雨量は湖東、湖西の山間部にとくに
多い。 
次に、大雨の記録として、日雨量 1 位は彦

根 596.9 ㎜（明治 29年 9月 7日）で、この年
の 9月の総雨量は 1,018.8 ㎜で県内各地に未
曽有の大水害を起こした。その他各地とも日
雨量 200 ㎜以上の大雨の記録がある。 

  (3) 積雪 

（略） 
 

(4) 風 
   （略） 

（表略） 
(注)平均風速は 1981年から 2010年まで 

最大風速は 1893年 10月から 2019年 12月まで 

最大瞬間風速は 1920年１月から 2019年 12月までの資料

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【彦根地方気象台】 

 数値の修正したため。 

 

 

 

 

 

 

統計機関の更新したた

め。 
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第３節 地勢と気象 
第２ 気象（彦根地方気象台 
３ 気象と災害 
(1) 台風災害 

南方海上で発生する台風数は平均年に 25.6個
で、8 月が最も多く、9月、7月及び 10月がこれに
ついでいる。このうち日本に上陸する台風は年平
均 2.7個ぐらいで、近畿地方に被害をもたらした
台風はいわゆる二百十日過ぎの 9月中旬から下旬
にかけてが最も多く、この頃がもっとも警戒を要
する時期である。 

台風による滋賀県の暴風雨の特徴を調べてみる
と、経路によってかなり異なっており、次に述べ
る 3つの型に大別できる。 

第３節 地勢と気象 
第２ 気象（彦根地方気象台 
３ 気象と災害 
（1）台風災害 

南方海上で発生する台風数は平均年に 25.6
個で、8月が最も多く、9月、7 月及び 10 月が
これについでいる。このうち日本に上陸する
台風は年平均 2.7個ぐらいで、近畿地方に被
害をもたらした台風はいわゆる二百十日過ぎ
の 9月中旬から下旬にかけてが最も多く、こ
の頃がもっとも警戒を要する時期である。 
台風による滋賀県の暴風雨の特徴を調べて

みると、経路によってかなり異なっており、
次に述べる 3つの型に大別できる。 
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ア 北東進型  本県にとって最悪の型で 
（ア）本県の西の至近距離を北東進する大型台

風は、特に暴風となる。 
(例)室戸台風、ジェーン台風、第二室戸

台風 
（イ）本県の東の至近距離を北東進する台風

は、特に豪雨をもたらす。 
(例)昭和 28 年台風第 13号、伊勢湾台風 

イ 北西進型  盛夏期に多く、雨台風である。 
ウ 北上型   一般に雨台風で、接近の度合いに

よっては風も強い。 
   (2) 大雨災害（台風によるものを除く） 

ア 発生の条件 
（略） 
 

イ 過去の主な災害例 
（ア）明治 29年 9 月 4日～12日の大雨 

滋賀県で気象観測が開始されて以来最も大
きな豪雨で、9 月 7 日の彦根の日雨量は 597

㎜であった。7 日 14 時の天気図を次に示し
てあるが、図に示された前線の活動が活発
で、しかも本県上を何回も南北に振動して大
雨となったものであり、九州南方海上にあっ
た台風が大雨に大きく影響している。そして
この台風が引き続き 11 日から 12 日にかけて
本県を通って北東に進んだため連日の大雨と
なった。彦根における日別の雨量は次のとお
りである。 

 

     （イ） 

        （略） 

     （ウ） 

        （略） 

     （エ） 

        （略） 
（オ）平成 25年 9 月 15～16 日台風第 18号によ

る大雨 
９月 13日に小笠原近海で発生した台風第

18 号は、日本の南海上を北上し、大型の勢

ア 北東進型  本県にとって最悪の型で 
（ア）本県の西の至近距離を北東進する大型台風

は、特に暴風となる。 
(例)室戸台風、ジェーン台風、第二室戸
台風、平成 30年台風第 21 号 

（イ）本県の東の至近距離を北東進する台風は、
特に豪雨をもたらす。 

(例)昭和 28 年台風第 13号、伊勢湾台
風、平成 25 年台風第 18号 

イ 北西進型  盛夏期に多く、雨台風である。 
ウ 北上型   一般に雨台風で、接近の度合い

によっては風も強い。 
   (2) 大雨災害（台風によるものを除く） 

ア 発生の条件 
（略） 

イ 過去の主な災害例 
（ア）明治 29年 9 月 4日～12日の大雨 

滋賀県で気象観測が開始されて以来最
も大きな豪雨で、9 月 7 日の彦根の日雨
量は 596.9 ㎜であった。7 日 14 時の天気
図を次に示してあるが、図に示された前
線の活動が活発で、しかも本県上を何回
も南北に振動して大雨となったものであ
り、九州南方海上にあった台風が大雨に
大きく影響している。そしてこの台風が
引き続き 11 日から 12 日にかけて本県を
通って北東に進んだため連日の大雨とな
った。彦根における日別の雨量は次のと
おりである。 

（イ） 

        （略） 

     （ウ） 

        （略） 

     （エ） 

        （略） 
（オ）平成 25年 9 月 15～16 日台風第 18号

による大雨 
９月 13日に小笠原近海で発生した台風

第 18 号は、日本の南海上を北上し、大型

 

 

【彦根地方気象台】 

最新データーの更新した

ため。 
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力を保ったまま 16 日 8時前に愛知県豊橋市
付近に上陸した後、本州中部を北東に進ん
だ。 

この台風を取り巻く雨雲や湿った空気が
次々と流れ込んだため、滋賀県では記録的
な大雨となり、16日 05時 05 分に滋賀県
（豊郷町を除く）に大雨特別警報を発表し
た。 

降り始めの 9月 15 日 0時から 16日 16時
までの総雨量は、高島市朽木平良で
494.5mm、甲賀市土山で 364.5mm、甲賀市信
楽で 332.0mm、大津市萱野浦で 328.0mm を観
測するなど各地で記録的な大雨となった。 

 

 

＜新規＞ 

の勢力を保ったまま 16日 8 時前に愛知県
豊橋市付近に上陸した後、本州中部を北
東に進んだ。 
この台風を取り巻く雨雲や湿った空気

が次々と流れ込んだため、滋賀県では記
録的な大雨となり、16日 05 時 05分に滋
賀県（豊郷町を除く）に警戒レベル５の
大雨特別警報を発表した。 
 
降り始めの 9月 15 日 0時から 16日 16

時までの総雨量は、高島市朽木平良で
494.5mm、甲賀市土山で 364.5mm、甲賀市
信楽で 332.0mm、大津市萱野浦で 328.0mm
を観測するなど各地で記録的な大雨とな
った。 

（カ）平成 30年 9 月 4～5日台風第 21 号によ
る暴風 
8 月 28日 09 時に南鳥島近海で発生した

台風第 21号は、急速に発達しながら日本
の南海上を西進から北西進し、30日 15 時
には非常に強い勢力となり、31 日 09時に
は猛烈な勢力に発達した。 

その後、北上を続け、非常に強い勢力を
保ったまま 9月 4日 12時頃徳島県南部に
上陸し、14時頃には兵庫県神戸市付近に再
上陸し、15時には日本海海上へ抜けた。 

滋賀県における、3日 22時から 5日 05
時までの総降水量は、甲賀市土山で 85.0
ミリ、米原市朝日で 81.5ミリを観測し
た。日最大風速は彦根で東南東の風 24.9
メートル、最大瞬間風速は彦根で南東の風
46.2メートル（4日 14時 13 分）を観測し
た。また、日最大瞬間風速は県内 7 箇所
で、日最大風速は 6箇所で年間の１位を更
新した。 

 
 
 
 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 

 

 

 

 

 

平成 30年台風 21号を追

加したため。 
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第２章 災害予防計画 
第１節 水害予防計画 

第１ 河川対策 （土木交通部、近畿地方整備局、水
資源機構(琵琶湖開発総合管理所) 

１ 計画方針 
（略） 

２ 現況 
本県内の一級河川の淀川水系指定区間外は瀬田

川等 13河川で延長 67.470km、指定区間は琵琶湖等
500河川で延長 2,240.639km、木曽川水系は藤古川
1 河川延長 1.6km、北川水系は天増川等 3 河川延長
12.1km である。これらのうち淀川水系の大部分の
河川が琵琶湖に流入している。 

これらの河川の特徴は天井川と尻無川でか
つ湖辺は低湿地の状況を呈して安全度がきわ
めて低いことであり治水の抜本的対策を推進
することは焦眉の急務であるが、治水事業は
長期に亘るたゆまない努力と巨額の費用が必
要である。 

 
第２ 水害防止対策（土木交通部、知事公室） 
 １ 計画の方針 
   （略） 
２ 現況 

県管理一級河川数    505本 
  延長 2,256.339km 

県管理区間重要水防区域 125本 
  延長 665,225ｍ 

３ 事業計画 
（略） 
水災防止活動を効果的に行うためには情報の

共有化が重要であり、そのために県が観測する
雨量・水位情報や水位到達情報等を状況共有で
きるよう、県はシステムの構築に努める。ま
た、市町が洪水予報河川等について具体的な避
難勧告等の発令基準を設定する際や洪水予報河
川等以外の河川について避難勧告等の発令基準
を策定する際、各地区における避難のための取
組について、県は市町に対し必要な支援や助言

第２章 災害予防計画 
第１節 水害予防計画 

第１ 河川対策 （土木交通部、近畿地方整備局、
水資源機構(琵琶湖開発総合管理所) 

１ 計画方針 
（略） 

２ 現況 
本県内の一級河川の淀川水系指定区間外は瀬

田川等 13河川で延長 67.470km、指定区間は琵
琶湖等 500河川で延長
2,240.6392,239,494km、木曽川水系は藤古川 1
河川延長 1.6km、北川水系は天増川等 3河川延
長 12.1km である。これらのうち淀川水系の大
部分の河川が琵琶湖に流入している。 
これらの河川の特徴は天井川と尻無川でかつ

湖辺は低湿地の状況を呈して安全度がきわめて
低いことであり治水の抜本的対策を推進するこ
とは焦眉の急務であるが、治水事業は長期に亘
るたゆまない努力と巨額の費用が必要である。 

 
第２ 水害防止対策（土木交通部、知事公室） 
１ 計画の方針 

 （略） 
２ 現況 

県管理一級河川数  505504 本 
  延長 2,256.339km 

県管理区間重要水防区域 125本 
  延長 665,225ｍ 

３ 事業計画 
（略） 
水災防止活動を効果的に行うためには情報

の共有化が重要であり、そのために県が観測
する雨量・水位情報や水位到達情報等を状況
共有できるよう、県はシステムの構築に努め
る。また、市町が洪水予報河川等について具
体的な警戒レベル４の避難勧告等の発令基準
を設定する際や洪水予報河川等以外の河川に
ついて警戒レベル４の避難勧告等の発令基準
を策定する際、各地区における避難のための

【流域政策局】 

  

 

 

 

 

 

 

更新されたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛇 砂 川 北 流 廃 止

（R1.7.5）されたため。 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 
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等を行う。あわせて、水防管理者が洪水浸水想
定区域内にある輪中堤防等盛土構造物が浸水の
拡大を抑制する効用があると認め浸水被害軽減
地区に指定するときは、県は必要な情報提供や
助言等を行う。 
（略） 

 

取組について、県は市町に対し必要な支援や
助言等を行う。あわせて、水防管理者が洪水
浸水想定区域内にある輪中堤防等盛土構造物
が浸水の拡大を抑制する効用があると認め浸
水被害軽減地区に指定するときは、県は必要
な情報提供や助言等を行う。 

（略） 

 

21 第６ 下水道施設整備計画 (琵琶湖環境部) 
１ 計画方針 

市街化区域および市街化区域に準じる区域の流域
面積 2km2 未満の雨水排除については、下水道事業に
よる雨水排除施設の整備により浸水防除を行う。雨
水排除施設整備事業は、主として市町が公共下水道
雨水渠として行うが、行政区域がまたがる地域であ
って一体的な対策が必要な流域については、雨水流
域下水道として県が幹線整備を行う。 

一方、生活環境の改善および公共用水域の水質保
全を目的とした汚水処理施設等についても、風水害
の発生時に機能を維持するため、住民啓発などの発
生源対策や下水道施設の機能強化などによる被害軽
減対策を行い、非常時の施設運転管理に万全を期す
ものとする。 

 

 ＜新規＞ 

第６ 下水道施設整備計画 (琵琶湖環境部) 
１ 計画方針 

市街化区域および市街化区域に準じる区域の
流域面積 2km2 未満の雨水排除については、下水
道事業による雨水排除施設の整備により浸水防
除を行う。雨水排除施設整備事業は、主として
市町が公共下水道雨水渠として行うが、行政区
域がまたがる地域であって一体的な対策が必要
な流域については、雨水流域下水道として県が
幹線整備を行う。 
一方、生活環境の改善および公共用水域の水

質保全を目的とした汚水処理施設等について
も、風水害の発生時に機能を維持するため、住
民啓発などの発生源対策や下水道施設の機能強
化などによる被害軽減対策を行い、非常時の施
設運転管理に万全を期すものとする。 
外水氾濫に対して中継ポンプ場の浸水対策を

順次すすめていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下水道課】 

下水道施設の外水氾濫対

策として、中継ポンプ場の浸

水対策を順次すすめるため。 

22  ＜新規＞ 

 

第８ 水道施設浸水対策 (企業庁) 
１ 計画方針 

河川の氾濫などにより、浄水場やポンプ場
等の水道施設が浸水し、設備が故障すること
で広範囲に長期間の断水が発生するのを防ぐ
ため、浸水の恐れのある水道施設について浸
水対策を進め、水害に強い水道施設の整備を
図る。 
 

２ 事業計画 

浸水想定区域図や地先の安全度マップにより、

【企業庁】 

上水道施設の河川の氾濫

などによる浸水の恐れのあ

る施設に対する対策された

ため。 
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浸水の恐れのある水道 施設については、早急に

対策検討を行いアセットマネジメント計画や施

設整備計画に反映させて、計画的に推進してい

く。 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 土砂災害予防計画 
第２ 土石流対策（土木交通部） 
１ 計画方針 

（略） 
２ 現況 

本県水源山地の地質は主に秩父古生層および花崗
岩地帯で、台風等の異常降雨時には、崩壊が発生し
やすい。また地形的には、中央に琵琶湖があり四方
を山で囲まれており、高低差に比して河川延長は短
く急流となり流出土砂が多く、下流河川は、ほとん
どが天井川を形成している。また対策が必要な土石
流危険渓流は、2,129 渓流におよび、3 万戸以上の人
家が土石流の危険にさらされている。 

このため本県においては、平成 29年度末現
在で 1,406箇所、32,912ha の渓流山地、丘陵を
砂防指定地に編入するとともに、砂防堰堤、床
固工、護岸工、山腹工を施工して、土砂の扞
止、生産抑制、流出土砂の調整等による土砂災
害の軽減に努めてきているが、未対策の渓流も
多く残されている。 

 
  
 
第４ 総合土砂災害対策（土木交通部） 
  ３ 事業計画 
   (2) 土砂災害警戒情報 

大雨等により土砂災害発生の危険度が高まっ
た際に、市町の避難勧告等の判断や住民の自主
避難の参考となるよう、彦根地方気象台と県が
共同で土砂災害警戒情報を発表する。発表の基
準となる警戒避難基準雨量については、定期的
に検証し、必要に応じて見直すこととする。 

(3) 土砂災害防止法に基づく対策 
ア 土砂災害警戒区域等の指定 

第２節 土砂災害予防計画 
 第２ 土石流対策（土木交通部） 
１ 計画方針 

（略） 
２ 現況 

本県水源山地の地質は主に秩父古生層および
花崗岩地帯で、台風等の異常降雨時には、崩壊
が発生しやすい。また地形的には、中央に琵琶
湖があり四方を山で囲まれており、高低差に比
して河川延長は短く急流となり流出土砂が多
く、下流河川は、ほとんどが天井川を形成して
いる。また対策が必要な土石流危険渓流は、
2,129 渓流におよび、3万戸以上の人家が土石流
の危険にさらされている。 

このため本県においては、平成 2930年度
末現在で 1,4061,411箇所、32,91232,945ha
の渓流山地、丘陵を砂防指定地に編入する
とともに、砂防堰堤、床固工、護岸工、山
腹工を施工して、土砂の扞止、生産抑制、
流出土砂の調整等による土砂災害の軽減に
努めてきているが、未対策の渓流も多く残
されている。 

 
第４ 総合土砂災害対策（土木交通部） 
  ３ 事業計画 
   (2) 土砂災害警戒情報 

大雨等により土砂災害発生の危険度が高
まった際に、市町の警戒レベル４の避難勧
告等の判断や住民の自主避難の参考となる
よう、彦根地方気象台と県が共同で土砂災
害警戒情報を発表する。土砂災害警戒情報
の発表基準については、定期的に検証し、
必要に応じて見直すこととする。 

(3) 土砂災害防止法に基づく対策 

【砂防課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域指定数増加に伴う修

正のため。 

 

令和元年から避難勧告等

に関するガイドラインの改

定に伴う警戒レベルの運用

等に伴う整合性を図るた

め。 

【彦根地方気象台】 

「滋賀県土砂災害警戒情

報に関する実施要領」内の名

称に合わせたため。 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

県は、｢土砂災害防止法｣に基づく基礎調査
を行い、土砂災害のおそれのある場所を明ら
かにして、その結果を市町に通知・公表す
る。住民等にそのリスクを周知するととも
に、土砂災害警戒区域等として指定する。 
・土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合に住民等の生命ま
たは身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒
避難体制を特に整備すべき区域 
・土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が
生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがあ
り、一定の開発行為の制限や建築物の構造規
制の対象とすべき区域 

 
 
 

平成 29年度末現在の指定状況は下記のとお
り。 

（ア） 土砂災害警戒区域 
・土石流      1,984 箇所 
 
・急傾斜地の崩壊  2,713 箇所 
 
・地滑り              29箇所 
 

（イ） 土砂災害特別警戒区域 
・土石流        1,071 箇所 
 
・急傾斜地の崩壊   2,290 箇所 

 

ア 土砂災害警戒区域等の指定 
県は、｢土砂災害防止法｣に基づく基礎

調査を行い、土砂災害のおそれのある場
所を明らかにして、その結果を市町に通
知・公表する。住民等にそのリスクを周
知するとともに、土砂災害警戒区域等と
して指定する。 
・土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合に住民等の生
命または身体に危害が生ずるおそれがあ
り、警戒避難体制を特に整備すべき区域 
・土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損
壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐
れがあり、一定の開発行為の制限や建築
物の構造規制の対象とすべき区域 

 
平成 2930年度末現在の指定状況は下記の

とおり。 
（ア） 土砂災害警戒区域 

・土石流      1,984 
2,237 箇所 

・急傾斜地の崩壊  2,713 
3,451 箇所 

・地滑り            29 
40 箇所 

（イ） 土砂災害特別警戒区域 
・土石流        1,071 

1,223 箇所 
・急傾斜地の崩壊   2,290 

2,972 箇所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域指定数増加に伴う修

正されたため。 

27 第９ 地籍調査事業（県民生活部） 
１ 計画方針 
  （略） 
２ 現況 

地籍調査は国土調査法に基づき一筆ごとの土地

の所有者、地番、地目、境界、面積を調査・測量し、

第９ 地籍調査事業（県民生活総合企画部） 
１ 計画方針 
  （略） 
２ 現況 

地籍調査は国土調査法に基づき一筆ごとの

土地の所有者、地番、地目、境界、面積を調査・

【総合企画部県民活動生活

課】 

 組織改編による変更され

たため。 
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その成果を登記所に送り込むもので、市町が事業実

施主体として取り組んでいる。しかし、本県の進捗

率は平成 29年度末で 14%と全国平均 52%を大きく

下回っている。 

測量し、その成果を登記所に送り込むもので、

市町が事業実施主体として取り組んでいる。し

かし、本県の進捗率は平成 2930 年度末で 14%

と全国平均 52%を大きく下回っている。 

 

 

 時点修正されたため。（率

に変更なし） 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

第５節 防災知識普及計画 
第１ 防災知識普及計画 (各機関) 
１ 計画方針 

防災関係機関は、関係職員に対して専門的
教養訓練等を実施し、防災知識の向上に努め
るとともに、相互に緊密な連絡を保ち単独ま
たは共同して住民のための防災知識を普及
し、常に防災意識の高揚に努める。 

 
 
 
 

２ 事業計画 
(1) 実施期間 

（略） 
(2) 実施の方法 
ア 防災関係職員に対する防災知識の徹底 

（略） 
イ 学校教育における防災知識の普及 

（略） 
ウ 一般住民に対する防災知識の普及 

一般住民の防災思想の高揚を図るた
め、次により防災知識の普及徹底を図
る。 
（ア）普及の方法 

ａ 社会教育を通じての普及 
（略） 

ｂ 報道機関による普及 
（略） 

ｃ 広報媒体等による普及 
          （略） 

ｄ 危機管理センターにおける展示、研
修、交流等による普及 

第５節 防災知識普及計画 
第１ 防災知識普及計画 (各機関) 
１ 計画方針 

防災関係機関は、関係職員に対して専門
的教養訓練等を実施し、防災知識の向上に
努めるとともに、相互に緊密な連絡を保ち
単独または共同して住民や事業所等、地域
の構成員を対象に、のための防災知識を普
及し、常に防災意識の高揚に努める。な
お、防災知識の内容および普及方法につい
ては、男女共同参画の視点から妥当なもの
であるか点検することとする。 

  
２ 事業計画 
(1) 実施期間 

（略） 
(2) 実施の方法 
ア 防災関係職員に対する防災知識の 
徹底 
（略） 

イ 学校教育における防災知識の普及 
（略） 

ウ 一般住民に対する防災知識の普及 
一般住民の防災思想の高揚を図るた

め、次により防災知識の普及徹底を図
る。 
（ア）普及の方法 

ａ 社会教育を通じての普及 
（略） 

ｂ 報道機関による普及 
（略） 

ｃ 広報媒体等による普及 
          （略） 

 

 

 

 

住民だけでなく企業や地

域の構成員に対しても防災

知識の高揚のための強要な

どが必要となり、男女共同

参画、特に女性の視点、目

線、感覚も重要とされるた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ
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      ＜新規＞ 

 

 

 

ｄ 危機管理センターにおける展
示、研修、交流等による普及 
e  学校外での普及 

育児サークルや子ども食
堂、放課後児童クラブ等、学
校外の場において、子どもを
対象に防災知識の普及に努め
る。 

ドラインの改定の中におい

ても、子どものころから防

災知識の普及、学校等にお

ける教育を実施されるた

め。 

36 第 7節 通信、放送施設災害予防計画 
第２ 放送施設災害予防計画 (日本放送協会大津放送

局、㈱京都放送、びわ
湖放送㈱、ケーブルテ
レビ局各社、コミュニ
ティＦＭ局各社) 

１ 計画方針 
（略） 

２ 事業計画 
各放送事業者は、平常から次の予防措置等を講

じる。 
(1) 各放送事業者が個別に定める放送施設や局舎

の防災基準に基づく措置 
(2) 消耗品、機械等の一定量常備、および応急資

材等の整備 
(3) 無線中継状態の把握 
 
 
(4) 移動無線機等の伝ぱん状態の把握 
(5) 非常持出機器、書類の指定 
(6) 仮設送信設備の設置場所の検討 
(7) 非常時を想定した業務継続計画の作成 
(8) その他必要と認められる事項。 

第 7節 通信、放送施設災害予防計画 
第２ 放送施設災害予防計画 (日本放送協会大津

放送局、㈱京都放
送、びわ湖放送㈱、
ケーブルテレビ局各
社、コミュニティＦ
Ｍ局各社) 

１ 計画方針 
（略） 

２ 事業計画 
各放送事業者は、平常から次の予防措置等

を講じる。 
(1) 各放送事業者が個別に定める放送施設や局

舎の防災基準に基づく措置 
(2) 消耗品、機械等の一定量常備、および応急

資材等の整備 
(3) 無線中継状態の把握 
(4) ケーブルテレビネットワークの光化、お
よび強靭化 

(45) 移動無線機等の伝ぱん状態の把握 
(56) 非常持出機器、書類の指定 
(67) 仮設送信設備の設置場所の検討 
(78) 非常時を想定した業務継続計画の作成 

(89) その他必要と認められる事項。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近畿総合通信局】 

 

ケーブルテレビを利用し

た災害時の情報伝達を確保

するため、ネットワークの

高度化及び耐災害性の強化

を推進する必要があるた

め。 

41 第 10節 防災救助施設等整備計画 
第３ 救助施設等整備計画（農政水産部、知事公室、健

康医療福祉部） 
１ 計画方針 

   （略） 
２ 現況 

(1) 食料（健康医療福祉部、農政水産部） 

第 10 節 防災救助施設等整備計画 
第３ 救助施設等整備計画（農政水産部、知事公

室、健康医療福祉部） 
１ 計画方針 

   （略） 
２ 現況 

(1) 食料（健康医療福祉部、農政水産部） 
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（略） 
(2) 被服・寝具、その他生活必需品（健康医療福

祉部、知事公室） 
（略） 

(3) 医薬品・衛生材料・医療用ガス等（健康医療
福祉部） 

災害発生時に必要な医薬品・衛生材料・医療用

ガス等については、滋賀県医薬品卸協会、京都医

療機器協会および日本産業・医療ガス協会京滋支

部、近畿臨床検査薬卸連絡会と災害時における供

給に関する協定を締結し、災害発生時に医療機関

等からの要請に基づき、医薬品等を供給すること

としている。 

（略） 
(2) 被服・寝具、その他生活必需品（健康医
療福祉部、知事公室） 
（略） 

(3) 医薬品・衛生材料・医療用ガス等（健康
医療福祉部） 

災害発生時に必要な医薬品・衛生材料・医

療用ガス等については、滋賀県医薬品卸協

会、京都医療機器協会および日本産業・医療

ガス協会近畿地方本部京滋支部、近畿臨床検

査薬卸連絡会と災害時における供給に関す

る協定を締結し、災害発生時に医療機関等か

らの要請に基づき、医薬品等を供給すること

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医務感染症対策課】 

 

 名称の修正されたため。 

43 

 

 

 

 

第 11節 電力・ガス施設災害予防計画 

第１ 電力施設災害予防計画 (関西電力株式会社) 

１ 計画方針 

（略） 

２ 現況 

（略） 

第 11 節 電力・ガス施設災害予防計画 

第１ 電力施設災害予防計画 (関西電力株式会社) 

１ 計画方針 

（略） 

２ 現況 

（略） 
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46 

３ 事業計画 

(1) 電力設備の災害予防措置に関する事項 

（略） 

ア 水害対策 

（ア）水力発電設備 

（略） 

（イ）送電設備 

鉄塔位置選定では、土砂崩れの危険性

がある箇所を回避する。やむを得ず、土

砂崩れ等や斜面崩壊が懸念される箇所を

選定する場合には、必要に応じて、基礎

や斜面の補強等の技術対策を実施する。 

 

 

 

 

    (2)～(6) 

      （略） 

 

＜新規＞ 

 

３ 事業計画 

(1) 電力設備の災害予防措置に関する事項 

（略） 

ア 水害対策 

（ア）水力発電設備 

（略） 

（イ）送電設備 

鉄塔位置選定では、土砂崩れの危

険性がある箇所を回避する。やむを

得ず、土砂崩れ等や斜面崩壊が懸念

される箇所を選定する場合には、必

要に応じて、基礎や斜面の補強等の

技術対策を実施する。 

地中電線路については、ケーブル

ヘッドの位置の適正化等による防水

対策を実施する。 

(2)～(6) 

      （略） 

(7) マニュアル類の整備 

関西電力は、災害発生時に講ずべき対策等を

体系的に整理するとともに、復旧の迅速化に資

する社内ルールやマニュアル等を整備し、従業

員へ周知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関西電力】 

 

 地中予防措置として、地

中電線路、ケーブルヘッド

の位置の適正化等による防

水対策されたため。 

 

災害発生時に講ずる対策

等を体系的に整理、復旧の

迅速化のため社内ルールや

マニュアル等を整備、従業

員へ周知するため。 

51 第 14節 自主防災組織整備計画（知事公室） 
１ 計画方針 

（略） 
２ 事業計画 
(1) 住民の防災意識の高揚 

（略） 
(2) 自主防災組織の単位 

第 14節 自主防災組織整備計画（知事公室） 
１ 計画方針 

（略） 
２ 事業計画 

(1) 住民の防災意識の高揚 
（略） 

(2) 自主防災組織の単位 
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（略） 
(3) 既存組織の活用 

（略） 
(4) 市町への指導、助言 
ア 住民が自主防災組織をつくり、実際に活動
していくために、市町は自主防災組織整備計
画を作成する。 

イ 当該自主防災組織を育成し、強化するために

は、組織の中心となるリーダーが必要であり、

県は市町と協力し、リーダー育成のための講習

会を開催する。その際、女性の参画の促進に努

めるなど、幅広い対象に呼びかけを行うものと

する。 

（略） 
(3) 既存組織の活用 

（略） 
(4) 市町への指導、助言 
ア 住民が自主防災組織をつくり、実際に活
動していくために、市町は自主防災組織整
備計画を作成する。 

イ 当該自主防災組織を育成し、強化するた

めには、組織の中心となるリーダーが必要

であり、県は市町と協力し、リーダー育成

のための講習会を開催する。その際、講習

内容が男女共同参画の視点を取り入れた

ものとなるとともに、女性リーダーの育成

につながるよう配慮女性の参画の促進に

努めるなど、幅広い対象に呼びかけを行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画、特に女性

の視点、目線、感覚も重要

とされるため。 

53 第 15節 文化財災害予防計画（教育委員会） 

   
１ 計画方針 

文化財は貴重な国民的財産であって、この文化財
保存のためには万全の配慮が必要であり、現況を正
確に把握し予想される災害に対して予防対策を計画

第 15節 文化財災害予防計画（教育委員会） 

   
１ 計画方針 

文化財は貴重な国民的財産であって、この文
化財保存のためには万全の配慮が必要であり、
現況を正確に把握し予想される災害に対して予

 

 

【文化財保護課】 

文化財保護法の改正（平

成 31年 4月 1日）により、
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し、防火施設整備を推進するとともに、保護思想の
普及、訓練、現地指導を強化する。文化財の所有者
および管理者は、良好な状況のもとに文化財の維持
管理にあたるものとし、勧告、助言、指導は、国の
指定のものにあっては、文化庁長官またはその権限
を委任されもしくは指示をうけた県教育委員会が行
う。県指定のものにあっては、県教育委員会または
その指示をうけた市町教育委員会が行う。 

 
２ 現況 

文化財保護法により指定された建造物や美術工芸
品の重要文化財(国宝を含む)、記念物(特別記念物を
含む)および重要伝統的建造物群保存地区ならびに県
文化財保護条例により指定された有形文化財および
記念物等は、別冊資料編のとおりである。 

これらの指定文化財は各市町に所在するが、大津
市が最も多く、次いで長浜市、近江八幡市、甲賀市
に多く存在している。このほか市町が条例によって
指定している文化財および保護の対象とする必要の
ある未指定文化財がある。 

文化財の防災施設としては、警報設備、消火設
備、避雷設備、防火壁、消防道路、収蔵庫等で、こ
れらの設置および改修事業につき国庫補助金および
県市町補助金等により年々施設完備をはかってい
る。 

国、県市町(教育委員会)消防機関および文化財所
有者・管理者は、下記について具体的な事業計画を
たて順次進捗している。 

 

防対策を計画し、防火施設整備を推進するとと
もに、保護思想の普及、訓練、現地指導を強化
する。文化財の所有者および管理者は、良好な
状況のもとに文化財の維持管理にあたるものと
し、勧告、助言、指導は、国の指定のものにあ
っては、文化庁長官またはその権限を委任され
もしくは指示をうけた県教育委員会が行う。県
指定のものにあっては、県教育委員会またはそ
の指示をうけた市町教育委員会が行う。 

 
２ 現況 

文化財保護法により指定された建造物や美術
工芸品の重要文化財(国宝を含む)、記念物(特別
記念物を含む)および重要伝統的建造物群保存地
区、重要文化的景観ならびに県文化財保護条例
により指定された有形文化財および記念物等
は、別冊資料編のとおりである。 
これらの指定文化財は各市町に所在するが、

大津市が最も多く、次いで長浜市、近江八幡
市、甲賀市に多く存在している。このほか市町
が条例によって指定している文化財および保護
の対象とする必要のある未指定文化財がある。 
文化財の防災施設としては、警報設備、消火

設備、避雷設備、防火壁、消防道路、収蔵庫等
で、これらの設置および改修事業につき国庫補
助金および県市町補助金等により年々施設完備
をはかっている。 
国、県、市町、(教育委員会)消防機関および

文化財所有者・管理者は、下記について具体的
な事業計画をたて順次進捗している。 

 
 

教育委員会だけでなく地方

公共団体の長も文化財の保

護に関する事務を管理およ

び執行できることになった

ため、市町は市長部局等に

文化財事務を移管している

ため。 

 

 

 

また、別冊資料編と整合

性を図ったため。 

56 

 

 

 

 

第 18節 要配慮者の安全確保と支援体制の強化 

（知事公室・健康医療福祉部・商工観光労働部・ 

土木交通部） 

１ 計画方針 

（略） 

第 18節 要配慮者の安全確保と支援体制の強化 

（知事公室・健康医療福祉部・商工観光労働部・ 

土木交通部） 

１ 計画方針 

（略） 
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59 

２ 具体的施策の展開 
(1) 要配慮者の避難体制の構築 

   （略） 

(2) 社会福祉施設等における防災体制の構築 

    （略） 

(3) 避難所における要配慮者への配慮 

   （略） 

 

＜新規＞ 
 

２ 具体的施策の展開 
(1) 要配慮者の避難体制の構築 

   （略） 

(2) 社会福祉施設等における防災体制の構築 

    （略） 

(3) 避難所における要配慮者への配慮 

   （略） 

 (4) 災害派遣福祉チーム（DWAT）の設置 

県は、大規模災害発生直後から生じる福祉
的課題にいち早く介入することにより、状態
の重度化・災害関連死など二次的な被害の発
生を防ぎ、避難生活終了後、被災者が安定的
な日常生活に円滑に移行できるよう必要な支
援を行うため、福祉専門職等で編成される滋
賀県災害派遣福祉チーム（DWAT : Disaster 
Welfare Assistance Team）（以下「しが
DWAT」という。）を派遣できるよう、平常時か
ら準備を進める。 

① 事前協定の締結 

県は、社会福祉に関する事業を行う施
設・事業所等が加入する団体に対してしが
DWATへの協力を依頼し、依頼に応じる団体
との間に、滋賀県災害派遣福祉チームの派
遣に関する協定を締結する。 

また、県は、社会福祉法人滋賀県社会福
祉協議会（以下「県社協」という。）との間
に、滋賀県災害派遣福祉チームの派遣調整
に関する協定を締結する。 

② チームの編成 

しが DWATは、別表に掲げる者のうち、県
と協定を締結した団体（以下「協定締結団
体」という。）の長から推薦を受けた者によ

 

 

 

 

 

 

【健康医療福祉部】 

大規模災害発生直後から
福祉的課題にいち早く介入
し、状態の重度化・災害関
連死など二次的な被害の発
生を防ぎ、避難生活終了
後、被災者が安定的な日常
生活に円滑に移行できるよ
う必要な支援を行うため、
福祉専門職等で編成される
滋賀県災害派遣福祉チーム
（DWAT）を派遣できるよ
う、平常時から準備を進め
ていることから追加されたた

め。 
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り構成する。 

県社協は、しが DWATの活動に必要な知識
の習得を図るための研修を実施するととも
に、当該研修を修了した者のうち協定締結
団体の推薦があった者を、しが DWAT登録員
として、しが DWAT 登録員名簿に登録する。 

③ 研修および訓練等の実施 

県および県社協は、しが DWAT 登録員、協
定締結団体に所属する施設の長および職員
に対し、しが DWAT の活動に必要な知識・技
術等の向上を図るための研修および訓練等
を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

62 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
 
第１節 防災組織整備計画 
 第１ 組織計画（知事公室） 
  ２ 滋賀県の組織 

（2）滋賀県災害対策本部 
（略） 

ア 滋賀県災害対策本部の設置および廃止基

第３章 災害応急対策計画 
 
第１節 防災組織整備計画 
 第１ 組織計画（知事公室） 
  ２ 滋賀県の組織 

（2）滋賀県災害対策本部 
（略） 

ア 滋賀県災害対策本部の設置および廃
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63 

準 
（ア） 設置基準 

ａ 災害救助法の適用を必要とする
災害が発生したとき。 

ｂ 県内で震度 6弱以上の地震が発
生したとき、もしくは県内で特別
警報が発表されたとき。 

ｃ 大雨、洪水、暴風その他の警報が
発表され、知事が必要と認めたと
き。 

止基準 
（ア） 設置基準 

ａ 災害救助法の適用を必要と
する災害が発生したとき。 

ｂ 県内で震度 6弱以上の地震が
発生したとき、もしくは県内で
警戒レベル５の特別警報が発表
されたとき。 

ｃ 大雨、洪水、暴風その他の警
報が発表され、知事が必要と認
めたとき。 

 
 
 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 

72 第２節 情報計画 
第１ 災害情報通信計画 (知事公室) 
１ 計画方針 

   （略） 
２ 計画の内容 
 (1)～(4) 
   （略） 

(5) 防災関係機関との情報交換、報告 
ア 防災関係機関はそれぞれの防災業務計画

等の定めるところにより、被害状況等を収
集し、随時県およびその他の関係機関に状
況を通報するものとする。 

 
イ 県本部と防災関係各機関は、各種情報の

収集について十分連絡調整を行い、または
相互に情報を交換して、応急対策活動が円
滑に実施されるよう努めるものとする。 

防災関係機関と県本部各班の分担は次の
とおりとする。 

 

 

 

 

 

第２節 情報計画 
第１ 災害情報通信計画 (知事公室) 
１ 計画方針 

   （略） 
２ 計画の内容 
 (1)～(4) 
   （略） 

(5) 防災関係機関との情報交換、報告 
ア 防災関係機関はそれぞれの防災業務
計画等の定めるところにより、被害状
況等を収集し、随時県およびその他の
関係機関に状況を通報するものとす
る。 

イ 県本部と防災関係各機関は、各種情
報の収集について十分連絡調整を行
い、または相互に情報を交換して、応
急対策活動が円滑に実施されるよう努
めるものとする。 

防災関係機関と県本部各班の分担は
次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関西電力】 
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 機関名の追記がされたた

め。 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 気象予警報伝達計画 (彦根地方気象台、近畿地
方整備局、県知事公室、県
土木交通部) 

２ 計画の内容 
（1） 注意報、警報等の種別 

この計画における注意報、警報等の種別および
基準は、気象庁が定める「警報・注意報基準一覧表
（滋賀県）」のとおりとする。 
ア 特別警報  

大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるた
め重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場
合、その旨を警告して行う予報。 

 
 
 
 
 

第２ 気象予警報伝達計画 (彦根地方気象台、近
畿地方整備局、県知事公
室、県土木交通部) 

２ 計画の内容 
（1） 注意報、警報等の種別 

この計画における注意報、警報等の種別お
よび基準は、気象庁が定める「警報・注意報基
準一覧表（滋賀県）」のとおりとする。 
ア 特別警報 

大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常で
あるため重大な災害の起こるおそれが著しく大き

い場合、その旨を警告して行う予報。 

その内、大雨特別警報のみがレベル５相
当情報となり、既に災害が発生している状
況であり、命を守るための最善の行動を行
う。 

 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 

 

 

 

 

 

関係機関名 県本部・班名
中部近畿産業保安監督部近畿支部 防災危機管理班

大阪航空局(大阪空港事務所) (防災危機管理局)

大阪海上保安監部

大阪管区気象台(彦根地方気象台)

近畿総合通信局

陸上自衛隊今津駐屯部隊

西日本電信電話株式会社（滋賀支店）

大阪ガス株式会社（京滋導管部）

関西電力株式会社

日本郵便株式会社（大津中央郵便局）

近畿財務局(大津財務事務所) 総務部財政班

日本銀行（京都支店） (財政課)

近畿厚生局 健康医療福祉部医療政策班

一般社団法人滋賀県医師会 (医療政策課)

近畿農政局 農政水産部農政班

(農政課)

近畿農政局（滋賀県拠点） 農政水産部農業経営班

(農業経営課)

近畿中国森林管理局(滋賀森林管理署) 琵琶湖環境部森林政策班

(森林政策課)

近畿経済産業局 商工観光労働部商工政策班

関西電力株式会社（滋賀支社） (商工政策課)

近畿運輸局(滋賀運輸支局) 土木交通部交通戦略班

日本通運株式会社（大津支店） (交通戦略課)

琵琶湖汽船株式会社

一般社団法人滋賀県バス協会

一般社団法人滋賀県トラック協会

西日本旅客鉄道株式会社（京都支社）

東海旅客鉄道株式会社（安全対策室）

近江鉄道株式会社

京阪電気鉄道株式会社(大津営業部)

信楽高原鐵道株式会社

近畿地方整備局(舞鶴港湾事務所) 土木交通部流域政策班

近畿地方整備局(琵琶湖河川事務所) (流域政策局)

滋賀労働局 商工観光労働部労働雇用政策班

（労働雇用政策課）

近畿地方整備局(滋賀国道事務所) 土木交通部道路班

西日本・中日本高速道路株式会社 (道路課)

滋賀県道路公社

日本赤十字社(滋賀県支部) 健康医療福祉部健康福祉政策班

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 (健康福祉政策課)

公益社団法人滋賀県看護協会 健康医療福祉部医療政策班

(医療政策課)

一般社団法人滋賀県薬剤師会 健康医療福祉部薬務感染症対策班

(薬務感染症対策課)

日本放送協会(大津放送局) 広報班

株式会社京都放送 (広報課)

びわ湖放送株式会社

株式会社エフエム滋賀

朝日放送テレビ株式会社

関西テレビ放送株式会社

株式会社毎日放送

讀賣テレビ放送株式会社

独立行政法人水資源機構 土木交通部流域政策班

(琵琶湖開発総合管理所) (流域政策局)

関係機関名 県本部・班名
中部近畿産業保安監督部近畿支部 防災危機管理班

大阪航空局(大阪空港事務所) (防災危機管理局)

大阪海上保安監部

大阪管区気象台(彦根地方気象台)

近畿総合通信局

陸上自衛隊今津駐屯部隊

西日本電信電話株式会社（滋賀支店）

大阪ガス株式会社（京滋導管部）

関西電力株式会社（滋賀支店）

日本郵便株式会社（大津中央郵便局）

近畿財務局(大津財務事務所) 総務部財政班

日本銀行（京都支店） (財政課)

近畿厚生局 健康医療福祉部医療政策班

一般社団法人滋賀県医師会 (医療政策課)

近畿農政局 農政水産部農政班

(農政課)

近畿農政局（滋賀県拠点） 農政水産部農業経営班

(農業経営課)

近畿中国森林管理局(滋賀森林管理署) 琵琶湖環境部森林政策班

(森林政策課)

近畿経済産業局 商工観光労働部商工政策班

関西電力株式会社（滋賀支社） (商工政策課)

近畿運輸局(滋賀運輸支局) 土木交通部交通戦略班

日本通運株式会社（大津支店） (交通戦略課)

琵琶湖汽船株式会社

一般社団法人滋賀県バス協会

一般社団法人滋賀県トラック協会

西日本旅客鉄道株式会社（京都支社）

東海旅客鉄道株式会社（安全対策室）

近江鉄道株式会社

京阪電気鉄道株式会社(大津営業部)

信楽高原鐵道株式会社

近畿地方整備局(舞鶴港湾事務所) 土木交通部流域政策班

近畿地方整備局(琵琶湖河川事務所) (流域政策局)

滋賀労働局 商工観光労働部労働雇用政策班

（労働雇用政策課）

近畿地方整備局(滋賀国道事務所) 土木交通部道路班

西日本・中日本高速道路株式会社 (道路課)

滋賀県道路公社

日本赤十字社(滋賀県支部) 健康医療福祉部健康福祉政策班

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 (健康福祉政策課)

公益社団法人滋賀県看護協会 健康医療福祉部医療政策班

(医療政策課)

一般社団法人滋賀県薬剤師会 健康医療福祉部薬務感染症対策班

(薬務感染症対策課)

日本放送協会(大津放送局) 広報班

株式会社京都放送 (広報課)

びわ湖放送株式会社

株式会社エフエム滋賀

朝日放送テレビ株式会社

関西テレビ放送株式会社

株式会社毎日放送

讀賣テレビ放送株式会社

独立行政法人水資源機構 土木交通部流域政策班

(琵琶湖開発総合管理所) (流域政策局)
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76 

 

 

 

イ 警報  
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪によって重大

な災害の起こるおそれがある場合、その旨を警告
して行う予報。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 注意報  
大雨、洪水、大雪、強風、風雪によって災害が

起こるおそれがある場合、その旨を注意して行う
予報。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波

浪、高潮によって重大な災害の起こるおそ
れがある場合、その旨を警告して行う予
報。 
（ア）警戒レベル４ 

大雨等により、土砂災害警戒情報や
氾濫危険情報が発表され重大な災害の
起こるおそれがあり、指定緊急避難場
所等への全員避難を基本とする避難行
動で、市町は避難勧告、避難指示（緊
急）の発表を行うものであり、災害が
発生するおそれが極めて高い状況等
で、指定緊急避難場所への立退き避難
はかえって命に危険を及ぼしかねない
と自ら判断する場合には、近隣の安全
な場所への避難や建物内のより安全な
部屋への移動等の緊急の避難を行う。 

（イ）警戒レベル３ 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪によ

って重大な災害が起こるおそれがあ
り、避難に時間のかかる高齢者等の要
配慮者は避難を行い、その他の者は避
難の準備をし自発的に避難を行う。 
 

ウ 注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、

高潮等によって災害が起こるおそれがある
場合に、その旨を注意して行う予報。 

 （ア）警戒レベル２ 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪によ

って災害が起こるおそれがある旨の注
意を行う予報であり、避難に備え、自
らがハザードマップ等により災害リス
ク、避難場所や避難経路、避難のタイ
ミング等の再確認、避難情報の把握手
段の再確認を行う。 
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  エ 警報・注意報発表地域区分 
（略） 
 

オ 気象情報 
気象情報は目的別に次のように分けられる。 
 

（ア）注意報、警報に先立って注意を喚起するた
めのもの。 

（イ）注意報、警報が発表された後の経過や予
想、防災上の注意を解説するもの。 

 
（ウ）数年に１度程度しか起こらないような記録

的な短時間の大雨を観測したときに、一層の
警戒を呼び掛けるもの。 

（エ）長雨や少雨、低温など、平年から大きくか
け離れた気象状況が数日間以上続き、社会的
に大きな影響が予測されるときに発表するも
の。 

カ 竜巻注意情報  
（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
キ 洪水予報 

（略） 
ク 土砂災害警戒情報 

彦根地方気象台と県は、大雨等により土砂災害
発生の危険度が高まった際に、次表に示す発表単
位ごとに土砂災害警戒情報を共同発表する。県

エ 警報・注意報発表地域区分 
（略） 
 

オ 気象情報（警戒レベル１） 
気象情報は目的別に次のように分けられ

る。 
（ア）特別警報・警報・注意報、警報に先

立って注意を喚起するためのもの。 
（イ）特別警報・警報・注意報、警報が発

表された後の経過や予想、防災上の注
意を解説するもの。 

（ウ）数年に１度程度しか起こらないよう
な記録的な短時間の大雨を観測したと
きに、一層の警戒を呼び掛けるもの。 

（エ）長雨や少雨、低温など、平年から大
きくかけ離れた気象状況が数日間以上
続き、社会的に大きな影響が予測され
るときに発表するもの。 

カ 竜巻注意情報  
（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
キ 洪水予報 

（略） 
ク 土砂災害警戒情報 

彦根地方気象台と県は、大雨等により土砂
災害発生の危険度が高まった際に、次表に示
す発表単位ごとに土砂災害警戒情報を共同発

 

 

【彦根地方気象台】 

気象庁内での記述例の変

更したため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種　類 情　報　名 発　表　基　準

・氾濫が発生したとき

・氾濫が継続しているとき

・氾濫危険水位に達したとき

・氾濫危険水位以上の状態が継続しているとき

・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込ま
れるとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると
き（一時的な水位の上昇・下降に関わらず、水位の上昇の可
・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき
（避難判断水位を下回った場合を除く）
・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上
昇の可能性がなくなった場合を除く）
・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると
き
・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続
しているとき

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位
を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く）
・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなった
とき（氾濫危険水位に達した場合を除く）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」
・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中
に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき

「洪水注意報（警報　解除）」 「氾濫注意情報（警戒情報解除）」

「洪水警報（発表）」
または

「洪水警報」

「氾濫発生情報」または
「氾濫発生情報（氾濫水の予報）」

「氾濫危険情報」

「氾濫警戒情報」

「洪水注意報（発表）」
または

「洪水注意報」
「氾濫注意情報」

種　類 情　報　名 発　表　基　準

・氾濫が発生したとき

・氾濫が継続しているとき

・氾濫危険水位に達したとき

・氾濫危険水位以上の状態が継続しているとき

・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込ま
れるとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると
き（一時的な水位の上昇・下降に関わらず、水位の上昇の可
・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき
（避難判断水位を下回った場合を除く）
・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上
昇の可能性がなくなった場合を除く）
・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれると
き
・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続
しているとき

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込まれないとき

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位
を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く）
・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなった
とき（氾濫危険水位に達した場合を除く）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」
・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中
に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき

「洪水注意報（発表）」
または

「洪水注意報」

「氾濫注意情報」
【警戒レベル２相当情報】

「洪水注意報（警報　解除）」
「氾濫注意情報（警戒情報解除）」

【警戒レベル２相当情報】

「洪水警報（発表）」
または

「洪水警報」

「氾濫発生情報」または
「氾濫発生情報（氾濫水の予報）」

【警戒レベル５相当情報】

「氾濫危険情報」
【警戒レベル４相当情報】

「氾濫警戒情報」
【警戒レベル３相当情報】
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は、滋賀県土木防災情報システム等により、土砂
災害警戒情報を関係市町に確実に通知するととも
に、避難勧告等の発令や住民の自主避難の判断の
ための危険度メッシュ情報等を提供して、一般に
周知させるため必要な措置を講じる。また、彦根
地方気象台は、気象業務法に基づき報道機関の協
力を求めて、公衆に周知させるように努める。 
 
 
 
ケ 水防警報 

（略） 
コ 水位周知河川 

国土交通大臣または知事は、水防法に基づき
指定する河川について、氾濫注意水位を超える
水位で、洪水による災害の発生に特に警戒すべ
き水位（避難判断水位）に達したときは、水防
管理者に通知するとともに、必要に応じ一般に
周知する。 

 
    サ 火災気象通報 

消防法により彦根地方気象台長は、気象の状
況が火災予防上危険であると認めるときは、そ
の状況を直ちに知事に通報する。市町長がこの
通報を受けたときは、必要により火災警報を発
令するものとする。 

なお、火災気象通報の基準は、次のとおりと
する。 
（ア）実効湿度が 65%以下で、最小湿度が 30%以

下。 
（イ）実効湿度が 65%以下で、平均風速が 7m/s

以上の風が 1時間以上吹くと予想したと
き。 

（ウ）平均風速 12m/s 以上の風が 1 時間以上連
続して吹くと予想したとき。 

（エ）滋賀県の一次細分区域（滋賀県南部、滋
賀県北部）により発表することがある。 

 

表する。県は、滋賀県土木防災情報システム
等により、土砂災害警戒情報を関係市町に確
実に通知するとともに、警戒レベル４の避難
勧告等の発令や住民の自主避難の判断のため
の危険度メッシュ情報等を提供して、一般に
周知させるため必要な措置を講じる。また、
彦根地方気象台は、気象業務法に基づき報道
機関の協力を求めて、公衆に周知させるよう
に努める。 
ケ 水防警報 

（略） 
コ 水位周知河川 

国土交通大臣または知事は、水防法に基
づき指定する河川について、氾濫注意水位を
超える水位で、洪水による災害の発生に特に
警戒すべき水位（避難判断水位）氾濫危険水
位、避難判断水位に達したときは、水防管理
者に通知するとともに、必要に応じ一般に周
知する。 
サシ 火災気象通報 

       消防法により彦根地方気象台長は、気象
の状況が火災予防上危険であると認めると
きは、その状況を直ちに知事に通報する。
市町長がこの通報を受けたときは、必要に
より火災警報を発令するものとする。 

なお、火災気象通報の通報区域、通報
基準、通報内容及び時刻は、次のとおり
とする。 

1 通報区域 
概ね市町村を単位とする「二次細分

区域」単位での通報とする。 
 

2 通報基準 
滋賀県の「乾燥注意報」及び「強風

注意報」の基準と同一とする。ただ
し、通報基準に該当する場合であって
も、降雨、降雪時には火災気象通報と
して通報しないことがある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「滋賀県土砂災害警戒情報

に関する実施要領」内の名称

に合わせたため。 
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3 通報内容及び時刻 
毎日 5時頃に、翌日 9 時までの気象

状況の概要を気象概況として通報す
る。この際、火災気象通報の通報基準
に該当すると予想される場合は、これ
を以て火災気象通報とし、注意すべき
事項を付加する。 

また、直前の通報内容と異なる
「乾燥注意報」又は「強風注意報」を
発表した場合は、その発表を以て火災
気象通報に代えることとする。 

 

81 第３ 災害広報計画（各機関） 
２ 計画の内容 

(1) 県における広報 
オ 放送機関に対する放送要請 
（イ） 緊急警報放送 

（略） 
ａ 災害が発生し、または発生するおそれの

ある場合で多くの人命、財産を保護するた
め避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告
および避難指示（緊急）等。 

 

第３ 災害広報計画（各機関） 
２ 計画の内容 
(1) 県における広報 

オ 放送機関に対する放送要請 
（イ） 緊急警報放送 

（略） 

ａ 災害が発生し、または発生するおそ

れのある場合で多くの人命、財産を保

護するため警戒レベル３の避難準備・

高齢者等避難開始、警戒レベル４の避

難勧告および避難指示（緊急）等。 

 

 

 

 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 

85 第３節 防ぎょ計画 
第５ 下水道災害応急対策計画（琵琶湖環境部） 

台風や大雨に伴う集中豪雨により、下水道施設に

災害が発生し、または発生するおそれがある場合、

情報の収集、伝達および報告ならびに応急対策につ

いては「滋賀県流域下水道災害等対策要綱」により

定めるものとする。 

第３節 防ぎょ計画 
第 5 下水道災害応急対策計画（琵琶湖環境部） 

台風や大雨に伴う集中豪雨により、下水道
施設に災害が発生し、または発生するおそれ
がある場合、情報の収集、伝達および報告な
らびに応急対策については「滋賀県流域下水
道災害等対策要綱」により定めるものとす
る。 
なお、停電時においては、浄化センター及

び中継ポンプ場は非常用発電設備にて対応、
マンホールポンプについては可搬式発電機に
より対応する。 

【下水道課】 

 

 

 

停電時の浄化センター及

び中継ポンプ場の非常用発

電設備による対応、マンホ

ールポンプの可搬式発電機

により対応がされたため。 
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第４節 災害救助保護計画 
  第２ 避難救出計画（知事公室、健康医療福祉部、

土木交通部、教育委員会、県
警察、陸上自衛隊第３戦車大
隊） 

   ２ 計画の内容 
（1）事前避難 

（略） 
洪水等避難計画は、県が平成 18 年 3月に

作成した「滋賀県洪水等避難計画作成支援マ
ニュアル」および内閣府が平成 29年 1 月に
とりまとめた「避難勧告等に関するガイドラ
イン」等をもとに作成するものとする。 
 
土砂災害避難計画は、国交省砂防部が平成

19年 4月に作成した「土砂災害警戒避難ガ
イドライン」および内閣府が平成 29年 1月
にとりまとめた「避難勧告等に関するガイド
ライン」等をもとに作成するものとする。 
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告お

よび避難指示（緊急）を住民に対し確実に伝
達するための手段として「放送事業者と地方
公共団体との連携」を密にし、市町および県
と放送事業者はあらかじめ定めた時期に情報
伝達訓練を行うよう努める。また、市町およ
び県は防災意識の向上を図るため、住民説明
会、防災訓練、防災教育等の実施を行うもの
とする。 
 
 

（2）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告お
よび避難指示（緊急） 
ア 実施責任者、措置、実施の基準は次のと
おりである。避難準備・高齢者等避難開
始、避難勧告、避難指示（緊急）または自
主避難が行われたときは、関係機関は相互
に連絡を行うものとする。 

 

第４節 災害救助保護計画 
  第２ 避難救出計画（知事公室、健康医療福祉

部、土木交通部、教育委
員会、県警察、陸上自衛
隊第３戦車大隊） 

   ２ 計画の内容 
（1）事前避難 

（略） 
洪水等避難計画は、県が平成 18 年 3

月に作成した「滋賀県洪水等避難計画作
成支援マニュアル」および内閣府が平成
2931年 1３月にとりまとめた「避難勧告
等に関するガイドラインの改定」等をも
とに作成するものとする。 
土砂災害避難計画は、国交省砂防部が

平成 19年 4 月に作成した「土砂災害警
戒避難ガイドライン」および内閣府が平
成 2931年 1３月にとりまとめた「避難勧
告等に関するガイドラインの改定」等を
もとに作成するものとする。 
警戒レベル３の避難準備・高齢者等避

難開始、警戒レベル４の避難勧告および
避難指示（緊急）を住民に対し確実に伝
達するための手段として「放送事業者と
地方公共団体との連携」を密にし、市町
および県と放送事業者はあらかじめ定め
た時期に情報伝達訓練を行うよう努め
る。また、市町および県は防災意識の向
上を図るため、住民説明会、防災訓練、
防災教育等の実施を行うものとする。 

（2）警戒レベル３の避難準備・高齢者等避難
開始、警戒レベル４の避難勧告および避
難指示（緊急） 
ア 実施責任者、措置、実施の基準は次
のとおりである。警戒レベル３の避難
準備・高齢者等避難開始、警戒レベル
４の避難勧告、避難指示（緊急）また
は自主避難が行われたときは、関係機

 

 

 

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 
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イ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告ま
たは避難指示（緊急）は、次の内容を示して
行う。 

・ 要避難対象地域 
・ 避難先・避難理由 
・ 避難経路 
・ 避難時の注意事項等 

 
ウ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告ま
たは避難指示（緊急）は、必要な事項を関係
機関へ通知する。 

 
 
（ア）市町長の措置 

市町長 → 県知事(防災危機管理 
局) 

（イ）警察官の災害対策基本法に基づく 
措置 

警察官 → 警察署長 → 市町長 → 
県知事(防災危機管理局) 

（ウ）警察官職務執行法に基づく措置 
警察官 → 警察署長 → 県警察本部

関は相互に連絡を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 警戒レベル３の避難準備・高齢者等避
難開始、警戒レベル４の避難勧告または
避難指示（緊急）は、次の内容を示して
行う。 

・ 要避難対象地域 
・ 避難先・避難理由 
・ 避難経路 
・ 避難時の注意事項等 

 
ウ 警戒レベル３の避難準備・高齢者等避
難開始、警戒レベル４の避難勧告または
避難指示（緊急）は、必要な事項を関係
機関へ通知する。 

（ア）市町長の措置 
市町長 → 県知事(防災危機管理 

局) 
（イ）警察官の災害対策基本法に基づく 

措置 
警察官 → 警察署長 → 市町長 
→ 県知事(防災危機管理局) 

（ウ）警察官職務執行法に基づく措置 
警察官 → 警察署長 → 県警察

事項

区分

避難
準備
・高
齢者
等避
難開
始

市　　　　　町　　　　　長
要配慮者等（社会福祉施
設を含む）に対する立退き
勧告、立退き先の指示

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、特別の
必要があると認められるとき。

避難
勧告

市　　　　　町　　　　　長
(災害対策基本法60条)

立退きの勧告および立退き
先の指示

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、特別の
必要があると認められるとき。

　　　知事およびその命を受けた職員
　　　　　水防法29条
　　　　　地すべり等防止25条

立退きの指示
洪水、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められると
き。

水防管理者
(水防法29条)

立退きの指示 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき。

市　　　　町　　　　長
(災害対策基本法60条)

立退きおよび
立退き先の指示

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、特別の
必要があると認められるとき。※

警　　　　　察　　　　　官
災害対策基本法61条
警察官職務執行法４条

立退きの指示
警　　　　　　告
避難等の措置

市町長が避難のための立退きを指示することができないと認める
とき。
市町長から要求があったとき。
重大な被害が切迫したと認めるときは、警告を発し、または特に
急を要する場合において危害を受けるおそれのある者に対し、必
要な限度で避難の措置をとる。

自　　　衛　　　官
(自衛隊法94条)

避難について必要な措置
災害により危険な事態が生じた場合において、警察官がその場
にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は
避難について必要な措置をとる。

※避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命または身体に危機が及ぶおそれがあると認めるときは、屋内での退避その他の屋内における避
難のための安全確保に関する措置を指示することができ

実施責任者 措置 実施の基準

避
難
の
指
示
等

　避難勧告・避難指示（緊急）にあたっての助言
　（災害対策基本法第61条の2）

指定行政機関の長もしくは指定地方行政機関の長または知事は、避難指示（緊急）または避
難勧告に関する事項について市町長から助言を求められた場合には、その所掌事務に関し、
必要な助言をする。

　知事による避難の指示等の代行
　（災害対策基本法第60条第6項）

知事は、市町長がその全部または大部分の事務を行うことができない時は、避難のための立
退きおよび指示に関する措置の全部または一部を代行する。

　避難勧告・避難指示（緊急）の解除にあたっての助言
　（土砂災害防止法第32条）

国土交通大臣または知事は、避難指示（緊急）または避難勧告の解除に関する事項について
市町長から助言を求められた場合には、必要な助言をする。

事項

区分

警
戒
レ
ベ
ル
３

避難準備
・高齢者等
避難開始

市　　　　　町　　　　　長
要配慮者等（社会福祉施
設を含む）に対する立退き
勧告、立退き先の指示

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、特別の
必要があると認められるとき。

避難勧告
市　　　　　町　　　　　長
(災害対策基本法60条)

立退きの勧告および立退き
先の指示

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、特別の
必要があると認められるとき。

　　　知事およびその命を受けた職員
　　　　　水防法29条
　　　　　地すべり等防止25条

立退きの指示
洪水、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められると
き。

水防管理者
(水防法29条)

立退きの指示 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき。

市　　　　町　　　　長
(災害対策基本法60条)

立退きおよび
立退き先の指示

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、特別の
必要があると認められるとき。※

警　　　　　察　　　　　官
災害対策基本法61条
警察官職務執行法４条

立退きの指示
警　　　　　　告
避難等の措置

市町長が避難のための立退きを指示することができないと認める
とき。
市町長から要求があったとき。
重大な被害が切迫したと認めるときは、警告を発し、または特に
急を要する場合において危害を受けるおそれのある者に対し、必
要な限度で避難の措置をとる。

自　　　衛　　　官
(自衛隊法94条)

避難について必要な措置
災害により危険な事態が生じた場合において、警察官がその場
にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は
避難について必要な措置をとる。

実施責任者 措置 実施の基準
警戒
レベル

避難の
指示等

　知事による避難の指示等の代行
　（災害対策基本法第60条第6項）

知事は、市町長がその全部または大部分の事務を行うことができない時は、避難のための立
退きおよび指示に関する措置の全部または一部を代行する。

　避難勧告・避難指示（緊急）の解除にあたっての助言
　（土砂災害防止法第32条）

国土交通大臣または知事は、避難指示（緊急）または避難勧告の解除に関する事項について
市町長から助言を求められた場合には、必要な助言をする。

警
戒
レ
ベ
ル
４

　避難勧告・避難指示（緊急）にあたっての助言
　（災害対策基本法第61条の2）

指定行政機関の長もしくは指定地方行政機関の長または知事は、避難指示（緊急）または避
難勧告に関する事項について市町長から助言を求められた場合には、その所掌事務に関し、
必要な助言をする。

※避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命または身体に危機が及ぶおそれがあると認めるときは、屋内での退避その他の屋内における避
難のための安全確保に関する措置を指示することができ
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長 → 県知事(防災危機管理局) → 
市町長 

（エ）自衛官の措置 
自衛官 → 市町長 → 県知事(防災

危機管理局) 
エ 市町長が知事に対して避難勧告、避難指示
（緊急）について助言を求める窓口は、次の
とおりとする。また、市町長に対する助言を
行った場合は、土木交通部流域政策局または
土木交通部砂防課は、防災危機管理局へその
内容を伝達するものする。 

 
（ア）洪水関係（県管理河川関係） 

土木交通部流域政策局または各土木事務
所・長浜土木事務所木之本支所 

（イ）土砂災害関係 
土木交通部砂防課または各土木事務所・
長浜土木事務所木之本支所 

オ 県本部および市町本部は、自ら避難準備・
高齢者等避難開始、避難勧告または避難指示
（緊急）を行った場合あるいは他機関からそ
の旨の通知を受けた場合は、速やかにその内
容を住民に対して直接周知するとともに、マ
スコミ等を通じて住民へ周知するよう努め
る。なお、避難の必要がなくなった場合も同
様とする。 

 
 

   (3) 警戒区域の設定等 
     （略) 

(4) 避難場所・避難所の開設および避難誘 
導等 
ア 避難場所・避難所の開設 

   （略） 
 イ 避難者の誘導 

市町長、警察官、水防管理者等の避難準
備・高齢者等避難開始、避難勧告または避難
指示（緊急）権者は避難者の誘導にあたり次
の措置を迅速、確実に行うものとする。 

本部長 → 県知事(防災危機管理
局) → 市町長 

（エ）自衛官の措置 
自衛官 → 市町長 → 県知事

(防災危機管理局) 
エ 市町長が知事に対して警戒レベル４の
避難勧告、避難指示（緊急）について助
言を求める窓口は、次のとおりとする。
また、市町長に対する助言を行った場合
は、土木交通部流域政策局または土木交
通部砂防課は、防災危機管理局へその内
容を伝達するものする。 

（ア）洪水関係（県管理河川関係） 
土木交通部流域政策局または各土木

事務所・長浜土木事務所木之本支所 
（イ）土砂災害関係 

土木交通部砂防課または各土木事務
所・長浜土木事務所木之本支所 

オ 県本部および市町本部は、自ら警戒
レベル３の避難準備・高 齢者等避難
開始、警戒レベル４の避難勧告または
避難指示（緊急）を行った場合あるい
は他機関からその旨の通知を受けた場
合は、速やかにその内容を住民に対し
て直接周知するとともに、マスコミ等
を通じて住民へ周知するよう努める。
なお、避難の必要がなくなった場合も
同様とする。 

 (3) 警戒区域の設定等 
     （略) 

(4) 避難場所・避難所の開設および避難誘 
導等 

 ア 避難場所・避難所の開設 
   （略） 
 イ 避難者の誘導 

市町長、警察官、水防管理者等の警戒
レベル３の避難準備・高齢者等避難開
始、警戒レベル４の避難勧告または避難
指示（緊急）権者は避難者の誘導にあた
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 （ア）避難順位 
   （略） 

（イ）避難準備および携行品等の制限 
   （略） 

（ウ）避難道路の選定 
   （略） 

（エ）避難者の確認 
ａ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧
告または避難指示（緊急）を発した地域
に対しては避難終了後すみやかに警察
官、消防職団員等によるパトロールを行
い、立退き遅れた者等の有無の確認を行
うものとする。 

 
 
ｂ 警察官は、避難準備・高齢者等避難開
始、避難勧告または避難指示（緊急）情
報、避難勧告、指示に従わない者につい
て、説得に努め状況に応じては必要な限
度で強制措置をとる。 

 
 
ｃ 市町は、地元警察署、消防署、民生委
員、児童委員、地域住民等の協力を得
て、在宅サービス利用者、一人暮らし高
齢者、高齢者世帯、障害者、難病患者等
の名簿を利用することにより、居宅取り
残された要配慮者の迅速な発見に努め、
発見した場合は要配慮者の心身の状況に
より一時集合場所・避難所等への移動や
社会福祉施設等への緊急入所、医療機関
への入院などの措置をとる。 

あわせて避難準備・高齢者等避難開始
の発令時において、要配慮者への伝達方
法および手段にも十分考慮するものとす
る。 

り次の措置を迅速、確実に行うものとす
る。 

（ア）避難順位 
   （略） 

（イ）避難準備および携行品等の制限 
   （略） 

（ウ）避難道路の選定 
   （略） 

（エ）避難者の確認 
ａ 警戒レベル３の避難準備・高齢者
等避難開始、警戒レベル４の避難勧
告または避難指示（緊急）を発した
地域に対しては避難終了後すみやか
に警察官、消防職団員等によるパト
ロールを行い、立退き遅れた者等の
有無の確認を行うものとする。 

 
ｂ 警察官は、警戒レベル３の避難準
備・高齢者等避難開始、警戒レベル
４の避難勧告または避難指示（緊
急）情報、避難勧告、指示に従わな
い者について、説得に努め状況に応
じては必要な限度で強制措置をと
る。 

ｃ 市町は、地元警察署、消防署、民
生委員、児童委員、地域住民等の協
力を得て、在宅サービス利用者、一
人暮らし高齢者、高齢者世帯、障害
者、難病患者等の名簿を利用するこ
とにより、居宅取り残された要配慮
者の迅速な発見に努め、発見した場
合は要配慮者の心身の状況により一
時集合場所・避難所等への移動や社
会福祉施設等への緊急入所、医療機
関への入院などの措置をとる。 

あわせて警戒レベル３の避難準
備・高齢者等避難開始の発令時にお
いて、要配慮者への伝達方法および
手段にも十分考慮するものとする。 
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第５ 給水計画 (健康医療福祉部) 
１ 計画方針 

（略） 
２ 計画の内容 
（1） 給水の責任者および給水対象 

ア 給水の責任者 
（ア）下表に示す特別の場合を除き、原則と

して、市町が供給の責務を有する。 
 
（イ） 
   （略） 
（ウ）被災市町において給水できないときは、

隣接市町の協力を得て実施するものとす
る。また、知事は、市町から応援の要請が
あった場合は、応援主管府県、自衛隊また
は国等へ支援を求めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 

（2） 市町における計画の指針 
（略） 

ア 体制 
（略） 

イ 災害時の水源の確保 
（略） 

ウ 給水用資材の調達 
給水タンク、ポリタンク、可搬式ろ過機、給

水車、運搬車輌等の調達先および調達先への協
力要請方法等の調達方法について定めておく。 
また、隣接市町に対し応援給水の要請に備

え、その要請方法、供給対価等につき事前に協
議し、定めておく。 

第５ 給水計画 (健康医療福祉部) 
１ 計画方針 

（略） 
２ 計画の内容 

（1） 給水の責任者および給水対象 
ア 給水の責任者 

（ア）下表に示す特別の場合を除き、原
則として、市町等水道事業者が供給
の責務を有する。 

（イ） 
   （略） 
（ウ）被災市町等水道事業者において給

水できないときは、隣接市町等の水道
事業者の協力を得て実施するものと
する。また、知事は、市町等から応援
の要請があった場合は、県内水道事業
者へ速やかに応援要請を行い、県内水
道事業者をもって処理できないこと
が想定される場合は日本水道協会滋
賀県支部へ応援要請を行う。日本水道
協会滋賀県支部は、県外水道事業者応
援主管府県、自衛隊または国等へ支援
を求めるものとする。 

 
（2） 市町における計画の指針 

（略） 
ア 体制 

（略） 
イ 災害時の水源の確保 

（略） 
ウ 給水用資材の調達 

給水タンク、ポリタンク、可搬式ろ過
機、給水車、運搬車輌等の調達先および調
達先への協力要請方法等の調達方法につい
て定めておく。 
また、隣接市町等水道事業者に対し応援

給水の要請に備え、その要請方法、供給対
価等につき事前に協議し、定めておく。 

【生活衛生課】 

 

給水の責務は、市町の他、

企業団等の組合、水道用水

供給事業者が負うため。 

 

応急給水は、市町の他、

企業団等の組合、水道用水

供給事業者が行う。 

また、「滋賀県水道水健康

危機管理実施要綱」に基づ

き県は県内の応急給水およ

び応急復旧等の総合調整に

あたり、県外の水道事業者

等に応援を要請する必要を

認めた時は、県は速やかに

「大規模断水時における情

報共有および役割分担に係

る協定」に基づき日本水道

協会滋賀県支部に応急給水

および応急復旧等を含む相

互調整を引き継ぐこととし

ているため。 
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第７ 住宅対策計画 (土木交通部、健康医療福祉部) 
１ 計画方針 

災害が発生した場合、家屋や住宅の被災状況調
査を迅速に実施し、二次災害の防止に努めること
が必要である。 

また、災害により住宅が滅失または破損した世
帯に対して、応急仮設住宅を設置・供与すること
は、被災者の生活の早期安定を図る上で極めて重
要である。そのため、県本部または市町本部は、
応急仮設住宅の設置・供与に係る計画を策定し、
それに基づいて応急仮設住宅を設置する。 

なお、応急仮設住宅の設置・供与に係る計画の
策定にあたっては、民間賃貸住宅等の空き室等の
活用を考慮するとともに、高齢者・障害者等の災
害時要配慮者に対する配慮を行う。 

 
 
 

２ 計画の内容 
(1) 応急仮設住宅設置・供与 
  （略） 

ア 入居対象者 
  （略） 
イ 入居者の選定 
  （略） 
ウ 応急仮設住宅の設置 
  （略） 

（ア）応急仮設住宅の建設 
市町は、あらかじめ２次災害の危険性

の少ない場所において応急仮設住宅の建
設適地を選定しておく。災害が発生した
場合には、県本部は、一般社団法人プレ
ハブ建築協会、一般社団法人滋賀県建設
業協会、一般社団法人全国木造建設事業
協会等の関係団体の協力を得て、応急仮
設住宅を建設する。なお、その際には、
一定割合について、段差の解消やスロー
プや手すり等の設置を図るなど、災害時

第７ 住宅応急対策計画 (知事公室、土木交通 
部、健康医療福祉部) 

１ 計画方針 
災害が発生した場合、家屋や住宅の被災状況

調査を迅速に実施し、二次災害の防止に努める
ことが必要である。 

また、災害により住宅が滅失または破損した
世帯に対して、応急仮設住宅を設置・供与する
ことは、被災者の生活の早期安定を図る上で極
めて重要である。そのため、県本部または市町
本部は、応急仮設住宅の設置・供与に係る計画
を策定し、それに基づいて応急仮設住宅を設
置・供与する。 

なお、応急仮設住宅の設置・供与に係る計画
の策定にあたっては、民間賃貸住宅等の空き室
等の活用を考慮するとともに、高齢者・障害者
等の災害時要配慮者に対する配慮を行う。 

 
２ 計画の内容 
(1) 応急仮設住宅設置・供与 
  （略） 

ア 入居対象者 
  （略） 
イ 入居者の選定 
  （略） 
ウ 応急仮設住宅の設置 
  （略） 

（ア）応急仮設住宅の建設 
市町は、あらかじめ２次災害の危

険性の少ない場所において応急仮設
住宅の建設適地を選定しておく。災
害が発生した場合には、県本部は、
一般社団法人プレハブ建築協会、一
般社団法人滋賀県建設業協会、一般
社団法人全国木造建設事業協会等の
関係団体の協力を得て、応急仮設住
宅を建設する。なお、その際には、
一定割合について、段差の解消やス

【住宅課】 

震災対策編の記載と統一

し、応急仮設住宅の設置・

供与や被災家屋の応急修理

に関しては、防災危機管理

局の関与が不可欠なため。 
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要配慮者に配慮した構造とするように努
める。 

また、同一敷地内または近接する敷地
内に概ね 50 戸以上設置した場合は、居
住者の集会等に利用するための施設を設
置するとともに、日常生活上特別な配慮
を要する者を数人以上収容し、老人居宅
介護等事業等を利用しやすい構造および
設備を有する応急仮設住宅（「福祉仮設住
宅」）施設を設置するように努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）賃貸住宅等の借り上げによる設置 
災害が発生した場合には、（ア）の応急

仮設住宅の建設のほか、公営住宅や民間賃
貸住宅等を県が借り上げ、住宅を失った被
災者に提供することが有効である。 
県本部は、県や市町等の公営住宅、ま

た、災害時応援協定を締結している公益社
団法人滋賀県宅地建物取引業協会、公益社
団法人全日本不動産協会滋賀県本部、2 府
8 県宅地建物取引業協会、全日本不動産協
会 2府 8 県本部、公益社団法人全国賃貸住
宅経営者協会連合会、公益社団法人日本賃
貸住宅管理協会等の関係団体の協力を得
て、民間賃貸住宅等を応急仮設住宅として
提供する。なお、その際には、災害時要配
慮者に対し、段差の解消やスロープ、手す
り等が設置されるなどの配慮がされた民間
賃貸住宅等を提供できるよう努める。 
 
 

ロープや手すり等の設置を図るな
ど、災害時要配慮者に配慮した構造
とするように努める。 
また、同一敷地内または近接する

敷地内に概ね 50 戸以上設置した場
合は、居住者の集会等に利用するた
めの施設を設置するとともに、必要
に応じ、福祉仮設住宅（老人居宅介
護等事業等を利用しやすい構造およ
び設備を有し、高齢者等であって日
常の生活上特別な配慮を要する複数
のものに供与する施設をいう。）につ
いても日常生活上特別な配慮を要す
る者を数人以上収容し、老人居宅介
護等事業等を利用しやすい構造およ
び設備を有する応急仮設住宅（「福祉
仮設住宅」）施設を設置するように努
める。 
 

（イ）賃貸住宅等の借り上げによる設置 
災害が発生した場合には、（ア）の

応急仮設住宅の建設の有無にかかわら
ずほか、公営住宅等の公的住宅の空き
室の活用や民間賃貸住宅等を県が借り
上げ、住宅を失った被災者に提供する
ことが有効である。 
県本部は、県や市町等の公営住宅、

また、災害時応援協定を締結している
公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協
会、公益社団法人全日本不動産協会滋
賀県本部、2府 8県宅地建物取引業協
会、全日本不動産協会 2府 8 県本部、
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会
連合会、公益社団法人日本賃貸住宅管
理協会等の関係団体の協力を得て、民
間賃貸住宅等を応急仮設住宅として提
供する。なお、その際には、災害時要
配慮者に対し、段差の解消やスロー
プ、手すり等が設置されるなどの配慮

福祉仮設住宅は、建設型

応急住宅を同一敷地内また

は近接する敷地内に概ね

50 戸以上設置した場合で

しか設置できないものでは

ないので、誤解を避けるた

め。 

また、内閣府告示の記載

内容と整合を図るため。 

 

 

 

 

 

 

基本的には、自宅の応急

修理→公的住宅（公営住宅

やＵＲ賃貸住宅等）の空き

室活用→民間賃貸住宅等の

借り上げ→建設の順で住宅

の応急対策を検討すべきと

考えるため。 
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エ 応急仮設住宅の運営における災害時要配慮者
への考慮 

  （略） 
オ 規模、費用の限度、着工期間等 
  （略） 
カ 応急仮設住宅からの退去 
  （略） 

（2） 被災家屋の応急修理 
ア 応急修理対象者 

災害のため住家が半壊、または半焼し、当面の日

常生活を営むことができない被災者のうち、自らの

資力では被災家屋の応急修理ができない者で応急

仮設住宅（民間賃貸住宅等の借り上げを含む。）を

利用しない者。 

がされた民間賃貸住宅等を提供できる
よう努める。 

エ 応急仮設住宅の運営における災害時要配
慮者への考慮 

  （略） 
オ 規模、費用の限度、着工期間等 
  （略） 
カ 応急仮設住宅からの退去 
  （略） 

（2） 被災家屋の応急修理 
ア 応急修理対象者 

災害のため住家が半壊、または半焼もしくは

これらに準ずる程度の損傷を受けし、当面の日

常生活を営むことができない被災者のうち、自

らの資力では被災家屋の応急修理ができない

者または大規模な補修を行わなければ居住す

ることが困難である程度に住家が半壊した者

で応急仮設住宅（民間賃貸住宅等の借り上げを

含む。）を利用しない者。 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府告示の記載内容と

整合を図るため。 

99 ＜新規＞ 第８ 燃料供給計画 

１ 計画方針 

県と市町は、燃料不足となり通常の供給体

制による燃料確保が困難となった場合でも、

災害応急対策車両等への供給を行えるよう

平時から必要な措置を講じるものとし、災害

発生により必要となった際には、速やかに燃

料供給計画を確立し、それに基づき供給する

ことにより、災害応急対策活動の確保を図

る。 

 

２ 燃料供給計画 

(1) 状況の確認と連絡体制の確保 

県と市町は、適切な燃料供給計画を実施す

るため、県は県内への燃料供給状況や国、元

地震対策編 

第 15節 飲料水・食料・

生活必需品・燃

料等の供給計画 

５ 燃料供給計画 

があり、風水害対策編には

同項がなかったことから統

一性を図り追記されたた

め。   

 

燃料供給拠点（製油所・

油槽所・中核 SS・小口燃料
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売り会社の対応状況等について、市町は各地

域の給油所の被災状況を速やかに確認する

とともに、滋賀県石油商業組合等の石油関係

団体などとの連絡体制を確保する。 

(2) 対象車両の選定 

限られた資源の中、災害応急対策活動を円

滑に行えるよう、県と市町は優先供給すべき

車両を選定する。 

(3) 燃料の供給 

県は、滋賀県石油商業組合（以下、組合と

いう。）と災害時の応援協定を締結する。災害

時には組合に対し、燃料供給の依頼を行うと

ともに、対象となる車両に対し、優先給油対

象の明示を実施する。 

組合は、県の依頼に対し、対応可能な範囲

で優先供給を実施する。 

(4) 燃料の確保 

県は、組合等からの情報に基づき、燃料供

給が困難となることを避けるため、国に対し

て燃料の確保と県内への供給を要請する。 

(5) 県民への広報 

県と市町は、平時から住民拠点 SS(※２)に

ついて、その SS の役割や所在地について周

知し、災害時にも県民がガソリンや灯油など

の生活に欠かすことのできない燃料を取得

できるように努めるものとする。 

また、発災時において、給油待ちの車列に

よる渋滞や買い占め等の混乱を防ぐため、県

民に対し、燃料の供給状況や今後の見込み等

について定期的に情報を提供する。 

(6) 石油連盟との覚書 

県は、石油連盟と災害時の重要施設（災害

拠点病院、警察、消防署等社会的に重要性が

高い公共施設のうち、県が別途指定し石油連

盟に提示した施設）に係る情報共有に関する

覚書を締結する。大規模災害時において、石

配送拠点・住民拠点 SS）へ

のアクセス道路の優先啓開

されたため。 
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油連盟の会員会社である石油元売会社から

直接供給を行う必要が生じた場合、円滑に燃

料供給が実施できるよう、重要施設の設備等

の情報を提供する。 

(7) 製油所および油槽所から配送される燃料に

おける、県内の災害拠点 SS(※１)へのアクセ

ス道路の優先啓開について 

道路管理者は、風水害時においても、「震災

対策編 第３章災害応急対策計画 第 13 節

道路施設応急対策計画」で定められた優先順

位に基づき道路の応急復旧を行うこととし、

災害時に「最後の砦」ともいわれる石油製品

を燃料供給拠点へ供給するための主要なア

クセス道路の優先啓開にも努める。 

 

（※１）災害拠点 SS(サービスステーション)…住民

拠点 SS(※２)、中核 SS(※３)、および小口燃料配送

拠点(※４)のこと 

（※２）住民拠点 SS…自家発電設備や大型タンクな

どを備え、災害などが原因の停電時にも継続して給

油できる住民向けのガソリンスタンドのこと。 

（※３）中核 SS…自家発電設備を備え、災害対応能

力を強化した石油製品の供給拠点となるガソリンス

タンドのこと。中核 SS は、災害時に緊急車両（消

防車や警察車両等）に対して優先給油を行う役割を

担う。 

（※４）小口燃料配送拠点…小型タンクローリーが

災害拠点病院や避難所等へ給油するための拠点とな

る給油所のこと。 

================================================== 
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【災害時応援協定編・参考編参照】 

 

・ 災害時の燃料の供給および帰宅困難者支援に関する

協定書（滋賀県石油商業組合） 

・ 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書（石

油連盟） 

101 第８ 医療援護計画 (健康医療福祉部、滋賀県医師会、
滋賀県病院協会、日本赤十字社滋
賀県支部、滋賀県看護協会、滋賀
県薬剤師会、滋賀県歯科医師会) 

 
 

（略） 
 

第８９ 医療援護計画 (健康医療福祉部、滋賀県医
師会、滋賀県病院協会、日本
赤十字社滋賀県支部、滋賀県
看護協会、滋賀県薬剤師会、
滋賀県歯科医師会) 

 

（略） 

 

上記の第８燃料供給計画

を追記したことから修正。 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９ 文教対策計画（教育委員会） 
   ２ 計画の内容 

（1）児童生徒等の安全措置 
ア 校長は児童生徒等の安全を確保するた
め、「大雨、暴風大雪等を含む特別警報」
または「暴風を含む警報」が発表されたと
きは、次の措置を講じるものとする。 
(ア) 小学校・中学校および特別支援学校
の場合 

ａ 臨時休業 
登校前において児童生徒は自宅待

機とし、午前 7 時において「大雨、
暴風、大雪等を含む特別警報」また
は「暴風を含む警報」が発表中の場
合は、臨時休業とする。 

 
ｂ 終業時刻の繰上げ 

児童生徒の登校後すなわち学校管
理下にあって「大雨、暴風、大雪等
を含む特別警報」および「暴風を含
む警報」が発表された場合には、教
育活動を停止し児童生徒の安全を最
優先とし適切な措置をとること。 

第９10 文教対策計画（教育委員会） 
   ２ 計画の内容 

（1）児童生徒等の安全措置 
ア 校長は児童生徒等の安全を確保する
ため、「大雨、暴風大雪等を含む警戒
レベル５の特別警報」または「暴風を
含む警報」が発表されたときは、次の
措置を講じるものとする。 
(ア) 小学校・中学校および特別支援
学校の場合 

ａ 臨時休業 
登校前において児童生徒は自

宅待機とし、午前 7時において
「大雨、暴風、大雪等を含む警
戒レベル５の特別警報」または
「暴風を含む警報」が発表中の
場合は、臨時休業とする。 

ｂ 終業時刻の繰上げ 
児童生徒の登校後すなわち学

校管理下にあって「大雨、暴
風、大雪等を含む警戒レベル５
の特別警報」および「暴風を含
む警報」が発表された場合に

 

 

避難勧告等に関するガイ

ドラインの改定に伴う警戒

レベルの運用等に伴う整合

性を図るため。 
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その際、児童生徒の通学距離、下
校時間、通学路の諸状況等を勘案の
うえ、適切な指示および指導をする
こと。 
 
 
 
 

c 警報発表前における特例措置 
基準時刻とした午前７時以前の段

階であっても、当該時刻における
「大雨、暴風、大雪等を含む特別警
報」または「暴風を含む警報」の発
表が必至と判断される場合には、児
童生徒の安全を最優先とし上記 aと
同様の措置をとる。 
また、学校管理下にあって、「大

雨、暴風、大雪等を含む特別警報」
または「暴風を含む警報」の発表が
必至と判断される場合にも、児童生
徒の安全を最優先とし事前に教育活
動を停止し、上記 bと同様の措置を
とる。 
 

 
d 警報解除後における特例措置 

判断の基準時刻とした午前７時ま
でに、「大雨、暴風、大雪等を含む
特別警報」または「暴風を含む警
報」が解除された場合にあっても、
学校所在地域や児童生徒の通学路等
の状況から災害等の危険が予測され
る場合には、校長は、市町教育委員
会と協議のうえ、児童生徒に対して
自宅待機させ、必要に応じて始業時
刻の繰下げまたは臨時休業等の措置
をとる。 
 

（イ） 高等学校の場合 

は、教育活動を停止し児童生徒
の安全を最優先とし適切な措置
をとること。 
その際、児童生徒の通学距

離、下校時間、通学路の諸状況
等を勘案のうえ、適切な指示お
よび指導をすること。 
 

c 警報発表前における特例措置 
基準時刻とした午前７時以前

の段階であっても、当該時刻に
おける「大雨、暴風、大雪等を
含む警戒レベル５の特別警報」
または「暴風を含む警報」の発
表が必至と判断される場合に
は、児童生徒の安全を最優先と
し上記 a と同様の措置をとる。 
また、学校管理下にあって、

「大雨、暴風、大雪等を含む警
戒レベル５の特別警報」または
「暴風を含む警報」の発表が必
至と判断される場合にも、児童
生徒の安全を最優先とし事前に
教育活動を停止し、上記 bと同
様の措置をとる。 

d 警報解除後における特例措置 
判断の基準時刻とした午前７

時までに、「大雨、暴風、大雪
等を含む警戒レベル５の特別警
報」または「暴風を含む警報」
が解除された場合にあっても、
学校所在地域や児童生徒の通学
路等の状況から災害等の危険が
予測される場合には、校長は、
市町教育委員会と協議のうえ、
児童生徒に対して自宅待機さ
せ、必要に応じて始業時刻の繰
下げまたは臨時休業等の措置を
とる。 
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ａ 始業時刻の繰下げおよび自宅待機 
午前 7時においてなお警報が発表

中の場合は始業時間を繰下げ、生徒
は自宅待機とし、警報が解除され次
第登校させることとする。ただし、
定時制の課程(夜間部)を除く。 

ｂ 臨時休業 
午前 10時においてなお警報が発

表中の場合は、臨時休業とする。た
だし、定時制の課程(夜間部)にあっ
ては午後 3時において、なお警報が
発表中の場合は、臨時休業とする。 

ｃ 終業時刻の繰上げ 
警報の発表前であっても、気象状

況に応じて教育活動を停止せざるを
得ないと校長が判断した場合は、即
刻下校を指示すること。 
その際、生徒の通学距離、下校時

間、通学路の諸状況等を勘案のう
え、適切な指示および指導をするこ
と。 
 
 
 
 
 

イ 校長は、その他の警報(大雨、洪水、
大雪等)が発表された場合は、学校所在
地域等の状況に応じて、市町立学校にあ
っては市町教育委員会と協議のうえ、上
記と同様の措置を講ずるものとする。 

 
ウ 校長は、県立学校にあっては、学校所
在地域において、「大雨、暴風以外の特
別警報」が発表された場合は、生徒の登
校以前においては上記アと同様の措置と
する。生徒の登校以後にあっては、終業
時刻を繰上げ、速やかに生徒を安全な場
所に避難させるなど、安全確保を最優先

（イ） 高等学校の場合 
ａ 始業時刻の繰下げおよび自宅
待機 

午前 7時においてなお警報が
発表中の場合は始業時間を繰下
げ、生徒は自宅待機とし、警報
が解除され次第登校させること
とする。ただし、定時制の課程
(夜間部)を除く。 

ｂ 臨時休業 
午前 10時においてなお警報

が発表中の場合は、臨時休業と
する。ただし、定時制の課程
(夜間部)にあっては午後 3時に
おいて、なお警報が発表中の場
合は、臨時休業とする。 

ｃ 終業時刻の繰上げ 
警報の発表前であっても、気

象状況に応じて教育活動を停止
せざるを得ないと校長が判断し
た場合は、即刻下校を指示する
こと。 
その際、生徒の通学距離、下

校時間、通学路の諸状況等を勘
案のうえ、適切な指示および指
導をすること。 

イ 校長は、その他の警報(大雨、洪
水、大雪等)が発表された場合は、
学校所在地域等の状況に応じて、市
町立学校にあっては市町教育委員会
と協議のうえ、上記と同様の措置を
講ずるものとする。 

ウ 校長は、県立学校にあっては、学
校所在地域において、「大雨、暴風
以外の警戒レベル５の特別警報」が
発表された場合は、生徒の登校以前
においては上記アと同様の措置とす
る。生徒の登校以後にあっては、終
業時刻を繰上げ、速やかに生徒を安
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とした指示を行うこと。また、その他の
警報（大雨、洪水、大雪等の警報）の発
表時においては、学校所在地域や生徒の
通学経路等において災害の発生が予想さ
れる場合は、始業時刻の繰下げや終業時
刻の繰上げ、あるいは臨時休業等の適切
な措置を講じて、生徒の安全の確保を図
ること。 

 

全な場所に避難させるなど、安全確
保を最優先とした指示を行うこと。
また、その他の警報（大雨、洪水、
大雪等の警報）の発表時において
は、学校所在地域や生徒の通学経路
等において災害の発生が予想される
場合は、始業時刻の繰下げや終業時
刻の繰上げ、あるいは臨時休業等の
適切な措置を講じて、生徒の安全の
確保を図ること。 

 
 
 
 
 
 

110 第 10 行方不明者の捜索、遺体の収容、検視・引渡し
および火葬(埋葬)計画               
(健康医療福祉部、県警察、日
本赤十字社) 

（略） 

第 1011 行方不明者の捜索、遺体の収容、検視・
引渡しおよび火葬(埋葬)
計画               
(健康医療福祉部、県警
察、日本赤十字社) 

（略） 
 

第８燃料供給計画を追記

したことから修正。 

111 第 11 義援金品配分計画 (健康医療福祉部) 

（略） 

第 1112 義援金品配分計画 (健康医療福祉部) 

（略） 

 

同上。 

112 ＜新規＞ 第 13 避難所における福祉支援計画 
１ 災害福祉支援ネットワーク本部の設置 

県は、県内にしが DWAT派遣基準に該当する災
害が発生した場合、災害派遣福祉チーム（しが
DWAT）の派遣調整等のため、県社協と協力し
て、災害福祉支援ネットワーク本部（以下「ネ
ットワーク本部」という。）を危機管理センター
内に設置する。 
ネットワーク本部の本部長は健康医療福祉部

次長とする。 
ネットワーク本部は次の各号に掲げる業務を

行う。 

【健康医療福祉部】 
県内に、しが DWAT 派遣

基準に該当する災害が発
生した場合、災害派遣福
祉チームの派遣調整等を
県社協と協力し、派遣の
準備や派遣先である一般
避難所および福祉避難所
において、災害時要配慮
者に対する支援活動を行
うことから追加されたた
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① 災害派遣福祉チーム（しが DWAT）派遣要否
の検討 

② 災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の派遣決   
 定 
③ 活動計画の策定 
④ 災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の活動支 
 援 
⑤ 災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の派遣終
了の決定 

⑥ 活動終了後の振り返り 
 
２ 派遣基準 

災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の派遣基準
は、次のいずれかに該当するときとする。 
① 県内で災害救助法が適用される程度の災害
が発生した場合であって、被災状況を鑑みて
知事が DWAT を派遣する必要があると認めると
き 

② その他特に必要であると知事が認めるとき 
３ 災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の派遣 

① ネットワーク本部は、前条の派遣基準によ
り災害派遣福祉チーム（しが DWAT）を派遣す
る必要があると認めたときは、派遣内容を検
討の上、協定締結団体の長に対し派遣可能な
しが DWAT登録員の報告を依頼する。 

② 前項の依頼を受けた協定締結団体の長は、
速やかに派遣可能なしが DWAT 登録員とそれぞ
れの派遣可能期間等をネットワーク本部に報
告する。 

③ ネットワーク本部は、前項の報告に基づ
き、派遣計画を決定し、チーム員、協定締結
団体等関係機関に通知する。 

④ ①から③までの依頼、報告、通知について
は文書により行うものとするが、災害の状況
等により緊急を要する場合は、口頭による依
頼、報告、通知も可とし、後日文書の提出を
行うものとする。 

 
４ 災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の活動内容 

め。 
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災害派遣福祉チーム（しが DWAT）は、派遣先
である一般避難所および福祉避難所において、災
害時要配慮者に対し、次に掲げる活動を行う。 
① 福祉避難所等への誘導 
② アセスメントの実施 
③ 日常生活上の支援 
④ 相談支援 
⑤ 避難所内の環境整備 
⑥ 関係機関・他職種チーム・被災地社会福祉
施設等との連携 

⑦ その他、ネットワーク本部またはリーダー
が必要と認める活動 

チームは、被災市町災害対策本部や避難所
の管理者から活動内容の承認を得るなど、当
該市町等と十分に連携を図るとともに、避難
所における情報共有のための会議への参加、
地域の社会福祉施設等との連携等、関係者と
の連携を図り、活動を行う。 

 

122 第７節 貿易および保健衛生計画 
第２ 特定動物による危害防止および愛玩動物救護

等対策計画 
１ 基本方針 
  （略） 
２ 応急対策 
(1) 特定動物の逸走対策 
  （略） 
(2) 被災地域における動物の保護 
  （略） 
(3) 避難所における動物の適正な飼養 

県は、積極的に避難所を設置する市町から
情報収集を行い、被災者とともに避難した動
物が適切に飼養されるよう、指導および助言
等の協力を行うとともに、次のことを実施す
る。 
ア 避難所等へ愛玩動物に関する必要な物

資の提供に努める。 
イ 必要に応じ、被災者の愛玩動物の一時保管

第７節 貿易および保健衛生計画 
第２ 特定動物による危害防止および愛玩動物

救護等対策計画 
１ 基本方針 
  （略） 
２ 応急対策 
(1) 特定動物の逸走対策 
  （略） 
(2) 被災地域における動物の保護 
  （略） 
(3) 避難所における動物の適正な飼養 

県は、積極的に避難所を設置する市町
から積極的に情報収集を行い、被災者と
ともに避難した動物が適切に飼養される
よう、指導および助言等の協力を行うと
ともに、次のことを実施する。 
ア 避難所等へ愛玩動物に関する必要

な物資の提供に努める。 
イ 必要に応じ、被災者の愛玩動物の一時

【近畿地方環境事務所】 

現行では「積極的に」が「避

難所を設置する」に係るのか

「情報収集を行い」に係るの

か不明瞭であるため。 
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の支援を行う。 

ウ 被災者へ動物救護に関する情報提供
を行う。 

保管の支援を行う。 

ウ 被災者へ動物救護に関する情報
提供を行う。 
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第 8節 災害廃棄物処理計画(琵琶湖環境部) 

１ 計画方針 

（略） 

２ 計画の内容 

  ＜新規＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8節 災害廃棄物処理計画(琵琶湖環境部) 

１ 計画方針 

（略） 

２ 計画の内容 

【平常時の災害廃棄物対策】 

(1) 市町の災害廃棄物処理計画策定に係る支援 

災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を行うた

めには、処理主体となる市町において、災害

廃棄物処理計画が策定されるなど事前の備え

が重要である。このことから、市町において

災害廃棄物処理計画の策定が行われるよう、

市町の計画策定に係る助言・情報提供等の支

援を行う。 

(2) 廃棄物処理施設の施設情報の把握・情報共有 

発災時における県内での広域処理を円滑に

行うため、廃棄物処理施設の処理能力、受入

れ条件等を随時把握し、市町等と情報共有を

図る。 

(3) 仮置場候補地の選定等に係る支援 

災害廃棄物の適正かつ迅速な処理を行うた

めには、発災後、速やかに仮置場を設置する

必要があることを踏まえ、市町の仮置場候補

 

 

 

【循環社会推進課】 

「今年度の災害による教訓」

を踏まえ、「滋賀県災害廃棄

物処理計画」の「第２章 平

常時の災害廃棄物対策」を追

加されたため。 
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地選定状況を随時把握する。 

仮置場候補地の選定に係る先進事例や県有

地等の情報共有を積極的に図るほか、個別の

具体的な状況や要望も聴きながら必要に応じ

て仮置場候補地選定への助言を行うなど、市

町の取組を支援する。 

(4) 市町における廃棄物処理体制の整備等に係る 

支援 

市町等による一般廃棄物処理施設の耐震化

やその他被害対策（不燃堅牢化、浸水対策等）

が適切に行われるよう助言・情報提供を行う。 

災害時に廃棄物処理施設の稼動や収集運搬

業務を継続するために必要な人員・連絡体制

や復旧対策、備蓄・資機材の確保、廃棄物処理

業者団体等との調整等が市町等で行われるよ

う助言・情報提供を行う。 

(5) 災害等廃棄物処理事業費補助金等に係る助

言・情報提供等 

災害等廃棄物処理事業費補助金や廃棄物処

理施設災害復旧費補助金が災害時に適正かつ

円滑に活用されるよう、制度や申請手続き等

について市町等に助言・情報提供を行う。 

(6) 県・市町等職員に対する訓練・研修等 

県・市町等の関係職員を対象に、災害廃棄物

処理に係る最新の法令・知見等の情報提供や

発災時に備えた訓練等を内容とした研修会を
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開催する。 

(7) 県民等への情報提供 

市町等と連携し、災害廃棄物の発生抑制に

向けた情報提供を行う。 

市町等と連携し、平常時から県民等に対し

て、仮置場設置への理解を求めるほか、仮置

場の場所や適切な排出方法、分別方法など災

害廃棄物の適正処理に資する事項の情報提供

を行う。 

(8) 災害廃棄物処理に係る受援・支援体制  

① 県内の被災市町の災害廃棄物処理に係る受

援・支援 

県・市町・一部事務組合間の支援や、廃棄物

処理業者団体からの支援が災害発生時に迅速

かつ適切に機能するよう平常時から連携し、

情報交換等を行う。 

近畿・中部の大規模災害時廃棄物対策ブロ

ック協議会（事務局：環境省近畿・中部地方環

境事務所）や全国知事会、関西広域連合等を

通じて、災害時における国や他都道府県、廃

棄物処理業者団体等と連携し、広域的な受援・

支援体制の構築を図る。 

②他都道府県の災害廃棄物処理への支援 

他都道府県で大規模な災害が発生した場合

に、人材および資機材提供等の支援や災害廃棄

物の広域処理に係る調整等が円滑に実施でき
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(1)組織体制および指揮命令系統の確立 

（略） 

(2)連絡体制の確立 

（略） 

(3)情報収集・連絡調整等 

（略） 

(4)災害廃棄物発生量・要処理量・処理可能量の把握 

 

【初動対応～応急対応段階】 

（略） 

るよう、平常時から国、市町・一部事務組合、

廃棄物処理業者団体等と連携を図る。 

(9) 災害廃棄物の処理方法の事前検討等 

市町等が平常時から行う災害廃棄物の種類

ごとの具体的な処理方法の検討に関し、助言・

情報提供を行う。 

関係機関等と連携して、事業者等によるＰＣ

Ｂ廃棄物の保管状況やＰＲＴＲ（化学物質排出

移動量届出制度）等の情報を収集するなど、県

内の有害物質保管状況を把握し、市町に情報提

供を行う。 

市町、関係機関等と連携し、有害物質等を取

り扱う事業所等に対して、漏えい等で災害廃棄

物処理に支障をきたすことがないよう情報提

供・普及啓発を行う。 

【発災後の災害廃棄物対策】 

(1)組織体制および指揮命令系統の確立 

（略） 

(2)連絡体制の確立 

（略） 

(3)情報収集・連絡調整等 

（略） 

(4)災害廃棄物発生量・要処理量・処理可能量の 

把握 

【（ 初動対応～応急対応段階 ）】 

（略） 
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【復旧・復興段階】 

（略） 

(5)処理体制の構築 

①一般廃棄物処理施設の復旧等 

（略） 

②仮置場の設置 

【初動対応から応急対応段階】 

市町による仮置場設置状況を把握する。 

市町からの要請に応じて、県有地等の情報提供

を行うほか、必要に応じて管理者との調整を行

う。 

市町が行う仮置場整備に関し、助言・情報提供を

行う。 

【復旧・復興段階】 

災害廃棄物処理の進捗状況や発生量見直し等を

踏まえ、市町が行う仮置場の追加設置や廃止等の

状況を把握するとともに、必要な調整を行う。 

 

仮置場における災害廃棄物処理の完了後、市町

が行う仮置場廃止に当たり、土壌分析等の必要な 

措置など関係法令を遵守した原状復旧に関し、必

要に応じて助言を行う。 

③収集運搬体制の構築等 

（略） 

④生活ごみ等の処理 

（略） 

【（ 復旧・復興段階 ）】 

（略） 

(5)処理体制の構築 

①一般廃棄物処理施設の復旧等 

（略） 

②仮置場の設置 

【（ 初動対応から応急対応段階 ）】 

市町による仮置場設置状況を把握する。 

市町からの要請に応じて、県有地等の情報

提供を行うほか、必要に応じて管理者との調

整を行う。 

市町が行う仮置場整備に関し、助言・情報提

供を行う。 

【（ 復旧・復興段階 ）】 

災害廃棄物処理の進捗状況や発生量見直し

等を踏まえ、市町が行う仮置場の追加設置や廃

止等の状況を把握するとともに、必要な調整を

行う。 

仮置場における災害廃棄物処理の完了後、市

町が行う仮置場廃止に当たり、土壌分析等の必

要な 措置など関係法令を遵守した原状復旧

に関し、必要に応じて助言を行う。 

③収集運搬体制の構築等 

（略） 

④生活ごみ等の処理 

（略） 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤し尿処理 

ア 仮設トイレの設置等 

（略） 

(6)県民等への情報提供 

（略） 

(7)災害ボランティアへの情報提供 

（略） 

(8)災害廃棄物処理に係る受援・支援  

①県内の被災市町の災害廃棄物処理に係る受援・

支援 

【応急対応段階】 

災害廃棄物発生量・要処理量・処理可能量、処

理体制構築等の状況を踏まえて被災市町から災害

廃棄物処理に係る支援要請があった場合、平常時

に構築した協力・支援体制に基づき、被災してい

ない市町や廃棄物処理業者団体等と支援（処理の

受入れや廃棄物処理に係る資機材の提供や人員派

遣等）に係る調整を行う。 

県内の市町や廃棄物処理業者の支援だけでは迅

速かつ適正な処理が困難な場合は、速やかに受援

体制を整え、他都道府県等との災害時応援協定や

近畿・中部の大規模災害時廃棄物対策ブロック協

議会で策定した広域連携計画に基づき、国や他都

道府県・市町、廃棄物処理業者団体等に支援（廃

棄物処理の受入れ、収集運搬車両等の資機材の提

供、人員派遣等）を要請するものとし、県域を越

⑤し尿処理 

ア 仮設トイレの設置等 

（略） 

(6)県民等への情報提供 

（略） 

(7)災害ボランティアへの情報提供 

（略） 

(8)災害廃棄物処理に係る受援・支援  

①県内の被災市町の災害廃棄物処理に係る受

援・支援 

【（ 応急対応段階 ）】 

災害廃棄物発生量・要処理量・処理可能

量、処理体制構築等の状況を踏まえて被災市

町から災害廃棄物処理に係る支援要請があっ

た場合、平常時に構築した協力・支援体制に

基づき、被災していない市町や廃棄物処理業

者団体等と支援（処理の受入れや廃棄物処理

に係る資機材の提供や人員派遣等）に係る調

整を行う。 

県内の市町や廃棄物処理業者の支援だけで

は迅速かつ適正な処理が困難な場合は、速や

かに受援体制を整え、他都道府県等との災害

時応援協定や近畿・中部の大規模災害時廃棄

物対策ブロック協議会で策定した広域連携計

画に基づき、国や他都道府県・市町、廃棄物

処理業者団体等に支援（廃棄物処理の受入
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えた広域的な処理の調整を行う。 

県内の被災状況等について、国へ報告等を随時

行い、国による都道府県間の相互協力体制の調

整、指導・助言等を求める。協力・支援体制の構

築や専門家等との連携に当たっては、D.Waste-

Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）も活用す

る。 

 

 

 

【復旧・復興段階】 

災害廃棄物処理の進捗状況や発生量の見直し等

を踏まえ、現状の処理体制では、災害廃棄物処理実

行計画で設定した処理スケジュールどおりの処理

ができないと判断する場合、他市町または国や他都

道府県、廃棄物処理業者団体に対して、追加の支援

要請を行う。 

②他都道府県の災害廃棄物処理への支援 

（略） 

(9)事務の委託等 

（略） 

(10)災害廃棄物処理実行計画の策定 

（略） 

(11)災害廃棄物処理の実施 

（略） 

(12)災害廃棄物処理の進捗管理 

 
    （図 略） 

れ、収集運搬車両等の資機材の提供、人員派

遣等）を要請するものとし、県域を越えた広

域的な処理の調整を行う。 

県内の被災状況等について、国へ報告等を

随時行い、国による都道府県間の相互協力体

制の調整、指導・助言等を求める。協力・支

援体制の構築や専門家等との連携に当たって

は、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネット

ワーク）も活用する。 

 

【（ 復旧・復興段階 ）】 

災害廃棄物処理の進捗状況や発生量の見直

し等を踏まえ、現状の処理体制では、災害廃棄

物処理実行計画で設定した処理スケジュール

どおりの処理ができないと判断する場合、他市

町または国や他都道府県、廃棄物処理業者団体

に対して、追加の支援要請を行う。 

②他都道府県の災害廃棄物処理への支援 

（略） 

(9)事務の委託等 

（略） 

(10)災害廃棄物処理実行計画の策定 

（略） 

(11)災害廃棄物処理の実施 

（略） 

(12)災害廃棄物処理の進捗管理 

     
（図 略） 
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========================================= 

【災害時応援協定編参照】 

・ 災害時における一般廃棄物の収集運搬にかかる無償団体救援協定書 

（滋賀県環境整備事業協同組合） 

・ 災害時における一般廃棄物の収集運搬にかかる無償団体救援協定書（湖

北環境協同組合） 

・ 災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書 

（一般社団法人滋賀県産業資源循環協会） 

======================================== 

【災害時応援協定編参照】 

・ 災害時における一般廃棄物の収集運搬にかかる無償団体救援協定書 

（滋賀県環境整備事業協同組合） 

・ 災害時における一般廃棄物の収集運搬にかかる無償団体救援協

定書（湖北環境協同組合） 

・ 災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書 

（一般社団法人滋賀県産業資源循環協会（旧：一般社団法人滋賀県産業

廃棄物協会）） 

 

134 第 11節 電力・ガス施設応急対策計画 
第１ 電力施設応急対策計画 (関西電力株式会社) 
１ 計画方針 

（略） 
２ 計画の内容 

(1)～(3) 
  （略） 
(4) 要員の確保 
ア 対策組織要員の確保 
  （略） 
イ 復旧要員の広域運営 

      関西電力は、他電力会社、電源開発株式会
社および広域機関等と復旧要員の相互応援体
制を整えておく。 

(5)～(7) 
（略） 

(8) 災害時における連携 
     災害が発生した場合には、自治体をはじめと

した関係機関専用の臨時電話の設置等により連
携を図るほか、必要に応じて自治体対策本部へ
情報連絡要員を派遣する等により、情報連携を
強化する。 

第 11節 電力・ガス施設応急対策計画 
第１ 電力施設応急対策計画 (関西電力株式会

社) 
１ 計画方針 

（略） 
２ 計画の内容 

(1)～(3) 
  （略） 
(4) 要員の確保 
ア 対策組織要員の確保 
  （略） 
イ 復旧要員の広域運営 

      関西電力は、他電力会社、電源開発株
式会社および広域機関等と復旧要員の相
互応援体制を整えておく。 

(5)～(7) 
（略） 

(8) 災害時における自治体等との連携 
     災害が発生した場合には、自治体をはじ

めとした関係機関専用の臨時電話の設置等
により連携を図るほか、必要に応じて自治
体対策本部へ情報連絡要員を派遣する等に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関西電力】 

 

 表現の変更したため。 
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    (9)～(11) 
      （略） 

 

より、情報連携を強化する。 
    (9)～(11) 

      （略） 

139 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

144 

第 13節 相互協力計画(各機関) 
 ７ 公共的団体との協力体制 
  (1)～(3) 
   （略） 

(4) 公共機関・民間企業、団体との協力体制 
オ 応急救援・復旧活動関係  

【災害時応援協定編 参照】 
  ＜新規＞ 

 
 

ク 廃棄物処理関係 
 【災害時応援協定編 参照】 
・災害時における災害廃棄物の処理等に関する
協定書 

（一般社団法人滋賀県産業廃棄物協会） 

 

 

＜新規＞ 

第 13 節 相互協力計画(各機関) 
 ７ 公共的団体との協力体制 
  (1)～(3) 
   （略） 

(4) 公共機関・民間企業、団体との協力体制 
オ 応急救援・復旧活動関係  

【災害時応援協定編 参照】 
 ・大規模断水時における情報共有および役割

分担に係る協定 
（日本水道協会滋賀県支部） 

ク 廃棄物処理関係 
 【災害時応援協定編 参照】 

・災害時における災害廃棄物の処理等に関す
る協定書 

（一般社団法人滋賀県産業資源循環協会

（旧：一般社団法人滋賀県産業廃棄物協会）） 

 

８ ライフライン機関との協力 

県、市町およびライフライン機関は、災害時

のライフライン保全に関する予防対策、応急対

策を効果的かつ迅速に実施するため、平時から

相互連携体制の構築を図る。 

(1) ライフライン機関との相互連携 

県、市町およびライフライン機関は、ライ

フラインの保全に関し、相互の連携を確認

し、災害時の取組方針や緊急連絡先等を共有

する。 

(2) 後方支援拠点(ライフライン機関等活動拠

点)の指定について 

県および市町は、ライフライン機関の応急

復旧活動を支援するため、平時からライフラ

イン機関の活動拠点となり得る場所の確保お

よび指定に努める。 

 

 

 

 

【生活衛生課】 

令和元年 7月 1 日に滋賀

県と日本水道協会滋賀県支

部との間で「大規模断水時

における情報共有および役

割分担に係る協定」を締結

したため。 

 

【環境社会推進課】 

団体名の変更 

 

 

災害時のライフライン保

全に関する予防対策、応急対

策を効果的かつ迅速に実施

するため、平時から相互連携

体制の構築を図る必要があ

るため。 
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ライフライン機関は、活動拠点が必要とな

った場合は、県または市の災害対策(警戒)本

部に要請する。県および市町は、確保および

指定した拠点から、使用可能な場所を提供す

る。 

県における後方支援拠点(ライフライン機関

等活動拠点)の指定場所については参考編参

照。 

(3) 後方支援拠点の使用に係る費用負担について 

ライフライン事業者の場所の使用に係る費

用負担については、原則無償とする。ただ

し、ライフライン事業者の責に帰すべき事由

により、支援拠点が損害を被った場合につい

ては、ライフライン事業者はその支援拠点の

原状復旧を行うものとする。 

 

165 第４章 災害復旧計画 
 
第４節 災害復旧事業に必要な金融およびその他資金 

計画 
２ 計画の内容 
（1） 農林漁業復旧資金 

災害により被害を受けた農林漁業者または団

体に対し復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持

増進と経営の安定を図るため、天災融資法、日本

政策金融公庫法、滋賀県特定農業団体等向け農業

近代化資金利子補給金交付要網および滋賀県水

産振興資金災害対策利子補給補助金交付要網に

より融資を行う。 

第４章 災害復旧計画 
 
第４節 災害復旧事業に必要な金融およびその他資金

計画 
２ 計画の内容 

（1） 農林漁業復旧資金 

災害により被害を受けた農林漁業者また

は団体に対し復旧を促進し、農林漁業の生産

力の維持増進と経営の安定を図るため、天災

融資法、日本政策金融公庫法、滋賀県特定農

業団体等向け農業近代化資金利子補給金交

付要網滋賀県農業近代化資金利子補給金交

付要綱および滋賀県水産振興資金災害対策

利子補給補助金交付要網により融資を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【農政課】 

交付要綱を改正されたた

め。 


