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滋賀県地域防災計画計画（震災対策編） 新旧対照表 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

 第１章 総則   

 第４節 各機関の処理すべき事務または業

務の大綱 

 

  

11 ４ 指定地方行政機関 

(11)大阪管区気象台 

（彦根地方気象台） 

(1) 災害に係る気象、地象等に関する予警報等

の発表および伝達に関すること 

(2) 気象、地象の観測に関すること 

(3) 防災気象情報の利活用促進、防災知識の普

及啓発に関すること 

４ 指定地方行政機関 

(11)大阪管区気象台 

（彦根地方気象台） 

（1）気象、地象、地動及び水象の観測並びに

その成果の収集及び発表を行う 

（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 

 

11 (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 

(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

『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」記述に整合させるた

め 

 

 

国土地理院近畿地方測量部が指定地

方行政機関となったため 



   

2 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

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 

 第７節 南海トラフ地震防災対策推進計画   

32 平成 25年 12月に改正施行された、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法（旧：東南海・南海地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法）に基づき、

滋賀県内の市町の区域が南海トラフ地震防災

対策推進地域（以下「推進地域」という。）に指

定された。県および市町防災会議は、中央防災

会議が作成する「南海トラフ地震防災対策推進

基本計画」を基本とし、各地域防災計画に今後

すみやかに「推進地域」における以下に掲げる

事項を定めるよう努めるものとする。 

 

① 南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に

整備すべき施設等の整備に関する事項ならび

にその具体的な目標及びその達成の期間 

② 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する

事項 

③ 関係機関・関係者との連携協力の確保に

関する事項 

④ その他南海トラフ地震にかかる地震防災

対策上重要な対策に関する事項で政令で定め

られるもの 

 

平成 25年 12月に改正施行された、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法（旧：東南海・南海地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法）に基づき、

滋賀県内の市町の区域が南海トラフ地震防災

対策推進地域（以下「推進地域」という。）に指

定された。県および市町防災会議は、中央防災

会議が作成する「南海トラフ地震防災対策推進

基本計画」（令和元年 5月 31日変更）を基本と

し、各地域防災計画に今後すみやかに「推進地

域」における以下に掲げる事項を定めるよう努

めるものとする。 

① 南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に

整備すべき施設等の整備に関する事項ならび

にその具体的な目標及びその達成の期間 

② 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する

事項 

③ 関係機関・関係者との連携協力の確保に

関する事項 

④ 「南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨

大地震警戒、巨大地震注意、調査終了）」が発

表された場合の防災対応に関する事項 

⑤ その他南海トラフ地震にかかる地震防災

対策上重要な対策に関する事項で政令で定め

られるもの 

 

「南海トラフ地震防災対策推進基本

計画」が改定され、南海トラフ地震臨

時情報（調査中、巨大地震警戒、巨大

地震注意、調査終了）」が発表される

ため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 第２章 災害予防計画   

 第１節 防災都市の形成   

36 ●第２次防災圏の形成 

━○市町・事業者・ボランティア等との連携

の促進 

━○市町庁舎の防災拠点化 

━○救援物資輸送拠点の確保 

━○ボランティア活動体制の構築 

━○地域における防災リーダーの育成 

━○消防団組織の強化 

━○医療拠点の整備 

━○小学校・中学校・義務教育学校の防災拠

点化 

━○都市公園の整備 

━○防災都市の形成 

●第２次防災圏の形成 

━○市町・事業者・ボランティア等との連携

の促進 

━○市町庁舎の防災拠点化 

━○救援物資輸送拠点の確保 

━○ボランティア活動体制の構築 

━○地域における防災リーダーの育成 

━○消防団組織の強化 

（削除） 

━○小学校・中学校・義務教育学校の防災拠

点化 

━○都市公園の整備 

━○防災都市の形成 

現状の体制を踏まえた記載の修正の

ため 

 

39 ２ 基本方針 

（表中） 

第２ 第２次防災圏の形成 

○ 医療拠点の整備 

計画見直し上の課題 

地震時において、医療活動は最優先に必要と

される活動の一つである。病院及び診療所は

ライフラインの途絶等によって機能が低下す

ると考えられるため、災害時に備えた医療拠

点の確保が必要である。 

施策展開の基本方向 

市町は、中核的な役割を担う拠点的医療機関

と災害時に備えた連携体制の確立に努める。 

左の主な内容 

○医療機関との連絡体制の確立 

２ 基本方針 

第２ 第２次防災圏の形成 

（表中） 

（削除） 

医療拠点（災害拠点病院）の指定や整

備については、市町が行う内容ではな

いため削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

41 （表中） 

第３ 第３次防災圏の形成 

○災害拠点病院の指定・整備 

施策展開の基本方向 

県は、県域に基幹災害拠点病院、二次医療圏

域毎に地域災害拠点病院を指定する。これら

災害拠点病院においては、建物の耐震性の向

上を図るほか、ライフラインの途絶に備えて

電気・水の確保を推進し、救急搬送に備えて

ヘリポートを整備する。 

左の主な内容 

○災害拠点病院の耐震性の確保 

○自家発電装置、受水槽、備蓄倉庫の整備 

○ヘリポートの整備 

○災害拠点病院として必要な設備の整備 

（表中） 

第３ 第３次防災圏の形成 

○災害拠点病院の指定・整備 

施策展開の基本方向 

県は、県域に基幹災害拠点病院、二次医療圏域

毎に地域災害拠点病院を指定する。これら災害

拠点病院においては、建物の耐震性の向上を図

るほか、ライフラインの途絶に備えて電気・水

の確保を推進する。 

 

左の主な内容 

○災害拠点病院の耐震性の確保 

○自家発電装置、受水槽、備蓄倉庫の整備 

○ＤＭＡＴの養成 

現状の体制、今後の方針を踏まえた記

載の修正のため 

 第２節 災害に強い農村の形成   

42 ●第２次防災圏の形成 

━○市町・事業者・ボランティア等との連携

の促進（再掲） 

━○市町庁舎の防災拠点化（再掲） 

━○救援物資輸送拠点の確保（再掲） 

━○ボランティア活動体制の構築（再掲） 

━○地域における防災リーダーの育成（再

掲） 

━○消防団組織の強化（再掲） 

━○医療拠点の整備（再掲） 

━○小学校・中学校・義務教育学校の防災拠

点化（再掲） 

━○災害に強い農村基盤の形成 

 

●第３次防災圏の形成 

●第２次防災圏の形成 

━○市町・事業者・ボランティア等との連携の

促進（再掲） 

━○市町庁舎の防災拠点化（再掲） 

━○救援物資輸送拠点の確保（再掲） 

━○ボランティア活動体制の構築（再掲） 

━○地域における防災リーダーの育成（再掲） 

━○消防団組織の強化（再掲） 

（削除） 

━○小学校・中学校・義務教育学校の防災拠点

化（再掲） 

━○災害に強い農村基盤の形成 

 

●第３次防災圏の形成 

━○土木事務所等を中心として市町と消防本

医療拠点（災害拠点病院）の指定や整

備については、市町が行う内容ではな

く、また、当該節で掲げるべき内容で

はないため削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

━○土木事務所等を中心として市町と消防本

部を含む体制強化（再掲） 

━○地方合同庁舎の防災拠点化（再掲）          

━○広域防災活動拠点の確保（再掲） 

━○災害拠点病院の指定・整備（再掲） 

━○災害時緊急物資の備蓄（再掲） 

部を含む体制強化（再掲） 

━○地方合同庁舎の防災拠点化（再掲）          

━○広域防災活動拠点の確保（再掲） 

━○災害時緊急物資の備蓄（再掲） 

46 第２ 第２次防災圏の形成 

○ 医療拠点の整備(再掲) 

計画見直し上の課題  

地震時において、医療活動は最優先に必要と

される活動の一つである。医療機関はライフ

ラインの途絶等によって機能が低下すると考

えられるため、災害時に備えた医療拠点の確

保が必要である。 

施策展開の基本方向  

市町は、中核的な役割を担う拠点的医療機関

を指定し、国・県との連携によってトリアー

ジなどの災害医療技能の研修などの支援を行

うとともに医療機関との連絡体制を確立す

る。 

左の主な内容  

○災害時拠点的医療機関の指定 

○災害医療技術に関する研修の実施 

○医療機関との連絡体制の確立 

第２ 第２次防災圏の形成 

（削除） 

 

医療拠点（災害拠点病院）の指定や整

備については、市町が行う内容ではな

く、また、当該節で掲げるべき内容で

はないため削除 

47 第３ 第３次防災圏の形成(再掲) 

○ 災害拠点病院の指定・整備(再掲) 

計画見直し上の課題 

地震時には、大量の負傷者が同時に発生する

にもかかわらず、反面、ライフラインの途絶

等によって医療機関の機能低下が起こる。こ

のため、災害時に拠点的に活動する病院が必

第３ 第３次防災圏の形成(再掲) 

（削除） 
当該節で掲げるべき内容ではないた

め削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

要である。 

施策展開の基本方向  

県は、県域に基幹災害拠点病院、二次医療圏

域毎に地域災害拠点病院を指定する。これら

災害拠点病院においては、建物の耐震性の向

上を図るほか、ライフラインの途絶に備えて

電気・水の確保を推進し、救急搬送に備えて

ヘリポートを整備する。  

左の主な内容 

○災害拠点病院の耐震性の確保 

○自家発電装置、受水槽、備蓄倉庫の整備 

○ヘリポートの整備 

○災害拠点病院として必要な設備の整備 

 第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設

等の整備計画 

  

49 【地震防災緊急事業五箇年計画総括表（平成

28～32年度）】 

事業項目 事業量  事業費（百万円） 

公的建造物 27施設  14,388 

備蓄倉庫 31箇所    257 

合    計          107,495 

【地震防災緊急事業五箇年計画総括表（平成 28

～32年度）】 

事業項目 事業量  事業費（百万円） 

公的建造物 27施設  16,429 

備蓄倉庫 31箇所    244 

合    計          109,523 

地震防災緊急事業五箇年計画の変更

による修正のため 

 第４節 都市の防災構造化と建物等の安全化   

52 ３ 具体的な施策の展開 

(6) 文化財の耐震化の推進 

① 文化財の耐震化等 

本県の国指定有形文化財は 821件で、これ

は東京、京都、奈良に次ぐ全国で四番目の

保有数であり、これら文化財を地震から守

るため、以下の対策を推進する。  

ア 建造物は、老朽化や腐朽、破損度合の大

３ 具体的な施策の展開 

(6) 文化財の耐震化の推進 

① 文化財の耐震化等 

本県の国指定有形文化財は 821件で、これ

は東京、京都、奈良に次ぐ全国で四番目の保

有数であり、これら文化財を地震から守るた

め、以下の対策を推進する。  

ア 建造物および史跡の構成物件となる建物

首里城跡の火災を踏まえた修正のた

め 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

きい順に耐震補強、解体修理等を実施す

る。 

イ 建造物、美術工芸品とも防災施設整備事

業を推進する。 

ウ 美術工芸品は耐震保有施設の設置等を推

進する。 

エ 公益財団法人滋賀県文化財保護協会の融

資制度を活用し修理や防災施設の整備を推

進する。 

オ 文化財の所有者または管理団体に対する

防災措置等の指導を行う。 

② 文化財周辺の環境整備 

県および市町は、文化財保護対策の観点に

も留意し、緑地の保全、オープンスペースの

確保などの延焼防止対策や崖崩れ防止対策な

どを進め、文化財周辺の環境整備の推進に努

めるものとする。 

   

【滋賀県の文化財の状況】              

（平成 30年 10月末現在） 

文化

財の

種別 

文化財指定種別 文化財構造種別 

国

指

定 

県

指

定 

合計 
木

造 

石

造 

合

計 

指定

建造

物 

186 74 260 234 26 260 

等は、老朽化や腐朽、破損度合の大きい順

に耐震補強、解体修理等を実施する。 

イ 建造物、美術工芸品、記念物とも防災施

設整備事業を推進する。 

ウ 美術工芸品は耐震保有施設の設置等を推

進する。 

エ 公益財団法人滋賀県文化財保護協会の融

資制度を活用し修理や防災施設の整備を推

進する。 

オ 文化財の所有者または管理団体に対する

防災措置等の指導を行う。 

② 文化財周辺の環境整備 

県および市町は、文化財保護対策の観点に

も留意し、緑地の保全、オープンスペースの

確保などの延焼防止対策や崖崩れ防止対策な

どを進め、文化財周辺の環境整備の推進に努

めるものとする。 

   

【滋賀県の文化財の状況】              

（令和元年 12月末現在） 

文化財

の種別 

文化財指定種別 文化財構造種別 

国

指

定 

県

指

定 

合

計 

木

造 

石

造 

合

計 

指定建

造物 

18

6 
75 261 

23

5 
26 260 

指定美

術工芸

品 

63

7 

26

6 
903 － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の時点修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

指定

美術

工芸

品 

639 262 901 － － － 

合 

計 
825 336 

1,16

1 
－ － － 

●重要伝統的建造物群 ４地区 

●登録有形文化財（建造物） 403件 

指定記

念物

（史跡

名勝天

然記念

物） 

84 70 154    

合 計 
90

7 

41

1 

1,3

18 
－ － － 

●重要伝統的建造物群 ４地区 

●登録有形文化財（建造物） 430件 

●重要文化財景観指定地区 ７地区 

 第５節 電力・ガス施設の安全化   

57 ３ 具体的な施策の展開 

 
３ 具体的な施策の展開 

③－７ 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(株)防災業務計画修正に伴

う内容を追記 

 第６節 上下水道施設の安全化   

61 １ 施策体系 

━○施設の耐震化の推進 

━○復旧体制の整備 

━○多系統化の推進等（バックアップシステ

ム）の構築 

 

 ━○施設の耐震化の推進 

 ━○復旧体制の整備 

 ━○多系統化の推進等（バックアップシステ

ム）の構築 

 ━○情報の共有化と連絡体制の強化 

「情報の共有化と連絡体制の強化」の

項目を追加 

61 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 水道施設の安全化の推進 

① 施設の耐震化の推進 

水道施設の耐震化等の安全対策については、

３ 具体的な施策の展開 

(1) 水道施設の安全化の推進 

① 施設の耐震化の推進 

水道施設の耐震化等の安全対策については、

新たに追加した「④情報の共有化と連

絡体制の強化」の項目に移したため削

除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

平成 27 年６月に厚生労働省で作成された「水

道の耐震化計画等策定指針」を参考に、既存水

道施設の構造形式、立地場所の地質、地形条件、

過去の被害状況を踏まえ、飲料水確保の観点か

ら配水池の整備・耐震補強や給水重要施設（医

療機関、福祉施設、避難所となる施設等）への

基幹配水管路の耐震化を優先的に行う等、効果

的、効率的な対策を推進する。 

また、県では、災害時の支援体制を強化する

ため、「滋賀県水道水健康危機管理実施要綱」

を定め、応急給水を必要とする場合の県内事業

体間の「相互応援体制」の整備を図っている。 

平成 27 年６月に厚生労働省で作成された「水

道の耐震化計画等策定指針」を参考に、既存水

道施設の構造形式、立地場所の地質、地形条件、

過去の被害状況を踏まえ、飲料水確保の観点か

ら配水池の整備・耐震補強や給水重要施設（医

療機関、福祉施設、避難所となる施設等）への

基幹配水管路の耐震化を優先的に行う等、効果

的、効率的な対策を推進する。 

（削除） 

62  ④ 情報の共有化と連絡体制の強化 

県では、災害時の支援体制を強化するため、

「滋賀県水道水健康危機管理実施要綱」を定

め、応急給水を必要とする場合の県内事業体間

の「相互応援体制」の整備を図っている。 

また、日本水道協会滋賀県支部と「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、県外水道事業体からの応急給

水を必要とする場合の情報共有と連絡体制の

整備を図っている。 

新たに地震等緊急時における情報共

有と連絡体制の強化を目的に令和元

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」を締結したため追記 

62 (2) 下水道施設の安全化の推進 (2) 下水道施設の安全化の推進 

④ 停電対策 

浄化センター、中継ポンプ場には非常用発電

設備を整備している。また、マンホールポンプ

は可搬式発電機により対応する。 

これまでの災害を踏まえ停電対策を

追記 

 第９節 鉄道施設の安全化   

73 

 

２ 具体的な施策の展開 

(4) 近江鉄道株式会社 

① 現況 

２ 具体的な施策の展開 

(4) 近江鉄道株式会社 

① 現況 

数値の時点の修正ため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

県内に存在する鉄道施設は、次のとおりであ

る。 

区 

分 

トンネ

ル 
橋 梁 

平 

地 
計 

延長

距離 

(2 箇

所) 

488ｍ 

(143箇所内、1箇所

高架橋) 

1,855ｍ（内 50

ｍ） 

56,

837 

ｍ 

59,5

00ｍ 

 

 

県内に存在する鉄道施設は、次のとおりであ

る。 

区 

分 

トンネ

ル 
橋 梁 

平 

地 
計 

延長

距離 

(2 箇

所) 

488ｍ 

(143箇所内、1箇所

高架橋) 

1,855ｍ（内 50

ｍ） 

57,

157 

ｍ 

59,5

00ｍ 

 

 第 10節 道路施設の安全化   

76 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 緊急輸送道路・避難路の整備推進 

【緊急輸送道路ネットワーク】 

緊急輸送道路区分 
路線

数 

道路延

長 

第１次緊急輸送道路 5 518.9㎞ 

第２次緊急輸送道路 140 439.2㎞ 

合 計(第1次､第2次) 168 958.1㎞ 
 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 緊急輸送道路・避難路の整備推進 

【緊急輸送道路ネットワーク】 

緊急輸送道路区分 
路線

数 

道路延

長 

第１次緊急輸送道路  39 518.9㎞ 

第２次緊急輸送道路 140 439.2㎞ 

合 計(第1次､第2次) 164 958.1㎞ 

※第 1次と第 2次で重複路線あり 

数値の時点の修正ため 

 

 第 12節 ため池等農業用施設の安全化   

81 ３ 具体的な施策の展開 

(1) ため池、農業用ダムの災害予防 

県内に農業用ため池は大小合わせて約 1,600

箇所ある。 

平成 25年度から平成 27年度にかけて県が実

施したため池一斉点検の結果において、詳細な

調査の優先度が高いと判定された「重要水防た

め池」を中心に、市町等は耐震診断等詳細な調

査を進めていく。詳細な調査により対策工事が

３ 具体的な施策の展開 

(1) ため池、農業用ダムの災害予防 

県内に農業用ため池は大小合わせて約 1,600

箇所ある。 

平成 25年度から平成 27年度にかけて県が実

施したため池一斉点検の結果において、詳細な

調査の優先度が高いと判定された「防災重点た

め池」を中心に、市町等は耐震診断等詳細な調

査を進めていく。詳細な調査により対策工事が

昨年度、農林水産省より新たに基準が

示されたことにより、名称を統一する

ため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

必要と判定された場合は、計画的に国の補助事

業を活用した対策工事を実施する。 

 

必要と判定された場合は、計画的に国の補助事

業を活用した対策工事を実施する。 

 第 13節 土砂災害・地盤災害の防止   

82 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 地すべり対策の推進 

① 現状 

    地すべり防止区域は、以下のとおり

である。 

地すべり防止区域指

定所管 

箇所

数 

面 積 

国土交通省 10箇

所 

165.54h

a 

農林水産省農村振興

局 

２箇

所 

400.55h

a 

農林水産省林野庁 １箇

所 

79.95ha 

計 13箇

所 

646.04h

a 
 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 地すべり対策の推進 

① 現状 

    地すべり防止区域は、以下のとおり

である。 

地すべり防止区域指定

所管 

箇所

数 

面 積 

国土交通省 17箇

所 

165.54ha 

農林水産省農村振興局 ２箇

所 

400.55ha 

農林水産省林野庁 １箇

所 

79.95ha 

計 20箇

所 

646.04ha 

 

数値の時点の修正ため 

83 (2) 急傾斜地対策の推進 

① 現況 

県下で対策が必要な急傾斜地崩壊危険箇所

は 2,341箇所あり、地形や集落発達の経過から

各地に散在している。このうち急傾斜地崩壊危

険区域に指定されたものは、519 箇所 708.5ha

であるが、毎年防災パトロールを実施して状況

(2) 急傾斜地対策の推進 

① 現況 

県下で対策が必要な急傾斜地崩壊危険箇所は

2,719 箇所あり、地形や集落発達の経過から各

地に散在している。このうち急傾斜地崩壊危険

区域に指定されたものは、519 箇所 707.9ha で

あるが、毎年防災パトロールを実施して状況を

数値の時点の修正ため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

を把握するとともに、危険性の高いところか

ら、急傾斜地崩壊対策工事等を実施し土砂災害

の防止に努めている。 

把握するとともに、危険性の高いところから、

急傾斜地崩壊対策工事等を実施し土砂災害の

防止に努めている。 

83 (3) 治山対策の推進 

① 現況 

山地の災害危険地は山腹崩壊危険地区 1，316

箇所、崩壊土砂流出危険地区 1,000 箇所、地す

べり危険地区 21 箇所となっており、地震時に

は特に集落や道路等の背後の山腹崩壊危険地

区における被害が予想される。 

(3) 治山対策の推進 

① 現況 

山地の災害危険地は山腹崩壊危険地区 1,236

箇所、崩壊土砂流出危険地区 1,075箇所、地す

べり危険地区 21 箇所となっており、地震時に

は特に集落や道路等の背後の山腹崩壊危険地

区における被害が予想される。 

数値の時点の修正ため 

 第 15節 火災予防・緊急消火体制の充実   

89 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 出火の予防 

② 耐震安全装置付ストーブやマイコンメー

ターの普及、ＬＰガスボンベの転倒防止策の実

施促進、ストーブ等の周囲にある可燃物除去の

励行、等の普及徹底。 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 出火の予防 

② 耐震安全装置付ストーブやマイコンメータ

ーの普及、ＬＰガスボンベの転倒防止策の実施促

進、ストーブ等の周囲にある可燃物除去の励行、

電気火災の発生抑制のための感震ブレーカーの

取付け等の普及徹底。 

 

91 第 16節 救助・救急、緊急医療体制の充実 第 16節 救助・救急、災害医療体制の充実 文言の修正 

92 

 

３ 具体的な施策の展開 

(2) 災害医療への備え 

① 医療救護活動体制の構築 

エ ヘリコプターによる支援 

ドクターヘリ（救急医療用ヘリコプター）につい

ては、関西広域連合による広域的な運航体制の構

築しており、災害時においては、構成府県等との

連携・協力のもと、被災地の患者や医療従事者の

搬送活動を行う。 

また、自衛隊や消防防災ヘリと一体となった医療

支援を実施するため、自衛隊や都道府県等との連

携・調整を行う体制の確保に努める。併せて、航

３ 具体的な施策の展開 

(2) 災害医療への備え 

① 医療救護活動体制の構築 

エ ヘリコプターによる支援 

ドクターヘリ（救急医療用ヘリコプター）につ

いては、関西広域連合による広域的な運航体制

を構築しており、災害時においては、構成府県

等との連携・協力のもと、被災地の患者や医療

従事者の搬送活動を行う。 

また、自衛隊や消防防災ヘリと一体となった医

療支援を実施するため、自衛隊や都道府県等と

の連携・調整を行う体制の確保に努める。併せ

現状の体制、今後の方針を踏まえた

記載の修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

空搬送の際の拠点となる航空搬送拠点臨時医療

施設(SCU)を整備する。 

て、航空搬送の際の拠点となる航空搬送拠点臨

時医療施設(SCU)を整備している。 

92 ② 医療資機材の備蓄・調達 

ア 医療資機材等の備蓄 

平成７年度から、一般社団法人滋賀県病院協会

は７保健医療圏の災害拠点病院に、地震直後の

医療救護活動に必要な医療資器材・衛生材料の

備蓄を行っている。 

また、一般社団法人滋賀県医師会も同様に、平

成７年度から地震直後の医療救護活動に必要

な医療資機材・衛生材料の備蓄を行っている。 

② 医療資機材の備蓄・調達 

（削除） 
現状の体制、今後の方針を踏まえた

記載の修正のため 

92 ③医療救護班および医薬品・衛生材料の搬送 

県は、災害時に活動する医療救護班および備

蓄医薬品・衛生材料を搬送するため、株式会社

ノエビアと「ヘリコプターの応援に関する協

定」を締結している。 

③ 医薬品・衛生材料の搬送 

県は、備蓄医薬品・衛生材料を搬送するため、

株式会社ノエビアと「ヘリコプターの応援に関

する協定」を締結している。 

現状の体制、今後の方針を踏まえた

記載の修正のため 

92 ④ 災害拠点病院の整備 

地震時に県域または各地域で中核的な医療活

動を実施するため、県では平成８年度から、災害

拠点病院の指定を行い、10病院を指定している。 

ア 基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院が有する機能をさらに充実

強化するため、要員の訓練や研修等の機能を併せ

もつ中核的な施設で県域に１箇所指定。 

イ 地域災害拠点病院 

災害時に発生する多発外傷、挫滅症候群、広範

囲熱傷等の重傷患者を受け入れ、救命医療を行う

高度診療機能を有し、また自己完結型の医療救護

チームの派遣機能や地域の医療機関への応急資

器材の貸し出し機能等を有する医療機関で二次

保健医療圏毎に１箇所指定。 

④ 災害拠点病院の整備 

地震時に県域または各地域で中核的な医療

活動を実施するため、県では平成８年度から、

災害拠点病院の指定を行い、10病院を指定して

いる。 

ア 基幹災害拠点病院 

地域災害拠点病院が有する機能をさらに充

実強化するため、要員の訓練や研修等の機能を

併せもつ中核的な施設で県域に１箇所指定。 

イ 地域災害拠点病院 

災害時に発生する多発外傷、挫滅症候群、広

範囲熱傷等の重傷患者を受け入れ、救命医療を

行う高度診療機能を有し、また自己完結型の医

療救護チームの派遣機能や地域の医療機関へ

の応急資器材の貸し出し機能等を有する医療

現状の体制、今後の方針を踏まえた

記載の修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

機関。 

93 【基幹災害拠点病院および地域災害拠点病院指

定病院】 

（表） 

また、市町は、中核的な役割を担う拠点的医療機

関を指定し災害時における的確な医療体制の整

備を進める。 

【基幹災害拠点病院および地域災害拠点病院

指定病院】 

（表） 

（削除） 

医療拠点（災害拠点病院）の指定や

整備については、市町が行う内容では

ないため 

93 ⑤ 難病患者への対応 

難病患者に対する救護活動については、「滋

賀県健康医療福祉部難病在宅患者担当マニュ

アル」に基づき、対象者の状況把握や市町・支

援機関との連携などの体制整備に努める。 

⑤ 難病患者等への対応 

難病患者等に対する救護活動については、

「滋賀県災害時難病等在宅患者対応マニュア

ル」に基づき、対象者の状況把握や市町・支援

機関との連携などの体制整備に努める。 

マニュアル改訂による修正のため 

93 ⑥ 人工透析者への対応 

慢性腎不全による透析患者や外傷等によるク

ラッシュシンドロームにより人工透析が必要な

者の安全確保については、「人工透析・クラッシュ

シンドローム担当マニュアル」に基づき、透析医

療機関や関係団体と連携し、災害発生時の連絡体

制および患者の受入体制の整備に努める。 

⑥  人工透析者への対応 

慢性腎不全により人工透析の必要な者の安

全確保については、「滋賀県災害時人工透析対

応マニュアル」に基づき、透析医療機関や関係

団体と連携し、災害発生時の連絡体制および患

者の受入体制の整備に努める。 

マニュアル改訂による修正のため 

93 (3) 広域医療体制の構築 

② 重症・重病者搬送体制の構築 

災害時に重症・重病者を迅速に搬送できるよ

う、災害拠点病院に離発着が可能となるヘリポー

トの整備を促進するとともに、医療搬送実施の際

の拠点となる航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣ

Ｕ）の整備を行う。 

(3) 広域医療体制の構築 

② 重症・重病者搬送体制の構築 

災害時に重症・重病者を迅速に搬送できるよ

う、医療搬送実施の際の拠点となる航空搬送拠

点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備を行う。 

現状の体制、今後の方針を踏まえた

記載の修正のため 

94 4) 医療機関の耐震性の向上 

大規模地震災害時における医療機関の診療機

能を維持し、被災者や入院患者等に適切な医療を

提供するために、医療施設近代化整備事業（改築・

改修）を促進するなど、必要な耐震性向上のため

の諸施策の実施を促す。 

4) 医療機関の耐震性の向上 

大規模地震災害時における医療機関の診療

機能を維持し、被災者や入院患者等に適切な医

療を提供するために、医療施設近代化整備事業

（改築・改修）を促進するなど、必要な耐震性

向上のための諸施策の実施を促している。 

現状を踏まえた記載の修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

94 (5) 広域災害・救急医療情報システムの整備 

救急医療情報システムは、昭和 54 年度に初期

導入し、平常時の救急医療情報の収集・提供を行

なう「滋賀県広域災害・救急医療情報システム『救

急医療ネットしが』として運用している。また、

平成 11年度から災害時に迅速・的確な救援・救助

が行われるよう、被災地の医療機関の状況、全国

の医療機関からの応援受援状況等の全国共通の

災害医療情報を国のシステム(EMIS)として利用

している。 

(5) 広域災害・救急医療情報システムの整備 

救急医療情報システムは、昭和 54 年度に初

期導入し、平常時の救急医療情報の収集・提供

を行なう「滋賀県広域災害・救急医療情報シス

テム『医療ネット滋賀』として運用している。

また、平成 11年度から災害時に迅速・的確な救

援・救助が行われるよう、被災地の医療機関の

状況、全国の医療機関からの応援受援状況等の

全国共通の災害医療情報を国のシステム

(EMIS)として利用している。 

システム名の変更による修正のた

め 

 

 第 18 節 物資の確保と緊急輸送体制の整

備 

  

100 ３ 具体的な施策の展開 

(4) 輸送拠点と緊急輸送ネットワークの形成 

ア 物資輸送拠点 

県外などからの緊急物資等の受け入れ、整

理、積み替え、一時保管等を行う拠点。 

(ⅰ)民間物流倉庫の活用 

県内外からの支援物資等を被災地に効率的

に輸送するためには、大型トラックの発着やフ

ォークリフト等機械力による荷役作業が効率

的に行える施設が必要であることから、滋賀県

倉庫協会との協定により選定を受けた民間倉

庫を物資輸送拠点とする。 

災害時には倉庫の空き状況や被災有無、輸送

先との地理関係等を考慮したうえで使用する

物資輸送拠点を決定する。 

また一般社団法人全国物流ネットワーク協

会との協定により、加盟事業者のターミナルや

配送拠点等も物資輸送拠点として利用する。 

３ 具体的な施策の展開 

(4) 輸送拠点と緊急輸送ネットワークの形成 

 

ア 物資輸送拠点 

県外などからの緊急物資等の受け入れ、整

理、積み替え、一時保管等を行う拠点。 

(ⅰ)民間物流倉庫の活用 

県内外からの支援物資等を被災地に効率的

に輸送するためには、大型トラックの発着やフ

ォークリフト等機械力による荷役作業が効率

的に行える施設が必要であることから、滋賀県

倉庫協会との協定により選定を受けた民間倉

庫を物資輸送拠点とする。 

災害時には倉庫の空き状況や被災有無、輸送

先との地理関係等を考慮したうえで使用する

物資輸送拠点を決定する。 

（削除） 

協定の締結解除のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

100 ③ 輸送調整所の設置と緊急輸送体制の構築 

県は、(3)の事業者等と連携した物資の効率

的な輸送を図るため、災害時に一般社団法人全

国物流ネットワーク協会、滋賀県倉庫協会、一

般社団法人滋賀県トラック協会を中核とした

輸送調整所を設置し、物資輸送拠点や湖上輸送

拠点等を利用して官民共同による緊急輸送体

制を構築する。 

③ 輸送調整所の設置と緊急輸送体制の構築 

県は、(3)の事業者等と連携した物資の効率

的な輸送を図るため、災害時に滋賀県倉庫協

会、一般社団法人滋賀県トラック協会を中核と

した輸送調整所を設置し、物資輸送拠点や湖上

輸送拠点等を利用して官民共同による緊急輸

送体制を構築する。 

協定の締結解除のため削除 

100 【輸送調整所の設置と緊急輸送体制】 【輸送調整所の設置と緊急輸送体制】 協定の締結解除のため削除 

 第 20 節 要配慮者の安全確保と支援体制

の強化 

  

110 ３ 具体的な施策の展開 ３ 具体的な施策の展開 

（5）災害派遣福祉チーム（しが 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

DWATの新設よる追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

 

 第 25 節 地震防災上必要な教育および広

報に関する計画 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

117 ２ 基本方針 

地震による災害から県民の生命、身体や財産

を守るためには、行政や各防災関係機関の的確

な対応に加え、県民が自らの生命や財産は自ら

の手で守るとの認識を持って行動することが不

可欠である。 

このため、県・市町をはじめ各防災関係機関は

各自の防災力の向上を図るとともに、地域防災

力の向上に向け県民や事業者等の防災意識の高

揚を目指した教育および広報（ＰＲ・啓発活動）

を推進する。特に、全国各地で発生した過去の

大規模災害の教訓を踏まえ、当事者力・地域力

を高めるなどについて、「滋賀県地震防災プラ

ン」に基づき推進する。 

２ 基本方針 

地震による災害から県民の生命、身体や財産

を守るためには、行政や各防災関係機関の的確

な対応に加え、県民が自らの生命や財産は自ら

の手で守るとの認識を持って行動することが

不可欠である。 

このため、県・市町をはじめ各防災関係機関

は各自の防災力の向上を図るとともに、多様な

主体が地域防災の担い手になって地域防災力

の向上につながるよう、県民や事業者等の防災

意識の高揚を目指した教育および広報（ＰＲ・

啓発活動）を推進する。特に、全国各地で発生

した過去の大規模災害の教訓を踏まえ、当事者

力・地域力を高めるなどについて、「滋賀県地震

防災プラン」に基づき推進する。なお、その内容

および方法については、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。 

女性の参画による防災力向上検討懇

話会の提言を踏まえて修正するため 

 

 

119 ３ 具体的な施策の展開 ３ 具体的な施策の展開 

③ 学校外における防災教育の充実 

育児サークルや子ども食堂、放課後児童クラ
ブ等、学校外の場における防災教育を推進す
る。 

女性の参画による防災力向上検討懇

話会の提言を踏まえて追記 

 第 27節 自主防災組織の整備   

124 ２ 基本方針 

大規模災害による被害を最小限に食い止め、

災害対策を迅速・的確に遂行するには、地域住

民や事業所などの連帯による自主的な防災活動

を推進することが重要である。 

このため県や市町は、都市地域や農村地域な

２ 基本方針 

大規模災害による被害を最小限に食い止め、

災害対策を迅速・的確に遂行するには、地域住

民や事業所などの連帯による自主的な防災活

動を推進することが重要である。 

このため県や市町は、すべての人の関心事で

女性の参画による防災力向上検討懇

話会の提言を踏まえた修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

どの地域特性に応じた自主防災組織の育成や活

性化を図るための支援を推進する。 

ある「防災」を軸として、都市地域や農村地域

などの地域特性に応じた自主防災組織の育成

や活性化を図るための支援を推進する。 

124 ３ 具体的な施策の展開 

(1) リーダーとなる人材の育成 

阪神・淡路大震災では、地域住民自身の手に

よる自主防災活動の重要性が浮き彫りになった

が、こうした活動が活発化し、地域に根を下ろ

すためには中核となる人材の育成が重要であ

る。 

このため市町は、各種地域コミュニティ活動

の中心的な人材や消防職員ＯＢ、警察官ＯＢ、

自衛隊ＯＢ等の人材を発掘し、研修や訓練等を

通じリーダーの育成を図る。 

また、県はこのため市町と協力し、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ものとする。 

３ 具体的な施策の展開 

(1) リーダーとなる人材の育成 

阪神・淡路大震災では、地域住民自身の手に

よる自主防災活動の重要性が浮き彫りになっ

たが、こうした活動が活発化し、地域に根を下

ろすためには中核となる人材の育成が重要で

ある。 

このため市町は、各種地域コミュニティ活動

の中心的な人材や消防職員ＯＢ、警察官ＯＢ、

自衛隊ＯＢ等の人材を発掘し、研修や訓練等を

通じリーダーの育成を図る。 

また、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

配慮する。 

女性の参画による防災力向上検討懇

話会の提言を踏まえた修正のため 

 第３章 災害応急対策計画   

 第１節 災害応急対策の活動体制   

 ２ 県の活動体制   

130 (3) 災害警戒本部、地方本部 

① 設置基準および廃止基準 

地震による設置および廃止基準は次のとお

り。 

ア 設置基準 

(ⅰ)県内で震度５弱または５強の地震が発生

したとき 

(3) 災害警戒本部、地方本部 

① 設置基準および廃止基準 

地震による設置および廃止基準は次のとお

り。 

ア 設置基準 

(ⅰ)県内で震度５弱または５強の地震が発生

したとき 

「南海トラフ地震防災対策推進基本

計画」の改訂による修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

(ⅱ)南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可

能性が平常時と比べて相対的に高まったと評

価された旨の「南海トラフ地震に関連する情報

（臨時）」が発表された場合 

 

(ⅱ)「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、

巨大地震注意）」が発表された場合 

 第３節 相互協力計画   

148 10 民間との協力 10 民間との協力 

（51）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） 

52)災害時における社団法人滋賀県柔道整復師

会の協力に関する協定書（滋賀県柔道整復師

会） 

(53)災害時におけるはり師およびきゅう師の

業務の提供に関する協定書（滋賀県鍼灸師

会）  

(54)災害時におけるあん磨マッサージ指圧

師、はり師およびきゅう師の業務の提供に関

する協定書（滋賀県鍼灸マッサージ師会） 

協定の追記 

148  11 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 

これまでの災害の教訓をを踏まえた

修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

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。 

162 第６節 救急救助および救護計画 第６節 救急救助および保険医療救護計画 国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

162 １ 計画方針 

 地震が発生した場合、初動的段階において

は、倒壊家屋等の生き埋めになる被災者や救

命措置を要する傷病者が多数発生することが

想定されるため、それらに対する救急救助お

よび医療救護に関する応急対策を実施する。

また、地震発生から数日が経過すると被災地

１ 計画方針 

 地震が発生した場合、初動的段階において

は、倒壊家屋等の生き埋めになる被災者や救

命措置を要する傷病者が多数発生することが

想定されるため、それらに対する救急救助お

よび医療救護に関する応急対策を実施する。

また、地震発生から数日が経過すると被災地

記載箇所の修正（ここでは、保健医

療救護計画全体の総論を述べ、「滋賀

県広域災害時における医療救護活動

指針」については、あとの各論で記載

するため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

においては衛生状態や生活環境が悪化し、健

康状態の悪化に対する処置を要する患者が多

数発生することが想定される。それに対する

対策を明らかにし、「滋賀県広域災害時におけ

る医療救護活動指針」を基本方針とし、被災

者の救命および傷病治療と健康状態の維持に

万全を期する。さらに、死亡者の遺体を適切

に処理するための体制を整備する。 

においては衛生状態や生活環境が悪化し、健

康状態の悪化に対する処置を要する患者が多

数発生することが想定される。それに対する

対策を明らかにし、被災者の救命および傷病

治療と健康状態の維持に万全を期する。さら

に、死亡者の遺体を適切に処理するための体

制を整備する。 

163  ３ 保健医療調整本部 

  保健医療活動チームの派遣調整、保健医

療活動に関する情報の連携、整理および分析

等の保健医療活動の総合調整を行うため、健

康医療福祉部に「保健医療調整本部」を設置

する。 

国の通知（H29.７.15「大規模災害

時の保健医療活動に係る体制の整備

について」）に基づく体制の見直しの

ため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 
163 ３ 医療救護活動計画（医療政策課、障害福

祉課） 

県本部ならびに市町本部、病院および有床診

療所（以下「病院等」という。）、医療関係団

体が行う初動時の対応について、フェーズ

（局面）の概念を用いて、それぞれの局面に

応じた適正な医療救護活動を以下のとおり示

す。  

 

 

第１フェーズ（発生から３時間程度） 

初動体制 

４ 医療救護活動計画（医療政策課、障害福

祉課） 

県本部ならびに市町本部、病院および有床診

療所（以下「病院等」という。）、医療関係団

体が行う初動時の対応について「滋賀県広域

災害時における医療救護活動指針」を基本方

針とし、フェーズ（局面）の概念を用いて、

それぞれの局面に応じた適正な医療救護活動

を以下のとおり示す。  

 

 

（表削除） 

国の通知（H29.７.15「大規模災害

時の保健医療活動に係る体制の整備

について」）に基づく体制の見直しの

ため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

第２フェーズ（３日以内） 

災害派遣医療チーム（以下「DMAT」という。）

の派遣 

第３フェーズ（４日から２週間） 

医療救護班の派遣 

第４フェーズ（２週間から２か月程度） 

医療救護活動の終了 

163 (1) 第１フェーズ（発生から３時間程度） 

① 情報の伝達 

ア 県は、消防本部、警察本部等からの災害

発生情報に基づき、医療救護活動を統括する

災害医療コーディネーターの登庁を要請する

とともに、災害拠点病院等に災害派遣医療チ

ーム(DMAT)の派遣要請を行う。 

イ 県は、災害拠点病院等に災害派遣医療チ

ーム (DMAT)の派遣を要請した場合、基幹災害

拠点病院および災害が発生した医療圏域の地

方本部に直ちに連絡する。 

ウ 県から連絡をうけた災害医療地方本部

は、市町および救急告示病院等に直ちに連絡

する。 

エ 基幹災害拠点病院は、県から得た情報を

災害拠点病院および災害派遣医療チーム

(DMAT)を派遣した医療機関に連絡し、以後こ

れらの医療機関との情報共有に努める。 

オ 県は、病院等に対して広域災害・救急医

療情報システムに災害医療情報（受入可能患

者数等）を入力するよう、同システムの一斉

通報で要請する。 

② 被災地外医療圏域の災害拠点病院等に対

する派遣要請 

(1) 第１フェーズ（発生から３時間程度）  

① 本部の立ち上げ 

② 災害医療コーディネーターの登庁 

③ 情報の収集 

④ 災害派遣医療チーム(DMAT)派遣要請(他府

県含む) 

国の通知（H29.７.15「大規模災害

時の保健医療活動に係る体制の整備

について」）に基づく体制の見直しの

ため 

 

具体的方針については、「滋賀県広

域災害時における医療救護活動指針」

で記載済み 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

ア 県は、災害派遣医療チーム(DMAT)からの

報告により、災害現場の医療情報について収

集した情報を広域災害・救急医療情報システ

ムに随時入力するとともに、必要と認められ

る場合は、他の災害拠点病院等に災害派遣医

療チーム(DMAT)の派遣を要請する。 

イ 上記アで県から要請を受けた災害拠点病

院等は、災害派遣医療チーム(DMAT)を派遣す

る。 

163 (2) 第２フェーズ（３日以内） 

① 災害派遣医療チーム(DMAT)の活動 

ア 災害派遣医療チーム(DMAT)は、災害現場

で消防、警察、自衛隊と相互の連携を図る現

地合同調整所に入る。 

イ 災害派遣医療チーム(DMAT)は、速やかに

災害現場の医療情報を収集し、県および基幹

災害拠点病院に報告するとともに、負傷者の

トリアージおよび応急処置、搬送等を速やか

に行う。 

② 負傷者のトリアージ、応急処置および搬

送  

ア 災害派遣医療チーム(DMAT)は、現地救護

所において、負傷者のトリアージおよび応急

処置を行う。 

イ 現地救護所から病院等へ患者を搬送する

際には、患者の重症度別に、緊急治療が必要

な重篤・重症患者は被災地内の災害拠点病院

へ、入院を要する中等症患者は被災地内の救

急告示病院に搬送する。 

この場合、患者が多数発生し、被災地内の災

害拠点病院では受入が困難な場合は、重篤・

(2) 第２フェーズ（３日以内） 

① 災害派遣医療チーム(DMAT)の活動調整 

② 医療救護班派遣要請 

③ 他府県への支援要請 

国の通知（H29.７.15「大規模災害

時の保健医療活動に係る体制の整備

について」）に基づく体制の見直しの

ため 

 

具体的方針については、「滋賀県広

域災害時における医療救護活動指針」

で記載済み 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

重症患者は被災地外の災害拠点病院、中等症

患者は被災地外の救急告示病院に搬送する。 

ウ 県は必要と認めた場合は、他都道府県に

患者の受入要請を行い、他都道府県の災害拠

点病院や救急告示病院に患者の重症度別に搬

送する。 

163 (3) 第３フェーズ（４日から２週間程度） 

① 医療救護班の派遣、こころのケアチームの

派遣調整 

ア 市町は、被災地内に所在する災害拠点病

院、その他病院及び地元郡市医師会等の協力を

得て、管内の医療救護所または病院等に配置す

べき医療救護班、こころのケアチーム（以下、

「医療救護班等」という。）の派遣の要請を行

う。 

イ 市町単独では医療需要に見合う医療救護

班等の確保、派遣が困難な場合は、県に医療救

護班等の派遣要請を行う。 

ウ 県は、市町から医療救護班等の派遣要請を

受けた場合、または自ら必要と認めた場合は各

医療関係団体、他都道府県等に必要な医療救護

班等の派遣を要請する。 

エ 上記ウで要請を受けた各医療関係団体は、

県からの派遣要請に基づき医療救護班等を派

遣する。 

② 災害医療地方本部の活動 

ア 災害医療地方本部は、市町と医療救護の

ニーズに関する情報共有を行い、上記（２）

エで派遣された医療救護班等の派遣場所につ

いて調整を行う。 

(3) 第３フェーズ（４日から２週間程度） 

① 医療救護班の派遣、こころのケアチームの

派遣調整 

② 他府県からの医療救護班の受入要請 

 

 

 

164 (5) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） （削除） 国の通知（H29.７.15「大規模災害
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頁 修正前 修正後 修正理由 

災害拠点病院等が有する災害時の急性期に活

動できる機動性を持ち、トレーニングを受け

た医療チーム。速やかに災害現場の医療情報

を収集し、県および基幹災害拠点病院に報告

するとともに、負傷者のトリアージおよび応

急処置、搬送等を速やかに行う。 

① 派遣手順  

県は、派遣要請基準に該当する災害が発生し

た場合、災害拠点病院に災害派遣医療チーム

(DMAT)の派遣を要請する。 

ただし、派遣要請基準に該当する災害が発生

したにも関わらず、県からの派遣要請もな

く、また県と連絡が取れない場合には、災害

拠点病院は県からの要請を待たずに、消防と

連携し情報交換のうえ、災害派遣医療チーム

(DMAT)を災害現場に派遣する。 

② 派遣要請基準 

ア 県内で発生した災害の場合 

(ⅰ)死者および負傷者等が多数生じ、または

生じると予測される場合。 

(ⅱ)災害現場における医療需要が供給をはる

かに上回ると判断される場合。 

(ⅲ)報道機関等からの情報やその他の情報に

より現地の医療救護活動が早期に必要と判断

される大規模災害である場合。 

(ⅳ)その他派遣が必要と県が判断した場合。 

イ 県外で発生した災害の場合 

     厚生労働省および他都道府県から

の派遣要請があった場合。 

③ 災害派遣医療チーム(DMAT)の搬送 

災害派遣医療チーム(DMAT)は、原則として医

時の保健医療活動に係る体制の整備

について」）に基づく体制の見直しの

ため 

 

具体的方針については、「滋賀県広

域災害時における医療救護活動指針」

で記載済み 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

療機関が所有する緊急車両等により自ら災害

現場へ赴く。 

なお、医療機関自らが、現場へ赴くことが困

難である場合は、県または市町に搬送手段の

支援を求める。 

④ 現地合同調整所 

災害派遣医療チーム(DMAT)は、消防、警察、

自衛隊において設置された現地合同調整所に

おいて、それぞれの機関と連携しながら円滑

に医療救護活動を行う。 

また、災害現場において、拠点となる現場指

揮所を設置する。 

⑤ 災害派遣医療チーム(DMAT)の統括者 

災害派遣医療チーム(DMAT) が災害現場に複数

集まって活動にあたる場合、統括 DMATの指

揮、調整のもとに、互いに連携しながら災害

現場での医療救護活動に従事する。 

164 (6) 災害医療コーディネーター 

医療救護活動が円滑に実施されるよう、医療

機関はもとより、消防、警察、自衛隊、行政

機関等の関係機関と連携を図りながら、災害

医療体制の構築を図るため、県本部および地

方本部において、災害医療を指揮統括する医

療従事者を災害医療コーディネーターとして

設置する。 

① 災害医療コーディネーターの委嘱 

県はあらかじめ、各医療関係団体、病院等の

適任者を災害医療コーディネーターとして委

嘱する。 

② 主な職務 

災害医療コーディネーターは、県本部等にお

（削除） 記載箇所の変更（「５ 医療救護体

制  

（２）災害派遣医療チーム（DMAT）

および医療、助産救護班、こころのケ

アチームの派遣と業務」に記載） 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

いて、主として下記の職務に従事する。 

ア 被災状況を含む医療情報および被災者の

医療ニーズの集約 

イ 災害派遣医療チーム(DMAT)および医療救

護班等を含む医療従事者の適正な配置 

ウ 患者の収容先医療機関の確保、搬送の手

配 

エ 関係各機関との協議折衝 

164 (7)災害時小児周産期リエゾン 

 小児・周産期に係る保健医療活動の総合調

整を適切かつ円滑に行えるよう、 災害医療コ

ーディネーターとともに、助言および調整の

支援を行う。 

（削除） 

 
記載箇所の変更（「５ 医療救護体

制  

（２）災害派遣医療チーム（DMAT）

および医療、助産救護班、こころのケ

アチームの派遣と業務」に記載） 

164 ５ 医療救護体制 

(1) 病院等の被災状況等の把握 

② 施設・設備の損壊、ライフラインの途絶等

による診療機能が麻痺または低下している病院

等の確認 

ア 簡易な修繕等により現状復旧可能な病院等 

(ⅰ)重症および人工透析など継続治療を要する

入院患者の実態確認（復旧までの一時搬送） 

(ⅱ)原状復帰に要する修繕 

イ 修繕等不可能な病院等（当分の間、診療機

関の回復の目処が立たない病院等） 

(ⅰ)入院患者の実態 

 

【病院等の被災状況等の把握】 

５ 医療救護体制 

(1) 病院等の被災状況等の把握 

② 施設・設備の損壊、ライフラインの途絶等

による診療機能が麻痺または低下している病院

等の確認 

ア 病院支援 

イ 病院避難 

 

 

 

 

 

 

（見出し削除） 

 

（図削除） 

国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

 

具体的方針については、「滋賀県広

域災害時における医療救護活動指針」

で記載済み 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 
164 (2) 災害派遣医療チーム(DMAT)および医療、

助産救護班、こころのケアチームの派遣と業

務 

県本部は、速やかに災害拠点病院に災害派遣

医療チーム(DMAT)の派遣要請を行うととも

に、市町本部から医療、助産救護、こころの

ケアに関する協力要請があったとき、または

医療、助産救護、こころのケアを必要と認め

たときは、各医療関係団体および関係機関に

医療、助産救護班、こころのケアチームの派

遣を要請するものとする。 

① 災害派遣医療チーム(DMAT) 

災害派遣医療チーム(DMAT)は、災害拠点病院

等が有する災害時の急性期に活動できる機動

性を持ち、トレーニングを受けた医療チーム

であり、災害現場に赴き、速やかに災害現場

の医療情報を収集し、県および基幹災害拠点

病院に報告するとともに、災害現場において

負傷者のトリアージおよび応急処置、搬送等

を速やかに行う。 

ア 災害派遣医療チーム(DMAT)の業務 

(ⅰ)災害現場の医療情報の収集・報告 

(ⅱ)負傷者のトリアージおよび応急処置 

(ⅲ)後方病院への搬送の要否および搬送先、

(2) 災害派遣医療チーム(DMAT)および医療、

助産救護班、こころのケアチームの派遣と業

務 

県本部は、速やかに災害派遣医療チーム

(DMAT)の派遣要請を行うとともに、市町本部

から医療、助産救護、こころのケアに関する

協力要請があったとき、または医療、助産救

護、こころのケアを必要と認めたときは、各

医療関係団体および関係機関に医療、助産救

護班、こころのケアチームの派遣を要請する

ものとする。 

① 災害派遣医療チーム(DMAT) 

災害の発生直後の急性期(概ね 48時間以内)に

活動が開始できる機動性を持った、専門的な

研修・訓練を受けた医療チームであり、医師

１名、看護師２名、業務調整員１名の４名を

基本とする。(日本 DMAT活動要領による) 

ア 業務内容 

(ⅰ)本部活動、広域医療搬送、病院支援、地

域医療搬送、現場活動 

(ⅱ)ロジスティクス 

(ⅲ)必要に応じて、初期の避難所や救護所で

の活動サポート等 

記載箇所の変更のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

搬送順位の決定 

(ⅳ)その他状況に応じた処置 

164  ② 災害医療コーディネーター 

医療救護活動が円滑に実施されるよう、医療

機関はもとより、行政機関等の関係機関と連

携を図りながら、災害医療体制の構築を図る

ため、県本部および地方本部において、災害

医療を指揮統括する。 

ア 業務内容  

(ⅰ)災害の状況に応じた適切な医療体制の構

築に向けた総括 

(ⅱ)患者の収容先医療機関の確保、患者搬送

を行うための手配 

(ⅲ)被災地域における医療救護班をはじめと

する医療従事者の配置 

(ⅳ)消防、警察、自衛隊等関係機関との協議

および折衝 

③ 災害時小児周産期リエゾン 

小児・周産期に係る保健医療活動の総合調整

を適切かつ円滑に行えるよう、 災 害医療コ

ーディネーターとともに、助言およご調整の

支援を行う。 

④ 医療、助産救護班、こころのケアチーム 

記載箇所の変更のため 

165 （3）連絡調整 

医療、助産救護等に関する指揮命令および

連絡調整には、次図の体制をもって災害医療

本部、災害医療地方本部、市町本部があたる

ものとする。 

（3）連絡調整 

 医療、助産救護等に関する連絡調整には、

次図の体制をもって保健医療調整本部、保健

医療調整地方本部、市町本部があたるものと

する。 

国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

166 ６ 病院等の初動活動 

病院等は、院内の被害状況を把握、患者の

受入れや救護班の派遣可能・不可能等の応需

６ 病院等の初動活動 

病院等は、院内の被害状況を把握、患者の

受入れや救護班の派遣可能・不可能等の応需

国通知（H29.７.15「大規模災害時の

保健医療活動に係る体制の整備につ
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頁 修正前 修正後 修正理由 

状況を的確に判断し、4（１）に基づく災害医

療地方本部または市町本部の求めに応じ報告

を行うとともに、救護活動に必要な体制を整

備し、救護活動を行うものとする。 

状況を的確に判断し、県または市町本部の求

めに応じ報告を行うとともに、災害対策（防

災）マニュアル、ＢＣＰおよび職員参集マニ

ュアル等に基づき、救護活動に必要な体制を

整備し、救護活動を行うものとする。 

 

いて」）に基づく体制の見直しのため 

166 (1) 医療、助産救護活動が可能な病院等 

① 重症および人工透析など継続治療を要す

る患者の受入れ体制を整備する。 

② 救護班を編成する。 

③ 救護活動医療セットおよび資材を準備す

る。 

④ 救護活動に当たって不足する医薬品等医

療資器材および医療従事者を災害医療地方本

部に供給要請する。 

⑤ 災害医療地方本部等の救護班派遣要請あ

るいは自らの判断により救護所での救護活動

を行う 

(1) 医療、助産救護活動が可能な病院等 

① 重症および人工透析など継続治療を要す

る患者の受入れ体制を整備する。 

② 救護班を編成する。 

③ 救護活動医療セットおよび資材を準備す

る。 

④ 救護活動に当たって不足する医薬品等医

療資器材および医療従事者を災害医療地方本

部に供給要請する。 

（削除） 

国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

166 【簡易な修繕等により原状復帰可能な病院等

の応急対応】 

 

（削除） 国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

166 (2) 施設・設備の損壊、ライフラインの途絶

等により診療機能が麻痺または低下している

病院等 

② 修繕等不可能な病院等（当分の間、診療機

能の回復の目処がたたない病院等） 

(2) 施設・設備の損壊、ライフラインの途絶

等により診療機能が麻痺または低下している

病院等 

② 避難が必要な病院等（当分の間、診療機能

の回復の目処がたたない病院等） 

国の通知（H29.7.15「大規模災害時の

保健医療活動にかかる体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

ア 入院患者を後方病院等へ搬送することと

し、搬送手段、搬送先等については、災害医

療地方本部等に協力要請する。また、広域的

な搬送体制が必要な場合は災害医療本部等に

要請する。 

ア 入院患者を後方病院等へ搬送することと

し、搬送手段、搬送先等については、災害医

療地方本部等に協力要請する。 

（削除） 

166 【簡易な修繕等により原状復帰可能な病院等

の応急対応】 

 
 

（削除） 国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

166 【修繕等不可能な病院等の応急対応】 

 

（削除） 国の通知（H29.７.15「大規模災害時

の保健医療活動に係る体制の整備に

ついて」）に基づく体制の見直しのた

め 

 12 保健衛生および防疫計画   

170 (2) 保健活動 

保健活動については、以下のとおり実施す

るものとし、詳細は「滋賀県大規模災害時保

健活動マニュアル～震災および原子力災害を

中心に～」、「滋賀県災害時人工透析対応マニ

ュアル」により実施する。 

(2) 保健活動等 

  保健活動等については、以下のとおり実

施するものとし、詳細は「滋賀県大規模災害

時保健活動マニュアル」、「滋賀県災害時人工

透析対応マニュアル」、「滋賀県災害時難病等

在宅患者対応マニュアル」、「災害時の栄養・

食生活支援マニュアル」により実施する。 

DHEATの追加のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

170 ① 実施者 

ア 地震発生時における保健活動等は、原則

として当該地域を所管する市町本部がその責

務を担うが、保健所は市町本部の要請等に基

づき、専門的・広域的な立場から市町や関係

機関と協力して保健活動等を実施する。 

イ 当該市町本部独自で処理不能の場合に

は、隣接市町、県、国、その他関係機関の応

援を求めて実施する。県本部は必要と認めた

場合には応援主管府県等に応援要請を行う。 

② 活動内容 

  地方本部（健康福祉班）は、保健所およ

び市町本部と連携を図りながら次の保健活動

を実施する。 

（削除） 「活動内容」項目に記載の内容と重複

するため削除 

170 ア 保健所および市町本部から各種保健福祉

施設の被害状況を把握する。 

イ 保健所および市町本部と連携して、精神

障害者、難病患者、人工透析者への対応を行

う。 

ア 被害状況の把握 

  保健医療調整本部は、保健医療調整地方本

部および市町本部から各種保健福祉施設の被

害状況を把握する。 

イ 患者の救護および早期発見 

  保健医療調整本部は、保健医療調整地方本

部および市町本部と連携して、精神障害者、

難病患者、人工透析等の慢性疾患患者の救護

および感染症患者の早期発見等の対応を行

う。 

保健医療調整本部の役割を整理した

ため 

保健所を保健医療調整地方本部に修

正 

170  ウ DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム）

派遣 

(ⅰ) 保健医療調整地方本部長は、保健医療調

整本部長に対して所属職員の出動状況を報告

するとともに、保健医療活動チームの受援調

整等が必要な場合 DHEATの派遣を要請する。 

(ⅱ) 保健医療調整本部長は、被災地の保健医

新たな活動として位置づけが必要な

ため項目を追加 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

療調整地方本部長の要請を受け、県内 DHEAT

の派遣を被災地以外の保健医療調整地方本部

と調整を行う。県外都道府県からの保健医療

活動チームの派遣を依頼する場合には、厚生

労働省に要請するものとする。 

(ⅲ) 応援派遣された DHEATは、保健医療調整

本部長または被災地の保健医療調整 

地方本部長の指示に基づき保健医療活動チー

ムの指揮または調整等を行うほか、保健医療

ニーズ等の収集および整理・分析等を行う。 

171 ウ 保健師派遣 

(ⅰ)保健所長は、県本部に対して所属の保健

師の出動状況を報告するとともに、必要な場

合保健師の派遣を要請する。 

(ⅱ)県本部は被災地の保健所長の要請を受

け、保健師の派遣を県の保健所、県内の被災

地以外の市町と調整する。県外都道府県の派

遣を依頼する場合には厚生労働省に要請する

ものとする。 

(ⅲ)派遣保健師の保健活動は、被災地の保健

所長の指示に基づき実施する。 

エ 保健師派遣 

(ⅰ) 保健医療調整地方本部長は、保健医療調

整本部長に対して所属の保健師の出動状況を

報告するとともに、必要な場合保健師の派遣

を要請する。 

(ⅱ) 保健医療調整本部長は被災地の保健医療

調整地方本部長の要請を受け、保健師の派遣

を県の保健所、県内の被災地以外の市町と調

整する。県外都道府県からの派遣を依頼する

場合には厚生労働省に要請するものとする。 

(ⅲ) 派遣保健師の保健活動は、被災地の保健

医療調整地方本部長の指示および 「滋賀県

大規模災害時保健活動マニュアル」に基づき

実施する。 

保健医療調整本部の役割を整理した

ため 

保健所を保健医療調整地方本部に修

正 

171 ③ 報告、記録 

ア 地方本部（健康福祉班）は、管内市町分の

災害保健活動実施状況を様式に従って、県本部

（健康医療福祉部長）に報告する。 

イ 県および市町は、被害報告書、保健活動

状況報告書等、必要関係書類を記録し整備し

ておく 

（削除） 「(2) 保健活動」の構成を見直し、

項目を削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

171  オ 管理栄養士等派遣 

(ⅰ) 保健医療調整地方本部長は、災害の状況

により必要があると認めたときは、保健医療

調整本部長へ管理栄養士等の派遣を要請す

る。 

(ⅱ) 保健医療調整本部長は、被災地の保健医

療調整地方本部長の要請を受け、管理栄養士

等の派遣を県の保健所と調整する。県外都道

府県からの派遣を依頼する場合には厚生労働

省に要請するものとする。 

(ⅲ) 派遣管理栄養士等は、被災地の保健医療

調整地方本部長の指示および「災害 

時の栄養・食生活支援マニュアル」に基づき

避難所での栄養に配慮した食事の提供 

支援、要配慮者の栄養に配慮した食事の提供

支援、給食提供困難施設への支援業務 

を実施する。 

記載箇所を保健活動の一連として

「（3）災害時栄養指導対策」の項目か

ら変更したため 

保健医療調整本部の役割を整理 

保健所を保健医療調整地方本部に

修正 

171 (3) 災害時栄養指導対策 

災害時栄養指導対策は、以下のとおり実施す

るものとし、詳細は「災害時の栄養・食生活支

援マニュアル～災害時対応について～」により

実施する。 

地方本部（健康福祉班）は、災害の状況により

必要があると認めたときは、管理栄養士等を派

遣し、下記の業務にあたらせる。 

① 炊き出し、給食施設の管理の指導および協

力 

② 在宅慢性疾患者に対する食事指導 

③ その他、地震発生時における栄養指導 

（削除） 記載箇所を保健活動の一連として

変更したため 

176  14 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 
DWATが設置されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

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
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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、災害の情況等に

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 

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
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

 

177 【災害時応援協定編参照】 

 

【災害時応援協定編参照】 

・災害時における社団法人滋賀県柔道整復師

会の協力に関する協定書（滋賀県柔道整復師

会） 

・災害時におけるはり師およびきゅう師の業

務の提供に関する協定書（滋賀県鍼灸師会）  

・災害時におけるあん磨マッサージ指圧師、

はり師およびきゅう師の業務の提供に関する

協定書（滋賀県鍼灸マッサージ師会） 

協定の追加 

 第７節 情報連絡計画   

182 ３ 地震および災害に関する情報の収集およ

び伝達 

(4) 南海トラフ地震に関する情報（臨時）の

収集および伝達 

① 基本方針 

南海トラフ地震に対し迅速、的確に警戒体

制を整備するため、南海トラフ地震に関連す

る情報等の収集、伝達を行う。 

② 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」

の通知 

彦根地方気象台は気象庁から通報された南

海トラフ地震に関連する情報」（臨時）を、速や

かに知事へ通報する。 

③ 南海トラフ地震に関する情報（臨時）の

伝達 

３ 地震および災害に関する情報の収集およ

び伝達 

(4) 南海トラフ地震臨時情報の収集、伝達お

よび県の体制 

 

① 基本方針 

南海トラフ地震に対し迅速、的確に警戒体

制を整備するため、南海トラフ地震に関連す

る情報等の収集、伝達を行う。 

② 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」

の通知 

彦根地方気象台は気象庁から通報された南

海トラフ地震に関連する情報」（臨時）を、速や

かに知事へ通報する。 

③ 南海トラフ地震臨時情報の伝達 

「南海トラフ地震防災対策推進基本

計画」が改定されたため、南海トラフ

地震臨時情報（調査中、巨大地震警戒、

巨大地震注意、調査終了）」が発表さ

れた場合の情報の収集及び伝達、県の

体制に関する事項を追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

ア 通報先 

(ⅰ)滋賀県防災危機管理局 

(ⅱ)県からの伝達については、県が定める情報

連絡計画等により行う。 

イ 情報形式および内容 

気象庁地震火山部発表全文とする。 

「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」の例文 

地震情報（地震の活動状況等に関する情報） 

平成＊＊年＊＊月＊＊日＊＊時＊＊分 気象

庁発表 

南海トラフ地震に関する情報（臨時）（第１号） 

 

 

○ 見出し 

・・・・・・・ 

○ 本文 

・・・・・・・ 

＊＊ （参考） 南海トラフ地震に関連する情報

の種類 ＊＊ 

【南海トラフ地震に関する情報（臨時）】 

以下のいずれかに該当する場合に発表。 

○ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、

その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と

関連するかどうか調査を開始した場合、または

調査を継続している場合。 

 

観測された現象を調査した結果、南海トラフ

沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と

比べて相対的に高まったと評価された場合。 

○ 調査終了 

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能

 

ア 通報先 

(ⅰ)滋賀県防災危機管理局 

(ⅱ)県からの伝達については、県が定める情報

連絡計画等により行う。 

イ 情報形式および内容 

気象庁地震火山部発表全文とする。 

①  南海トラフ地震に関連する情報の種

類と発表条件 

「南海トラフ地震に関連する情

報」は、以下の２種類の情報名で発表さ

れる。 

 

情報名 情報発表条件 

南海ト

ラフ地

震臨時

情報 

•南海トラフ沿いで異常な現象が

観測され、その現象が南海トラフ

沿いの大規模な地震と関連するか

どうか調査を開始した場合、また

は調査を継続している場合 

•観測された異常な現象の調査結

果を発表する場合 

南海ト

ラフ地

震関連

解説情

報 

•観測された異常な現象の調査結

果を発表した後の状況の推移等を

発表する場合 

•「南海トラフ沿いの地震に関する

評価検討会」の定例会合における

調査結果を発表する場合（ただし

南海トラフ地震臨時情報を発表す

る場合を除く） 

 

※すでに必要な防災対応がとられ



   

41 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

性が相対的に高まった状態ではなくなったと

評価された場合。 

【南海トラフ地震に関する情報（臨時）】 

南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会

の定例会合において評価した調査結果を発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」が

発表されたときの県の体制 

ア 「南海トラフ沿いで異常な現象が観測さ

れ、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震

と関連するかどうか調査を開始した場合、また

は調査を継続している」旨の「南海トラフ地震

に関する情報（臨時）」が発表されたとき 

(ⅰ)防災危機管理局長の指示により、あらかじ

め指定された防災危機管理局員は登庁する。

（勤務時間外の場合） 

ている際は、調査を開始した旨や

調査結果を南海トラフ地震関連解

説情報で発表する場合がある 

 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記されるキー

ワードと各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海ト

ラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表

される。 

 

キーワ

ード 

各キーワードが付記される条件 

調査中 下記のいずれかにより臨時に「南

海トラフ沿いの地震に関する評価

検討会」を開催する場合 •監視領

域内でマグニチュード 6.8 以上※

1 の地震※２が発生 

 

•１カ所以上のひずみ計※３での

有意な変化と共に、他の複数の観

測点でもそれに関係すると思われ

る変化が観測され、想定震源域内

のプレート境界で通常と異なるゆ

っくりすべりが発生している可能

性がある場合など、ひずみ計で南

海トラフ地震との関連性の検討が

必要と認められる変化を観測 

•その他、想定震源域内のプレート

境界の固着状態の変化を示す可能

性のある現象が観測される等、南
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頁 修正前 修正後 修正理由 

(ⅱ)「南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可

能性が相対的に高まった状態ではなくなった

と評価された」旨の「南海トラフ地震に関する

情報（臨時）」が発表で待機体制を解く。 

イ 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」

の続報があった場合 

「観測された現象を調査した結果、南海トラ

フ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時

と比べて相対的に高まったと評価された」旨の

「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」が発表

された場合 

県は、直ちに災害警戒本部および同地方本部

を設置する。 

(ⅲ) 廃止基準 

a  災害警戒本部員会議を開催し、被害および

応急対策の状況を把握したうえで、本部長が廃

止の判断をしたとき 

b  災害対策本部が設置されたとき 

c 「南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可

能性が相対的に高まった状態ではなくなった

と評価された」旨の「南海トラフ地震に関す

る情報（臨時）」が発表された場合 

海トラフ地震との関連性の検討が

必要と認められる現象を観測 

巨大地

震警戒 

想定震源域内のプレート境界にお

いて、モーメントマグニチュード

※４ 8.0 以上の地震が発生した

と評価した場合 

巨大地

震注意 

•監視領域内において、モーメント

マグニチュード 7.0 以上の地震※

２が発生したと評価した場合（巨

大地震警戒に該当する場合は除

く） 

•想定震源域内のプレート境界面

において、通常と異なるゆっくり

すべりが発生したと評価した場合 

 

調査終

了 

（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）

のいずれにも当てはまらない現象

と評価した場合 

 

※１：モーメントマグニチュード 7.0 の地

震をもれなく把握するために、マグニ

チュードの推定誤差を見込み、地震発

生直後の速報的に求めた気象庁マグニ

チュードで M6.8 以上の地震から調査

が開始される。  

※２：太平洋プレートの沈み込みに伴う震

源が深い地震は除く。 

※３：当面、東海地域に設置されたひずみ

計が使用される。 

※４：断層のずれの規模（ずれ動いた部分
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頁 修正前 修正後 修正理由 

の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をも

とにして計算したマグニチュード。従

来の地震波の最大振幅から求めるマグ

ニチュードに比べて、巨大地震に対し

てもその規模を正しく表せる特徴を持

っている。ただし、このマグニチュー

ドを求めるには若干時間を要するた

め、気象庁が地震発生直後に発表する

津波警報等や地震速報には、地震波の

最大振幅から求められる気象庁マグニ

チュードが用いられる。 

④ 「南海トラフ地震臨時情報」が発表された

ときの県の体制 

ア 「「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が

発表されたとき 

(ⅰ)防災危機管理局長の指示により、あらかじ

め指定された防災危機管理局員は登庁する。

（勤務時間外の場合） 

(ⅱ)「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が

発表で待機体制を解く。 

イ「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、

巨大地震注意）」が発表された場合 

県は、直ちに災害警戒本部および同地方本部

を設置する。 

(ⅲ) 廃止基準 

a  災害警戒本部員会議を開催し、被害および

応急対策の状況を把握したうえで、本部長が廃

止の判断をしたとき 

b  災害対策本部が設置されたとき 

c 「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が

発表された場合 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

185 (6) 被害状況等の収集と報告 

ウ 被害即報の伝達系統 

(ⅲ)指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関は、県本部（設置前は防災危機管理

局）に報告を行い、県本部は速やかに国（総

務省消防庁）に報告することとする。なお、

道路等の途絶によるいわゆる孤立集落につい

ては、早期解消の必要があることから、それ

ぞれが所管する道路、通信、電気、ガス等の

ライフラインの途絶状況を把握するととも

に、その復旧状況とあわせ県本部に連絡する

ものとする。また、市町本部は、当該地域に

おける備蓄の状況、医療的援助が必要な者な

ど要配慮者の有無の把握に努めるものとす

る。 

(6) 被害状況等の収集と報告 

ウ 被害即報の伝達系統 

(ⅲ)指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関は、県本部（設置前は防災危機管理

局）に報告を行い、県本部は速やかに国（総

務省消防庁）に報告することとする。なお、

大規模停電や道路等の途絶によるいわゆる孤

立集落については、早期解消の必要があるこ

とから、事前に連絡・連携体制を整備しそれ

ぞれが所管する道路、通信、電気、ガス等の

ライフラインの途絶状況を把握するととも

に、その復旧状況とあわせ県本部に連絡する

ものとする。また、市町本部は、当該地域に

おける備蓄の状況、医療的援助が必要な者な

ど要配慮者の有無の把握に努めるものとす

る。 

 

 第８節 通信および放送施設応急対策計画   

194 ５ 警察通信施設応急対策計画 

(2) 応急対策 

② 応急通信設備等の設置 

  通信施設が被災した場合、被災状況や

災害警備活動の状況に応じて、次の通り

応急通信対策を実施する。 

ア 応急通信所（県間通信）の開設 

イ 臨時中継所の設置 

ウ 臨時基地局の設置 

エ 有線応急架設、ＷＩＤＥ通信システ

ムによる臨時電話の設置およびＦＡ

Ｘ、パソコン等の設置 

５ 警察通信施設応急対策計画 

(2) 応急対策 

② 応急通信設備等の設置 

  通信施設が被災した場合、被災状況や災

害警備活動の状況に応じて、次の通り応急通

信対策を実施する。 

ア 応急通信所（県間通信）の開設 

イ 臨時中継所の設置 

ウ 臨時基地局の設置 

エ 有線応急架設、無線電話、パソコン等の

設置 

オ 非常用通信車、衛星通信車の配置（近畿
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頁 修正前 修正後 修正理由 

オ 非常用通信車、衛星通信車の配置

（近畿管区警察局へ要請） 

管区警察局へ要請） 

 第 11節 輸送計画   

201 ２ 緊急輸送ネットワークの確保 

(4) 輸送調整所 

「災害予防計画第 18節」に基づき、県本部の

一部として一般社団法人全国物流ネットワー

ク協会、滋賀県倉庫協会、一般社団法人滋賀

県トラック協会を中核とした輸送調整所を設

置し、物資輸送拠点や湖上輸送拠点等を利用

した官民共同による緊急輸送を行う 

２ 緊急輸送ネットワークの確保 

(4) 輸送調整所 

「災害予防計画第 18節」に基づき、県本部の

一部として、滋賀県倉庫協会、一般社団法人

滋賀県トラック協会を中核とした輸送調整所

を設置し、物資輸送拠点や湖上輸送拠点等を

利用した官民共同による緊急輸送を行う 

協定の締結解除ため削除 

203 ４ 輸送手段の確保 

③ 応援物資の輸送 

ア 民間事業者への委託 

県との災害時応援協定に基づき、全国物流ネ

ットワーク協会および滋賀県倉庫協会、滋賀

県トラック協会に対し物資輸送の委託を行

う。協定締結団体だけでの対応が困難な場合

は、国土交通省近畿運輸局を通じて他都道府

県トラック協会等から斡旋を受ける。 

４ 輸送手段の確保 

③ 応援物資の輸送 

ア 民間事業者への委託 

県との災害時応援協定に基づき、滋賀県倉庫

協会、滋賀県トラック協会に対し物資輸送の

委託を行う。協定締結団体だけでの対応が困

難な場合は、国土交通省近畿運輸局を通じて

他都道府県トラック協会等から斡旋を受け

る。 

協定の締結解除ため削除 

205 ５ 緊急輸送実施計画 

(3) 対象別緊急輸送実施計画 

② 応援物資の輸送 

県本部は、県の備蓄倉庫にあらかじめ確保し

ている食料、生活必需品等の緊急物資につい

て、また県内外からの被災者に対する応援物資

を物資輸送拠点で受け入れ、民間事業者等の協

力を得て、各市町本部が開設する地域内輸送拠

点に輸送する。 

上記実施のため、県本部は災害時応援協定に

基づき、全国物流ネットワーク協会および滋賀

５ 緊急輸送実施計画 

(3) 対象別緊急輸送実施計画 

② 応援物資の輸送 

県本部は、県の備蓄倉庫にあらかじめ確保し

ている食料、生活必需品等の緊急物資につい

て、また県内外からの被災者に対する応援物資

を物資輸送拠点で受け入れ、民間事業者等の協

力を得て、各市町本部が開設する地域内輸送拠

点に輸送する。 

上記実施のため、県本部は災害時応援協定に

基づき、滋賀県倉庫協会、滋賀県トラック協会

協定の締結解除ため削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

県倉庫協会、滋賀県トラック協会に対し物資輸

送の委託を行う。 

ア 輸送調整所の設置と運営 

県本部は、物資の効率的な輸送を図るため、

全国物流ネットワーク協会、滋賀県倉庫協会、

滋賀県トラック協会を中核とし、応援物資輸送

に関係する諸機関、団体等との連絡、情報連携、

調整を行う輸送調整所を危機管理センターに

設置し、災害時支援物資物流マニュアルに基づ

き運営する。 

イ 物資輸送拠点の開設と運営 

滋賀県倉庫協会および全国物流ネットワー

ク協会は、倉庫等の空き状況や被災有無、輸

送先との地理関係等を考慮したうえで使用す

る物資輸送拠点を決定し、運営する。 

に対し物資輸送の委託を行う。 

ア 輸送調整所の設置と運営 

県本部は、物資の効率的な輸送を図るため、

滋賀県倉庫協会、滋賀県トラック協会を中核と

し、応援物資輸送に関係する諸機関、団体等と

の連絡、情報連携、調整を行う輸送調整所を危

機管理センターに設置し、災害時支援物資物流

マニュアルに基づき運営する。 

イ 物資輸送拠点の開設と運営 

滋賀県倉庫協会は、倉庫等の空き状況や被災

有無、輸送先との地理関係等を考慮したうえ

で使用する物資輸送拠点を決定し、運営す

る。 

208 【輸送調整所の設置と緊急輸送体制】

 

【輸送調整所の設置と緊急輸送体制】 

 

協定の締結解除ため削除 

209 【災害時応援協定編・参考編参照】  
・ 災害時における物流業務に関する協定書 

 （一般社団法人全国物流ネットワーク協

会） 

【災害時応援協定編・参考編参照】  
（削除） 

協定の締結解除ため削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

231 第 15節 飲料水・食料・生活必需品・燃料

等の供給計画 

  

232 ２ 給水計画 

(2) 地震発生後の時間経過毎の給水計画 

（表中の修正） 

①地震発生後 24時間程度まで 

県本部 

・市町応援主管府県、自衛隊または国等へ応援

要請 

②地震発生後３日目程度まで 

・隣接市町、応援主管府県、自衛隊または国等

と連携して市町本部の給水活動を支援 

２ 給水計画 

(2) 地震発生後の時間経過毎の給水計画 

（表中の修正） 

①地震発生後 24時間程度まで 

県本部 

・市町、水道事業者および日本水道協会等へ

応援要請 

②地震発生後３日目程度まで 

・県内市町等水道事業者および日本水道協会等

と連携して市町本部の給水活動を支援 

 

 

 

 

他府県の水道事業体、国等には日本水

道協会が応援要請を行うため。 

 

県は県内水道事業体の総合調整を行

い、他府県の水道事業体、国等には日

本水道協会が応援要請を行うため 

233 (3) 応急給水資器材調達計画 

市町、一部事務組合等が保有している給水資

器材は資料編に掲げるとおりであるが、市町は

地震発生時に応急給水資器材の必要量が調達

できるよう、近隣市町と調整を図りながら保有

計画を確立する。 

(3) 応急給水資器材調達計画 

市町等水道事業者が保有している給水資機

材は資料編に掲げるとおりであるが、市町等水

道事業者は地震発生時に応急給水資機材の必

要量が調達できるよう、他の市町等水道事業者

と調整を図りながら保有計画を確立する。 

「一部事務組合」の記載がこれまでな

いため、「一部事務組合」は「等」に含

めたほうが一貫性があるため。 

資料編では「資機材」と表記されてい

るため。 

資機材の調達は隣接市町等に限定さ

れないため。 

235 ４ 生活必需品等供給計画 

(4) 地震発生後の時間経過毎の食料供給計画 

（表中の修正） 

①地震発生後 24時間程度まで 

県本部 

・(一社)滋賀県トラック協会、全国物流ネッ

トワーク協会、滋賀県倉庫協会に輸送および

保管等の協力要請（注３） 

４ 生活必需品等供給計画 

(4) 地震発生後の時間経過毎の食料供給計画 

（表中の修正） 

①地震発生後 24時間程度まで 

県本部 

・(一社)滋賀県トラック協会、滋賀県倉庫協会

に輸送および保管等の協力要請（注３） 

協定の締結解除ため削除 

236 ５ 燃料供給計画 

(2) 燃料供給計画 

５ 燃料供給計画 

(2) 燃料供給計画 
令和元年度などに発生した災害を踏
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頁 修正前 修正後 修正理由 

⑤ 県民への広報 

県と市町は、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。 

⑤ 県民への広報 

県と市町は、平時から住民拠点 SS(※１)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。 

（中略） 

⑦ 燃料供給拠点（製油所・油槽所・中核 SS（※

２）・小口燃料配送拠点（※３）・住民拠点 SS）

へのアクセス道路の優先啓開について道路管

理者は「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

うが、災害時にエネルギー供給の「最後の砦」

ともいわれる石油製品を製油所・油槽所から配

送および中核 SS・小口燃料配送拠点・住民拠点

SS へ供給するための主要なアクセス道路の優

先啓開についても検討を行う。 

（※１）住民拠点 SS（サービスステーション）…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。 

（※２）中核 SS（サービスステーション）…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

まえた修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

して優先給油を行う役割を担う。 

（※３）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。 

238 【災害時応援協定編・参考編参照】 

・ 災害時における物流業務に関する協定書

（一般社団法人全国物流ネットワーク協会） 

 

【災害時応援協定編・参考編参照】 

 
協定の締結解除ため削除 

 第 16節 災害廃棄物処理計画   

239 ２ 計画の内容 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

地選定状況を随時把握する。 

令和元年度などに発生した災害を

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 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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Ｐ

ＣＢ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。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

244 【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） 

 

【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）） 

協定締結先の協会名の変更による修

正のため 

 第 17節 住宅応急対策計画   

245 １ 計画方針 

  地震が発生した場合、建築物や宅地の被災

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、地震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建設

する。なお、応急仮設住宅の設置・供与に係る

計画の策定あたっては、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

者等の要配慮者に対する配慮を行う。 

１ 計画方針 

  地震が発生した場合、建築物や宅地の被災

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、地震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・障害者等の要配慮者に対する配慮を行う。 

表現の統一のため 

246 ３ 応急仮設住宅の設置・供与 

① 応急仮設住宅の建設 

（中略） 

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

３ 応急仮設住宅の設置・供与 

① 応急仮設住宅の建設 

（中略） 

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

 

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にしか設置

できないものでないため文面を修正 

また、内閣府告示の記載内容と整合を
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頁 修正前 修正後 修正理由 

容し、老人居宅介護等事業等を利用しやすい構

造及び設備を有する応急仮設住宅（「福祉仮設

住宅」）を設置するように努める。 

② 賃貸住宅等の借り上げによる設置 

地震が発生した場合には、①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。 

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

ても設置するように努める。 

② 賃貸住宅等の借り上げによる設置 

地震が発生した場合には、①の応急仮設住宅の

建設の有無にかかわらず、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。 

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

討するため 

249 ４ 被災家屋の応急処理 

(1) 応急修理対象者 

 地震のため住宅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。 

４ 被災家屋の応急修理 

(1) 応急修理対象者 

 地震のため住宅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、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 

 第 18節 電力・ガス施設応急

対策計画 

  

250 ２ 電力施設応急対策計画 

（中略） 

(2) 応急対策 

①通報・連絡 

被害情報などについて、社内で定める経路に

従い通報・連絡する。なお、通報・連絡は、第

１０節３項（２）－イ「通信連絡施設および設

備」に示す施設、設備および電気通信事業者の

回線を使用して行う。 

２ 電力施設応急対策計画 

（中略） 

(2) 応急対策 

①通報・連絡被害情報などについて、社内で定

める経路に従い通報・連絡する。なお、通報・

連絡は、第２章第５節３項（１）③－２－イ「通

信連絡施設および設備」に示す施設、設備およ

び電気通信事業者の回線を使用して行う。 

文言の修正のため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

251 ⑧災害時おける連携 

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などによ

り連携を図るほか、必要に応じて自治体対策本

部へ情報連絡員を派遣する等により、連携を強

化する。 

⑧災害時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などによ

り連携を図るほか、必要に応じて自治体対策本

部へ情報連絡員を派遣する等により、連携を強

化する。 

令和元年度などに発生した災害を踏

まえた文言の修正のため 

 第 19 節 上水道施設および下水道施設応

急対策計画 

  

259 ２ 上水道施設応急対策計画 

(1) 基本方針 

水道事業体は、単独で速やかに水道施設の応

急復旧ができない場合、隣接水道事業体、また

は県本部に速やかに応援を要請するものとす

る。 

県本部は水道事業体から応援の要請を受け

た場合、速やかに応援主管府県または国等へ応

援要請を行うものとする。 

２ 上水道施設応急対策計画 

(1) 基本方針 

水道事業体は、単独で速やかに水道施設の応

急復旧ができない場合、隣接水道事業体、県本

部または日本水道協会滋賀県支部に速やかに

応援を要請するものとする。 

水道事業体から応援の要請を受けた場合、県

本部は県内水道事業体へ速やかに応援要請を

行い、県内水道事業体をもって対処できないこ

とが想定される場合は日本水道協会滋賀県支

部へ速やかに応援要請を行うものとする。 

水道事業体または県本部から応援の要請を

受けた場合、日本水道協会滋賀県支部は速やか

に県外水道事業体等へ応援要請を行うものと

する。 

「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、県は速やかに日本

水道協会滋賀県支部にその旨を通知

するとともに「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。 

259 (3) 応急復旧対策 

① 水道事業者は、被災施設の給水能力を保持

することを前提に、取水、導水、浄水施設の機

能の確保を図るとともに、浄水場から主要配水

池に至る送水管の復旧および基幹配水管の復

旧を最優先して行う。その後病院、避難所等へ

の給水が早急に行われるよう考慮しながら順

次配水支管、小管、給水装置等の復旧を行い、

(3) 応急復旧対策 

① 水道事業者は、被災施設の給水能力を保持

することを前提に、取水、導水、浄水施設の機

能の確保を図るとともに、浄水場から主要配水

池に至る送水管の復旧および基幹配水管の復

旧を最優先して行う。その後病院、避難所等重

要給水施設への給水が早急に行われるよう考

慮しながら順次配水支管、小管、給水装置等の

病院、避難所等の重要施設は、応急復

旧のみならず、応急給水についても優

先する必要があるため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

断水区域の解消に努める。 復旧を行い、断水区域の解消に努める。 

260 【企業庁応急復旧対策フロー】 

 
 

 

【企業庁応急復旧対策フロー】 

 

現行のフローでは、震度 6弱以上の場

合に、企業庁災害対策本部が設置され

ることとなっているが、その後に被害

状況を判断して、甚大であった場合に

再度本部設置段階に進むフローとな

っているため、「県に対策本部が設置

されたとき」に修正した。 

261 (4) 災害時の組織・連絡体制(相互応援体制) (4) 災害時の組織・連絡体制(相互応援体制) 県外水道事業体の応援について滋賀

県対策本部から日本水道協会滋賀県

支部に要請することがあるため。 

また、「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と滋賀県

対策本部の間で断水等の情報共有を

行うため。 

「応援水道事業体」と「被災水道事業

体」を区別してフロー図を整理。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

  

263 【災害時応援協定編参照】 

 

【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） 

協定締結に伴い追記 

    

265 (3) 避難所における動物の適正な飼養 

県は、避難所を設置する市町から情報収集を行

い、積極的に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。 

(3) 避難所における動物の適正な飼養 

県は、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。 

文言の修正のため 

 第 21節 建造物等応急対策計画   

273 ６ 文化財の保護計画（文化財保護課） 

(1) 文化財が被災した場合は、その所有者およ

び管理団体は、ただちに所轄の消防本部等に通

報するとともに、被害の拡大防止に努め、関係

機関とも協力して、被害状況を速やかに調査し、

市町本部（教育委員会）に報告する。市町本部

（教育委員会）は、その結果を取りまとめの上、

県指定の文化財にあっては県本部（教育委員会）

６ 文化財の保護計画（文化財保護課） 

(1) 文化財が被災した場合は、その所有者およ

び管理団体は、ただちに所轄の消防本部等に通

報するとともに、被害の拡大防止に努め、関係

機関とも協力して、被害状況を速やかに調査し、

市町本部に報告する。市町本部は、その結果を

取りまとめの上、県指定の文化財にあっては県

本部へ、国指定の文化財にあっては県本部を経

文化財保護法の改正（平成 31 年 4 月

1日）により、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 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

へ、国指定の文化財にあっては県本部（教育委

員会）を経由して文化庁へ報告しなければなら

ない。 

由して文化庁へ報告しなければならない。 

 第 22節 河川管理施設等応急対策計画   

275 ４ ダム施設応急対策計画 

(1) 基本方針 

ダム近傍指定観測点において気象庁震度階級

４以上の地震が発生した場合、またはダムの堤

体底部に設置した地震計により観測された地震

動の最大加速度が 25gal以上である場合には、

速やかに必要な箇所について臨時点検を行い、

その結果ダムの安全管理上必要があると認めた

場合は応急措置を行い、ダムの安全を確保する。

（注１）（注２） 

（注１） ダム近傍指定観測点において、気象

庁震度階級が４、かつダム堤体底部に設置した

地震計により観測された地震動の最大加速度が

25gal 未満の場合、翌開庁日に平常時の点検と

あわせて、１次点検等を実施することができる。

（注２） 余呉湖については、ダム堤体底部に

設置した地震計を、川並ゲートに設置した地震

計と読みかえるものとする。 

４ ダム施設応急対策計画 

(1) 基本方針 

ダム近傍指定観測点において気象庁震度階級

４以上の地震が発生した場合、またはダムの堤

体底部に設置した地震計により観測された地震

動の最大加速度が 25gal以上である場合には、

速やかに必要な箇所について臨時点検を行い、

その結果ダムの安全管理上必要があると認めた

場合は応急措置を行い、ダムの安全を確保する。 

（削除） 

（注） 余呉湖については、ダム堤体底部に設

置した地震計を、川並ゲートに設置した地震計

と読みかえるものとする。 

文言の修正のため 

 第29節 南海トラフ地震の時間差発生によ

る災害の拡大防止対策計画 

  

296 １ 計画方針 

過去に発生した南海トラフでの地震では、東

海、東南海、南海地震など二つ以上の地震が同

時に発生する場合のほか、数時間から数年の時

間差で発生している例が知られている。 

発生の順序についても、東南海地震が先に発

１ 計画方針 

過去に発生した南海トラフでの地震では、東

海、東南海、南海地震など二つ以上の地震が同

時に発生する場合のほか、数時間から数年の時

間差で発生している例が知られている。 

発生の順序についても、東南海地震が先に発

「南海トラフ地震防災対策推進基本

計画」の改訂に伴う追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

生する場合のほか、南海地震が先行して発生し

た可能性も指摘されている。 

このため、県、市町等は、南海トラフ地震が

数時間から数日間の時間差で発生し、一般的な

地震発生後の余震対策を凌ぐ後発の地震に対す

る対策を検討し実施するよう努めるものとす

る。 

 

生する場合のほか、南海地震が先行して発生し

た可能性も指摘されている。 

このため、県、市町等は、南海トラフ地震が

数時間から数日間の時間差で発生し、一般的な

地震発生後の余震対策を凌ぐ後発の地震に対す

る対策を検討し実施するよう努めるものとす

る。 

また、令和元年５月に「南海トラフ地震防災対

策推進基本計画」が改訂され「南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震注意、巨大地震注意）など

が発表されることから、行政機関、住民一人一

人、各企業等が、居住地・所在地等の地震に関

する災害リスクを踏まえ、必要な防災対応を自

ら検討、実施する。 

２ 災害の拡大防止対策計画 

(1)住民の防災対応（日頃からの地震への備えの

再確認） 

県は、住民があわてて地震対策をとることが

ないよう、機会を捉えて、「日頃からの地震への

備え」について周知し、同臨時情報発令時に、

「日頃からの地震への備え」の再確認をするこ

ととともに、日常生活を行いつつ、一定期間、

「できるだけ安全な防災行動」をとることを呼

びかける。 

〇「日頃からの地震への備え」の例 

①家具等の固定  

②避難場所・避難経路  

③家族などとの安否確認手段  

④家庭における備蓄、非常持ち出し袋の確認な

ど 

〇「できるだけ安全な防災行動」の例 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

①高いところに物を置かない 

②屋内のできるだけ安全な場所で生活 

③すぐ避難できる準備（非常時持ち出し品等） 

④危険な場所にできるだけ近づかない      

など 

（2）施設・設備などの点検 

県、市町、企業などは、各施設の管理計画など

において点検、巡視の実施必要箇所及び体制を

事前に明示し、同臨時情報発令時には情報収集・

連絡体制の確認および施設・設備のなどの点検

を実施する。 

 

 


