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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   

目次 第８節「滋賀県地震防災プラン」  第８節「滋賀県防災プラン」 【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による

修正 

 第１章 総則   

 第１節 滋賀県における地域防災計画の基

本理念 

  

1 ○ 地域防災計画の目的は、災害に対する県民

の不安を軽減し、安心して暮らせるよう、県

土の安全性を高めることであるとの認識に立

ち、基本理念を「安心して暮らせる安全な県

土の形成」とする。 

  （追記） 

○ 地域防災計画の目的は、災害に対する県民

の不安を軽減し、安心して暮らせるよう、県

土の安全性を高めることであるとの認識に立

ち、基本理念を「安心して暮らせる安全な県

土の形成」とする。 

    なお、本計画に基づく施策推進にあたって

は、2015年 9月の国連サミットで採択された、

国際社会が一丸となって 2030年までに達成す

べき持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の観点を

踏まえながら、取り組んでいくこととする。 

【防災危機管理局】 

ＳＤＧsの観点を追記 

1 （追記） ○ さらに、令和２年における新型コロナウイ

ルス感染症の発生を踏まえ、避難所における

避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取

り入れた防災対策を推進する必要がある。 

【防災危機管理局】 

国の防災基本計画（令和２年５月

修正）に基づく修正 

2 １ 安心して暮らせる「地域」をつくる（第 2

章 第 1節・第 2節） 

防災における「地域(防災圏)」の考え方を確

１ 安心して暮らせる「地域」をつくる（第 2

章 第 1節・第 2節） 

防災における「地域(防災圏)」の考え方を確

【女性活躍推進課】 

国の防災基本計画（令和２年５月

修正）、第 5次男女共同参画基本計画

（令和 2年 12月）に基づく修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

立するとともに、長期的視点に立ち、災害に強

い地域づくりを、地域特性に応じた「基盤」の

整備や自主防災体制の構築などの「しくみ」の

構築、さらには、そのしくみを担う「人」の育

成を通じて推進する。 

また、男女双方の視点に配慮した防災を進め

るため、防災の現場における女性の参画拡大な

ど男女共同参画の視点に配慮した防災体制の確

立に努める。 

立するとともに、長期的視点に立ち、災害に強

い地域づくりを、地域特性に応じた「基盤」の

整備や自主防災体制の構築などの「しくみ」の

構築、さらには、そのしくみを担う「人」の育

成を通じて推進する。 

また、男女共同参画の視点からの取組が進め

られるよう、平常時および災害時における男女

共同参画担当部局および男女共同参画センター

の役割について明確にするなど、防災担当部局

と男女共同参画担当部局が連携した体制整備に

努めるものとする。 

 第３節 行政・防災関係機関・県民の役割

と責務 

  

6 １ 滋賀県地域防災計画(震災対策編)の推進

に向けて 

(3) 行政・防災関係機関・県民の果たすべき役

割と実現へのアクセス 

① 県 

地域防災計画に基づく諸施策は、道路、公

園、県土安全施設、住宅、医療、社会福祉施

設、教育関係施設等、県政各般にわたる施策

の中で総合的かつ計画的に進める必要があ

る。 

このため、県は、具体的な事業の実行計画

１ 滋賀県地域防災計画(震災対策編)の推進

に向けて 

(3) 行政・防災関係機関・県民の果たすべき役

割と実現へのアクセス 

① 県 

地域防災計画に基づく諸施策は、道路、公

園、県土安全施設、住宅、医療、社会福祉施

設、教育関係施設等、県政各般にわたる施策

の中で総合的かつ計画的に進める必要があ

る。 

このため、県は、具体的な事業の実行計画

【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による

修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

とその成果目標を「滋賀県地震防災プラン」 

（平成 30年３月策定）として設定し、計画的か

つ効率的、効果的に地震対策に取り組むこと

とし、本プランを、地震防災対策特別措置法

第１条の２に基づく「地震防災対策の実施に

関する目標」および中央防災会議が地方公共

団体に作成を要請している「地域目標」とし

て位置づける。 

とその成果目標を「滋賀県防災プラン」 

（令和３年３月策定）として設定し、計画的か

つ効率的、効果的に地震対策に取り組むこと

とし、本プランを、地震防災対策特別措置法

第１条の２に基づく「地震防災対策の実施に

関する目標」および中央防災会議が地方公共

団体に作成を要請している「地域目標」とし

て位置づける。 

 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 

(12)近畿総合通信局 

(1) 電波および有線電気通信の監理 

(2) 非常通信訓練の計画およびその実施指導 

(3) 非常通信協議会の育成・指導 

(4) 防災および災害対策に係る無線局の開設

等、整備の指導 

(5) 非常時における重要通信の確保 

(6) 災害対策用移動通信機器等の貸出し 

 （追記） 

４ 指定地方行政機関 

(12)近畿総合通信局 

(1) 電波および有線電気通信の監理 

(2) 非常通信訓練の計画およびその実施指導 

(3) 非常通信協議会の育成・指導 

(4) 防災および災害対策に係る無線局の開設

等、整備の指導 

(5) 非常時における重要通信の確保 

(6) 災害対策用移動通信機器等の貸出し 

(7) 情報伝達手段の多様化・多重化の促進 

【近畿総合通信局】 

国の防災基本計画（令和２年５月

修正）に基づく追記 

13 

 

 

６ 指定公共機関 

 (17)関西電力株式会社  

  （追記） 

６ 指定公共機関 

 (17)関西電力株式会社 

   関西電力送配電株式会社 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更による追記 

 第１章 総則   

 第５節 滋賀県の地勢と地震   

 ５ 地震調査研究推進本部の長期評価等   

25 表 1－5－3 滋賀県内および周辺の主要活断層 表 1－5－3 滋賀県内および周辺の主要活断層 【彦根地方気象台】 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

帯の長期評価一覧 

（表中） 

地震発生確率 

（算定基準日：2020年 1月 1日） 

帯の長期評価一覧 

（表中） 

地震発生確率 

（算定基準日：2021年 1月 1日） 

時点修正 

26 表 1－5－4 南海トラフ地震の長期評価 

（表中） 

地震発生確率 

（算定基準日：2020年 1月 1日） 

表 1－5－4 南海トラフ地震の長期評価 

（表中）地 

震発生確率 

（算定基準日：2021年 1月 1日） 

【彦根地方気象台】 

時点修正 

34 第８節 「滋賀県地震防災プラン」 第８節 「滋賀県防災プラン」 【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による

修正 

34 １ 施策体系 １ 施策体系 【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による

修正 
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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３節 地震防災上緊急に整備すべき施設

等の整備計画 

  

48 ２ 基本方針 ２ 基本方針 【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定よる修
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頁 修正前 修正後 修正理由 

  地震が発生した場合の直接的被害を極力軽

減することや災害応急対策を的確かつ迅速に

実施するため、県および推進地域内市町は、南

海トラフ法第５条第１項第１号および同法施

行令第１条の規定に基づく避難地、避難路、消

防用施設等、地震防災上緊急に整備すべき施

設等について、年次計画を定めその整備に努

める。 

  これらの整備に当たっては、施設全体が未

完成であっても、一部の完成により相応の効

果が発揮されるよう整備の順序および方法に

ついて考慮するものとし、また災害応急対策

等の内容と十分調整のとれたものとする。 

  特に、全国各地で発生した過去の大規模地

震を教訓として、行政の災害対応能力の充実・

強化を「滋賀県地震防災プラン」に基づき推進

する。 

  地震が発生した場合の直接的被害を極力軽

減することや災害応急対策を的確かつ迅速に

実施するため、県および推進地域内市町は、南

海トラフ法第５条第１項第１号および同法施

行令第１条の規定に基づく避難地、避難路、消

防用施設等、地震防災上緊急に整備すべき施

設等について、年次計画を定めその整備に努

める。 

  これらの整備に当たっては、施設全体が未

完成であっても、一部の完成により相応の効

果が発揮されるよう整備の順序および方法に

ついて考慮するものとし、また災害応急対策

等の内容と十分調整のとれたものとする。 

  特に、全国各地で発生した過去の大規模地

震を教訓として、行政の災害対応能力の充

実・強化を「滋賀県防災プラン」に基づき推

進する。 

正 

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） 

消防用施設 317箇所  7,341 

緊急輸送道路 3.8km  5,048 

公的建造物   27施設  16,429 

合    計          109,523 

【地震防災緊急事業五箇年計画総括表（平成 28

～令和 2年度）】 

事業項目 事業量  事業費（百万円） 

消防用施設 317箇所  7,359 

緊急輸送道路 4.4km  5,248 

公的建造物   27施設  16,417 

合    計          109,729 

【防災危機管理局】 

地震防災緊急事業五箇年計画の変

更による修正 

 第４節 都市の防災構造化と建物等の安全

化（土木交通部・教育委員会等） 

第４節 都市の防災構造化と建物等の安全

化（土木交通部・文化スポーツ部等） 

【文化財保護課】 

 文化財保護課が教育委員会から知
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頁 修正前 修正後 修正理由 

事部局に移管による修正 

50 

 

 

 

 

 

 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 都市の防災構造化の推進 

① 都市基盤施設等の整備 

   県・市町は、避難場所の確保や延焼に

よる被害防止に向けて、土地区画整理事

業や市街地再開発事業、住宅市街地総合

整備事業等を活用、市街地の面的な整

備、幹線道路や都市公園など地域構造の

骨格となる基盤施設や防災安全街区、十

分なオープンスペースの確保に努める。 

 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 都市の防災構造化の推進 

① 都市基盤施設等の整備 

   県・市町は、避難場所の確保や延焼に

よる被害防止に向けて、土地区画整理事

業や市街地再開発事業、住宅市街地総合

整備事業、狭あい道路整備等促進事業等

を活用、市街地の面的な整備、幹線道路

や都市公園など地域構造の骨格となる

基盤施設や防災安全街区、十分なオープ

ンスペースの確保に努める。 

 

【建築課】 

社会資本総合交付金事業で実施し

ている狭あい道路整備等促進事業の

位置付けを明確にする必要があるた

め追記 

52 (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。  

(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 825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。  

【文化財保護課】 

時点修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

52 【滋賀県の文化財の状況】              

（令和元年 12月末現在） 

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 

 

【滋賀県の文化財の状況】              

（令和 2年 12月末現在） 

 
●重要伝統的建造物群 ４地区 

●登録有形文化財（建造物） 436件 

●重要文化的景観選定地区 ７地区 

 

【文化財保護課】 

時点修正 

 第２章 災害予防計画   

53 ５節 電力・ガス施設の安全化 
（関西電力(株)、大阪ガス(株)、大津市企

業局、滋賀県ＬＰガス協会） 

５節 電力・ガス施設の安全化 
（関西電力(株)、 関西電力送配電(株)、

大阪ガス(株)、大津市企業局、滋賀県Ｌ

Ｐガス協会） 

【関西電力送配電株式会社】 

 令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

53 

 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 電力施設の総合的な耐震性の強化（関西

電力株式会社） 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 電力施設の総合的な耐震性の強化（関西

電力株式会社、関西電力送配電(株)） 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

53 ① 現況 

電力施設の防災については、平常時から

保安関係規程、支達等に基づき、施設の維持

管理や改良を行うとともに、計画的に巡視

点検、測定を実施している。 

大地震により電力施設に被災の恐れがあ

る場合には、関係情報に留意し、電力供給に

支障を及ぼさないよう措置するとともに、

① 現況 

電力施設の防災については、平常時から

保安関係規程、支達等に基づき、施設の維持

管理や改良を行うとともに、計画的に巡視

点検、測定を実施している。 

大地震により電力施設に被災の恐れがあ

る場合には、関係情報に留意し、電力供給に

支障を及ぼさないよう措置するとともに、

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

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 75 261 235 26 261 

指定美術工芸

品 
639 266 905 － － － 

指定記念物

（史跡名勝天

然記念物） 

85 70 155    

合 計 910 411 1,321 － － － 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

関西電力防災業務計画、同滋賀地域非常災

害対策支達に基づき、各部門に重点的な予

防対策を実施する。 

関西電力および関西電力送配電防災業務計

画、同滋賀地域非常災害対策支達に基づき、

各部門に重点的な予防対策を実施する。 

53 ② 対策目標 

経済産業省防災業務計画に記載された設

備区分に従い、関西電力防災業務計画に記

載の基本的な考え方に基づいて各設備の耐

震性・耐浪性を確保する。 

② 対策目標 

経済産業省防災業務計画に記載された設

備区分に従い、関西電力および関西電力送

配電防災業務計画に記載の基本的な考え方

に基づいて各設備の耐震性・耐浪性を確保

する。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

54 

 

③実施計画 

③-2 防災業務施設および設備の整備 

関西電力は、災害の発生に備え、次の施

設および設備の整備を図る。 

 

③実施計画 

③-2 防災業務施設および設備の整備 

関西電力および関西電力送配電は、災害

の発生に備え、次の施設および設備の整備

を図る。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

55 キ その他災害復旧用施設および設備電気

施設等への供給や電気設備の災害復旧を

円滑に行うため、移動用発変電設備等を確

保し、整備・点検を行う。 

キ その他災害復旧用施設および設備電気

施設等への供給や電気設備の災害復旧を

円滑に行うため、移動用発変電設備等を確

保し、現在時点の配備状況等を確認の上、

リスト化するよう努めるとともに、整備・

点検を行う。 

【関西電力送配電株式会社】 

国の防災基本計画（令和２年５月

修正）に基づく修正 

55 ク 防災機関との事前連携 

関西電力は、災害発生に備え自治体をは

じめとした関係機関と事前協議を行い、災

害発生時に早期連携できるよう努める。 

ク 防災機関との事前連携 

関西電力および関西電力送配電は、災害

発生に備え自治体をはじめとした関係機関

と事前協議を行い、災害発生時に早期連携

できるよう努める。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

55 （追記） ケ 無電柱化の実施 

災害発生時の電柱倒壊による道路の通行

不能を防ぐため、国および県が示す「無電

柱化推進計画」に則り、社会的コスト抑制

を実現するための最適な手法を選択し、無

電柱化を実施する。 

【関西電力送配電株式会社】 

 電線管理者が、無電柱化を進めて

いくため追記。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

55 ③－3 復旧用資機材等の確保および整備 

関西電力は、災害に備え、次の事項を実

施する。 

③－3 復旧用資機材等の確保および整備 

関西電力および関西電力送配電は、災害に

備え、次の事項を実施する。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

56 ③－4 電気事故の防止 

関西電力は、電気設備による公衆災害事故

や電気火災を未然に防止するため、次の事項

を実施する。 

③－4 電気事故の防止 

関西電力および関西電力送配電は、電気設

備による公衆災害事故や電気火災を未然に

防止するため、次の事項を実施する。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 

57 ③－5  防災教育 

関西電力は、災害に関する専門知識の普

及、関係法令集、関係パンフレット等の配

布、検討会・講演会の開催、社内報への関

連記事の掲載等の方法により、従業員に対

する防災教育を実施し、従業員の災害に対

する認識を深めるとともに、防災意識の高

揚に努める。 

③－6  防災訓練 

関西電力は、災害対策を円滑に推進する

ため年 1 回以上、防災訓練を実施し、非常

事態にこの計画が有効に機能することを確

認する。なお、訓練実施にあたっては、参

加者自身の判断も求められるなど実践的な

内容とし、抽出された課題については、体

制等の改善を行うとともに、次回の訓練に

反映させる。また、国および地方公共団体

等が実施する防災訓練には積極的に参加す

る。 

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

③－5  防災教育 

関西電力および関西電力送配電は、災害

に関する専門知識の普及、関係法令集、関

係パンフレット等の配布、検討会・講演会

の開催、社内報への関連記事の掲載等の方

法により、従業員に対する防災教育を実施

し、従業員の災害に対する認識を深めると

ともに、防災意識の高揚に努める。 

③－6  防災訓練 

関西電力および関西電力送配電は、災害

対策を円滑に推進するため年 1 回以上、防

災訓練を実施し、非常事態にこの計画が有

効に機能することを確認する。なお、訓練

実施にあたっては、参加者自身の判断も求

められるなど実践的な内容とし、抽出され

た課題については、体制等の改善を行うと

ともに、次回の訓練に反映させる。また、

国および地方公共団体等が実施する防災訓

練には積極的に参加する。 

③－７ マニュアル類の整備 

関西電力および関西電力送配電は、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

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更に伴う追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

し、従業員へ周知する。 やマニュアル等を整備し、従業員へ周知す

る。 

 第６節 上下水道施設の安全化   

62 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 水道施設の安全化の推進 

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。 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 水道施設の安全化の推進 

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

事業者間の「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、県外水道事業者

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。 

【生活衛生課】 

水道法では水道事業者と記載され

るための修正 

 第７節 通信・放送施設の安全化   

65 ３ 具体的な施策の展開 

(2) 電信電話設備等の災害予防（西日本電信

電話株式会社） 

② 実施計画 

（追記） 

３ 具体的な施策の展開 

(2) 電信電話設備等の災害予防（西日本電信

電話株式会社） 

② 実施計画 

カ 災害時、電柱の倒壊による通信の寸 

断や道路の通行不能を防ぐため、自治

体や他電線管理者と連携および協議を

行い、緊急輸送道路を基本に無電柱化

事業に参画していく。 

【西日本電信電話株式会社】 

電線管理者が、無電柱化を進めて

いくため追記 

 第 10節 道路施設の安全化   
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頁 修正前 修正後 修正理由 

76 

 

 

【道路整備課】 

 道の駅を広域的な防災拠点として

活用していくため追記 

77 ３ 具体的な施策の展開 

(2) 道路施設の災害予防 

（追記）   

３ 具体的な施策の展開 

(2) 道路施設の災害予防 

⑥  無電柱化 

災害時に電柱が倒れ、道路を塞ぐ状況が

発生するなど、緊急の活動に支障が生じる

ことのないように、緊急輸送道路を基本に

無電柱化を実施する。   

【道路整備課】 

道路管理者が無電柱化を進めてい

くため追記 

78 （追記） (6) 道の駅の活用 

災害時において、地域住民や道路利用者、

外国人観光客も含め、安全・安心な場を提供

し、消防、警察、自衛隊をはじめとした応援

部隊の進出拠点や活動拠点、支援物資の輸送

拠点などの拠点として活用できるよう、広域

的な防災拠点としての利用を見込む道の駅

について、防災機能を高めるための整備を行

う。 

【道路整備課】 

 道の駅を広域的な防災拠点として

活用していくため追記。 

 第 11節 河川管理施設、港湾施設等の安全   
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頁 修正前 修正後 修正理由 

化 

79 (3) ダム関連施設の災害予防の推進 

 ダム管理者は、ダム管理用諸設備の点検・日

常管理により機能維持に努めるとともに、長寿

命化計画に基づいた計画的な施設の更新・改良

を行う。 

 

(3) ダム関連施設の災害予防の推進 

 ダム管理者は、ダム管理用諸設備の点検・日

常管理により機能維持に努めるとともに、長寿

命化計画に基づいた計画的な施設の更新・改良

を行う。 

（削除） 

【流域政策局】 

他施設情報との統一 

（ダム施設のみの記載であり、道路

施設、河川・港湾施設、農業用施設

については記載がない。） 

 第 12節 ため池等農業用施設の安全化   

80 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。 

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 1,500

箇所ある。 

【農村振興課】 

 時点修正 

 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 

(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

を把握するとともに、危険性の高いところか

３ 具体的な施策の展開 

(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、524 箇所 714.4ha

であるが、毎年防災パトロールを実施して状況

を把握するとともに、危険性の高いところか

【砂防課】 

時点修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

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。 

82 (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。 

(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 1,237

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。 

【森林保全課】 

再調査結果による数値の修正 

82 (4) 土砂災害防止対策の推進 

① 現況 

 本県を取り巻く山地の稜線は、ほぼ県境と一

致し殆どの河川が琵琶湖に流入し、周囲の山々

から平地までの距離は極めて短く、河川勾配は

急である。さらに地質は、風化花崗岩と古生層

非石灰岩地帯であり、特に洪水時に地震が発生

した場合には、土石流の流出する危険性が極め

て高い。また、対策が必要な土石流危険渓流は、

2,129渓流ある。 

   このため 1,411箇所、32,945.6 ha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、護岸工事を実施して土砂

の扞止、生産抑制、流出土砂の調整等により土

砂災害の軽減に努めている。 

(4) 土砂災害防止対策の推進 

① 現況 

 本県を取り巻く山地の稜線は、ほぼ県境と一

致し殆どの河川が琵琶湖に流入し、周囲の山々

から平地までの距離は極めて短く、河川勾配は

急である。さらに地質は、風化花崗岩と古生層

非石灰岩地帯であり、特に洪水時に地震が発生

した場合には、土石流の流出する危険性が極め

て高い。また、対策が必要な土石流危険渓流は、

2,129渓流ある。 

   このため 1,414箇所、32,952 ha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、護岸工事を実施して土砂の扞

止、生産抑制、流出土砂の調整等により土砂災

害の軽減に努めている。 

【砂防課】 

時点修正 

82 ② 実施計画 

 社会資本整備重点計画法による社会資本整

備重点計画を基本に、緊急度の高い箇所から砂

防堰堤、床固工、山腹工、護岸工等を順次整備

し、土砂流出の防止、渓床の安定を図る。 

 併せて砂防指定地や土砂災害防止法に基づ

く土砂災害警戒区域等の指定促進および住民

② 実施計画 

 社会資本整備重点計画法による社会資本整

備重点計画を基本に、緊急度の高い箇所から砂

防堰堤、床固工、山腹工、護岸工等を順次整備

し、土砂流出の防止、渓床の安定を図る。 

 併せて砂防指定地や土砂災害防止法に基づ

く土砂災害警戒区域等の指定および住民への

【砂防課】 

令和 2年度で 1巡目指定が完了し

たため「促進」を削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

への周知を図るなど、土砂災害の防止、被害の

軽減に努める。 

周知を図るなど、土砂災害の防止、被害の軽減

に努める。 

 第 16節 救助・救急、災害医療体制の充実   

90 １ 施策体系 

（図中） 

第 16節 救助・救急、緊急医療体制の充実 

１ 施策体系 

（図中） 

第 16節 救助・救急、災害医療体制の充実 

【医療政策課】 

 用語の修正 

91 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 

ウ 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。 

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 

ウ 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。 

【医療政策課】 

 誤記修正 

91 ④ 災害拠点病院の整備 

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 

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。 

【医療政策課】 

 現状の体制、今後の方針を踏まえ

た記載の修正 

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、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。 

(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）の整備を行っている。 

【医療政策課】 

現状の体制、今後の方針を踏まえた

記載の修正 

93 (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

(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

【医療政策課】 

現状を踏まえた記載の修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

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た。 

93 (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。 

【医療政策課】 

 システム名称の変更 

 第 17節 災害警備実施体制の整備   

94 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県警察は、県内の被災状況を迅速に収集する

ため、ヘリコプターテレビシステム、ヘリコ

プター衛星通信システム（ヘリサット）、可搬

型カメラ等による画像情報の収集・連絡シス

テムの整備を推進するものとする。 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県警察は、県内の被災状況を迅速に収集する

ため、ヘリコプターテレビシステム、可搬型カ

メラ等による画像情報の収集・連絡システムの

整備を推進するものとする。 

また、収集された画像情報を配信するための

通信網の整備を図るものとする。 

【滋賀県警察本部】 

滋賀県警察のヘリにヘリサットの配

備がないため削除 

95 (5) 地域住民に対する情報提供 

県警察は、交番・駐在所の警察ワイドエリア

ネットワーク（ＷＡＮ）を活用して避難住民を

含めた地域住民に犯罪情報等の情報提供を行う

ため、地震災害に係る情報提供を想定したＷＡ

Ｎ機能の整備を図るものとする。 

(5) 地域住民に対する情報提供等 

県警察は、犯罪情報のメール配信や避難所・仮

設住宅への立寄りを実施し、地域住民への情報

提供および防犯指導を行う。 

【滋賀県警察本部】 

WAN機能は住民への情報提供を想

定したものではないための修正 

 第 18節 物資の確保と緊急輸送体制の

整備 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

96 ２  基本方針  

  大規模地震が発生した場合は、輸送ルート

の途絶や流通機構の停止等により飲料水、食 

料、生活必需品等の供給に大きな支障が生じ

る恐れがあるため、災害発生から概ね３日間 

程度は、これらの物資を被災地内で確保して

おく必要がある。  

このため、県、市町は県民と一体となった

物資の確保体制を構築するとともに、緊急輸 

送の円滑化を図るため緊急輸送ネットワーク

の形成を推進する。  

また、南海トラフ地震、琵琶湖西岸断層帯

を震源とする地震等の被害想定に基づき、食

料、飲料水等の必要量等をあらかじめ計画

し、地震発生に備えるものとする。 

（追記） 

２  基本方針  

  大規模地震が発生した場合は、輸送ルート

の途絶や流通機構の停止等により飲料水、食 

料、生活必需品等の供給に大きな支障が生じ

る恐れがあるため、災害発生から概ね３日間 

程度は、これらの物資を被災地内で確保して

おく必要がある。  

このため、県、市町は県民と一体となった

物資の確保体制を構築するとともに、緊急輸 

送の円滑化を図るため緊急輸送ネットワーク

の形成を推進する。  

また、南海トラフ地震、琵琶湖西岸断層帯

を震源とする地震等の被害想定に基づき、食

料、飲料水等の必要量等をあらかじめ計画

し、地震発生に備えるものとする。  

さらに、県および市町は、事前に物資調達・

輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の

確認を行うとともに、あらかじめ登録されて

いる物資の輸送拠点を速やかに開設できるよ

う、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設

手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の

提供を含め、速やかな物資支援のための準備

に努める。 

【防災危機管理局】 

国の防災基本計画（令和２年５月修

正）に基づく追記 

96 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 食料・生活必需品の確保 

① 食料・生活必需品の確保 

ア 食料の確保 

 被災者への食料の供給は、炊き出し体制が

整うまでの発災後１～３日間は、備蓄してあ

るビスケットやアルファ化米等の非常食（以

下「非常食」という。）を中心に供給し、概ね

３ 具体的な施策の展開 

(1) 食料・生活必需品の確保 

① 食料・生活必需品の確保 

ア 食料の確保 

 被災者への食料の供給は、炊き出し体制

が整うまでの発災後１～３日間は、備蓄して

あるパンやアルファ化米等の非常食（以下

「非常食」という。）を中心に供給し、概ね４

【健康福祉政策課】 

ビスケットからパンに更新 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

４日目以降は、米飯、弁当等の炊き出しを実

施する。 
日目以降は、米飯、弁当等の炊き出しを実施

する。 

97 ② 県による備蓄等 

イ 災害時緊急物資の品目 

(ⅰ)食料 

 保存食料は、調理が不要または簡易である

ことが求められ、かつその保管も長期にわた

り、簡易な方法で保管できることが求められ

る。 

一般的に保存食料とされているビスケット等

を中心とした備蓄のほか、高齢者や食物アレ

ルギーに配慮した食料備蓄に努める。 

② 県による備蓄等 

イ 災害時緊急物資の品目 

(ⅰ)食料 

 保存食料は、調理が不要または簡易である

ことが求められ、かつその保管も長期にわた

り、簡易な方法で保管できることが求められ

る。 

一般的に保存食料とされているパンやアルフ

ァ化米等を中心とした備蓄のほか、高齢者や

食物アレルギーに配慮した食料備蓄に努め

る。 

【健康福祉政策課】 

ビスケットからパンやアルファ化

米に更新 

97 

 
 

【健康福祉政策課】 

飲料水は令和元年度にすべて賞味

期限到来、更新しなかったため削

除。 

不織布マスクは令和２年度に新規

調達したため追記 

98 

  

【健康福祉政策課】 

保管場所、保管委託業者名および

電話番号の変更 

 第 19節 広域避難・避難収容体制の整備   

103 ３具体的な施策の展開 

(2) 避難地（避難場所）、避難路の整備 

① 地震防災対策特別措置法に基づく避難

３具体的な施策の展開 

(2) 避難地（避難場所）、避難路の整備 

① 地震防災対策特別措置法に基づく避難

【都市計画課】 

調査報告書については破棄されたた
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頁 修正前 修正後 修正理由 

地、避難路の整備推進 

市町は、避難計画に基づいて「都市防災構造

化対策に関する調査報告書」（国土交通省都市

局都市再開発防災課）等に留意しつつ、的確

な避難地、避難路の整備を推進する。 

地、避難路の整備推進 

 市町は、避難計画に基づいて的確な避

難地、避難路の整備を推進する。 

 

め削除 

105 (4) 避難所の運営管理体制の構築等 

③ 男女双方の視点等への配慮 

各避難所運営管理者は、避難所の運営

における女性の参画を推進するとともに、

男女のニーズの違い等男女双方の視点等に

配慮するものとする。特に、女性専用の物

干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用

品、女性用下着の女性による配布、避難所

における安全性の確保など、女性や子育て

家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努

める。 

(4) 避難所の運営管理体制の構築等 

③ 男女双方の視点等への配慮 

各避難所運営管理者は、避難所の運営におけ

る女性の参画を推進するとともに、男女のニ

ーズの違い等男女双方の視点等に配慮するも

のとする。特に、プライバシーを十分に確保

できる間仕切りの工夫や、異性の視線が気に

ならない男女別の更衣室や物干し場、入浴設

備、安全で清潔な男女別トイレ、授乳室の設

置、生理用品・女性用下着の女性による配

布、避難所における安全性の確保など、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運

営に努める。 

【女性活躍推進課】 

災害対応力を強化する女性の視点

～男女共同参画の視点からの防災・

復興ガイドライン～（令和２年５月 

内閣府男女共同参画局策定）に基づ

く修正 

105 (5) 応急仮設住宅の設置のための備え 

① 応急仮設住宅建設適地の把握 

（表中） 

ア ２次災害発生の危険性の検討 

崖の近傍や延焼等の恐れのある住宅密集

地等、２次災害の危険性がある場所を避け

る等、周辺環境を十分検討し安全性の高い

場所を選定する。 

 

 

 

イ 水道、電気、ガス等の条件検討 

ウ 応急仮設住宅建設資材を搬入すること

(5) 応急仮設住宅の設置のための備え 

① 応急仮設住宅建設適地の把握 

（表中） 

ア ２次災害発生の危険性の検討 

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警

戒区域・土砂災害警戒区域や未調査地域の

場合は、それらになり得る区域、水防法に

基づく浸水想定区域や延焼等の恐れのある

住宅密集地等、２次災害の危険性がある場

所を避ける等、周辺環境を十分検討し安全

性の高い場所を選定する。 

イ 水道、電気、ガス等の条件検討 

ウ 応急仮設住宅建設資材を搬入すること

【住宅課】 

例示や不足部分の追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

が容易な場所を選定する。 

 

が容易な場所を選定する。 

エ 応急仮設住宅の敷地として一定期間の

利用が可能であること。 

（大規模災害の場合、2年以上の利用が見

込まれるため。） 

オ 原則、公有地であること。 

105 ② 公営住宅および民間賃貸住宅等の利用への

備え 

  東日本大震災では公営住宅や民間賃貸住宅

等を借り上げ、応急仮設住宅とする、いわゆ

る「みなし仮設」が広く利用されたことを踏

まえ、事前に利用への備えを行う。 

ア 公営住宅 

   県や市町は、所管する公営住宅の状況か

ら「みなし仮設」として提供できる戸数等

を常に把握しておくとともに、入居者に対

する物品供与等について事前に取り決めて

おく。 

イ 民間賃貸住宅等 

   県は、民間賃貸住宅および空き家等利

用可能な既存住宅の利用を図るため、関係団

体等と災害時応援協定の締結を推進するとと

もに、民間賃貸住宅等を「みなし仮設」とす

る場合のルールを事前に検討しておく。 

② 公営住宅および民間賃貸住宅等の利用への

備え 

  東日本大震災では公営住宅や民間賃貸住宅

等を借り上げ、応急仮設住宅とする、いわゆ

る「みなし仮設」が広く利用されたことを踏

まえ、事前に利用への備えを行う。 

ア 公営住宅 

   県や市町は、所管する公営住宅の状況に

応じて、すぐに提供できる空き戸数等をあ

らかじめ把握しておくとともに、入居者に

対する物品供与等について事前に取り決め

ておく。 

イ 民間賃貸住宅等 

   県は、民間賃貸住宅の空き室を提供

するため、関係団体等と災害時協定の締結を

推進するとともに、民間賃貸住宅を「賃貸型

応急住宅」とする場合のルールを事前に取り

決めておく。 

【住宅課】 

表現の修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

106 ③ 関係団体等との連携の強化 

応急仮設住宅の設置に際しては、関係団体

等の協力が不可欠であり、平常時から相互の

連携強化に努める。 

ア 災害時応援協定の締結 

県は応急仮設住宅を迅速、円滑に設置するた

め、関係団体等との災害時応援協定の締結

を進める。現在、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、

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

および一般社団法人全国木造建設事業協会

との間で応援に関する協定を締結してい

る。 

③ 関係団体等との連携の強化 

応急仮設住宅の設置に際しては、関係団体

等の協力が不可欠であり、平常時から相互の

連携強化に努める。 

ア 災害時応援協定の締結 

県は応急仮設住宅を迅速、円滑に設置するた

め、関係団体等との災害時応援協定の締結

を進める。現在、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、

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、一般社団法人全国木造建設事業協会お

よび一般社団法人全国クレーン建設業協会

滋賀県支部との間で応援に関する協定を締

結している。 

【住宅課】 

協定締結団体の追加 

106 イ 連絡体制の充実 

県は、応援協定を締結した各団体との連

携を強化するため、緊急時の連絡体制や資

機材のストック状況等について、相互の意

志疎通を図る機会を定期的に設けるなど、

相互の協力体制の緊密化に努める。 

なお、県では平成９年８月にこれら団体

との間で「災害時相互応援ネットワーク協

議会」を設置している。 

イ 連絡体制の充実 

県は、応援協定を締結した各団体との連

携を強化するため、緊急時の連絡体制や資

機材のストック状況等について、相互の意

志疎通を図る機会を定期的に設けるなど、

相互の協力体制の緊密化に努める。 

 （削除） 

【住宅課】 

実態がないため削除 

107 第 20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) 

第 20節 要配慮者の安全確保と支援体

制の強化(知事公室・総合企画部・健康医

療福祉部・商工観光労働部・土木交通部) 

【国際課】 

組織改編による修正（国際課が商

工観光労働部から総合企画部に移

管） 

107 ２ 基本方針 

  災害時における高齢者・障害者・医療等を

２ 基本方針 

  災害時における高齢者・障害者・医療等を
【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による
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頁 修正前 修正後 修正理由 

必要とする在宅療養者・外国人・乳幼児・妊

産婦等の要配慮者には、情報伝達、避難誘

導、介護支援等のきめ細かな配慮が必要であ

る。 

  このため県と市町は連携して、要配慮者の

うち、自力で避難することが困難な高齢者・

障害者等の避難行動要支援者名簿の整備や個

別計画の策定、避難体制の整備や社会福祉施

設等の防災体制の構築、また、福祉避難所の

設定や応急仮設住宅の建設等、要配慮者に迅

速・的確に対応するための体制や施設の整備

を図る。 

  特に、全国各地で発生した大規模地震の教

訓を踏まえ、寄り添い型・協働型避難

者支援の実現と要配慮者への合理的な

配慮の提供を「滋賀県地震防災プラ

ン」に基づき推進する。 

必要とする在宅療養者・外国人・乳幼児・妊

産婦等の要配慮者には、情報伝達、避難誘

導、介護支援等のきめ細かな配慮が必要であ

る。 

  このため県と市町は連携して、要配慮者の

うち、自力で避難することが困難な高齢者・

障害者等の避難行動要支援者名簿の整備や個

別計画の策定、避難体制の整備や社会福祉施

設等の防災体制の構築、また、福祉避難所の

設定や応急仮設住宅の建設等、要配慮者に迅

速・的確に対応するための体制や施設の整備

を図る。 

  特に、全国各地で発生した大規模地震の教

訓を踏まえ、寄り添い型・協働型避難

者支援の実現と要配慮者への合理的な

配慮の提供を「滋賀県防災プラン」に

基づき推進する。 

修正 

107 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 避難行動要支援者の避難体制の構築 

県や市町は、自力で避難することが困難

な高齢者・障害者等の避難行動要支援者を

適切に避難誘導するため、地域住民や自主

防災組織等との連携を図りながら、平常時

から適切な避難誘導体制の整備に努める。 

また、日本語の理解が困難な外国人等に必要な

情報を確実に伝達し、災害発生時に迅速かつ

的確な行動がとれるよう、避難場所や避難経

路標識等の簡明化、多言語化など防災環境づ

くりに努める。 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 避難行動要支援者の避難体制の構築 

県や市町は、自力で避難することが困難

な高齢者・障害者等の避難行動要支援者を

適切に避難誘導するため、地域住民や自主

防災組織等との連携を図りながら、平常時

から適切な避難誘導体制の整備に努める。 

また、日本語の理解が困難な外国人等に必要な

情報を確実に伝達し、災害発生時に迅速かつ

的確な行動がとれるよう、避難場所や避難経

路標識等の簡明化、多言語化など防災環境づ

くりに努めるとともに、災害時にやさしい日

本語や多言語による情報提供などの外国人支

援活動を行うボランティアの確保・育成に努

【国際課】 

 具体的取組を追記 



   

23 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

める。 

109 (2) 社会福祉施設等における防災体制の構築 

 

   社会福祉施設の防災体制については、各

社会福祉施設の設備および運営基準等を定

める条例や県の社会福祉施設監査等を通じ

て、防災対策計画の策定、事業継続、近隣

の地域住民や自主防災組織、施設との関係

の深いボランティア等との連携強化等の指

導を行っているが、次の事項を重点に一層

の防災体制の充実に努める。 

 

① 防災設備等の整備 

社会福祉施設の管理者は、災害に対する

施設の安全性を高めるとともに、電気、

水道等の供給停止に備えて、実態に応じ

た施設入所者の最低限度の生活維持に必

要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄を行

う。 

     また、これらの備蓄に併せて施設機能の

応急復旧等に必要な非常用発電機等の防

災資機材の整備を行う。 

 

② 組織体制の整備 

社会福祉施設の管理者は、地震災害が

発生した場合に迅速・的確に対応できる

よう、あらかじめ施設内の防災組織を整

えておく。 

また、地域住民との連携を密にし、入

所者の実態等に応じた協力が得られる体

制づくりに努める。 

(2) 社会福祉施設および医療施設等における

防災体制の構築 

   社会福祉施設および医療施設等の防災体

制については、各社会福祉施設の設備およ

び運営基準等を定める条例や県の社会福祉

施設監査、医療機関立入検査等を通じて、

防災対策計画の策定、事業継続、近隣の地

域住民や自主防災組織、施設との関係の深

いボランティア等との連携強化等の指導を

行っているが、次の事項を重点に一層の防

災体制の充実に努める。 

① 防災設備等の整備 

社会福祉施設および病院等の管理者は、

災害に対する施設の安全性を高めるとと

もに、電気、水道等の供給停止に備え

て、実態に応じた施設入所者および入院

患者の最低限度の生活維持に必要な食

料、飲料水、医薬品等の備蓄を行う。 

    また、これらの備蓄に併せて施設機能の

応急復旧等に必要な発災後 72時間の事業

継続が可能となる非常用電源を確保する

よう努めるものとする。 

② 組織体制の整備 

社会福祉施設および医療施設等の管理

者は、地震災害が発生した場合に迅速・

的確に対応できるよう、あらかじめ施設

内の防災組織を整えておく。 

また、地域住民との連携を密にし、入

所者の実態等に応じた協力が得られる体

制づくりに努める。 

【健康福祉政策課、医療政策課、医

療福祉推進課】 

 国の防災基本計画（令和２年５月

修正）に基づく修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

③ 緊急連絡体制の整備 

社会福祉施設の管理者は、地震災害の

発生に備え、情報伝達手段、方法を明確

にするとともに、市町等の関係機関との

緊急連絡体制を整える。 

 

④ 入所者情報の整備 

社会福祉施設の管理者は、施設の倒壊

等による避難に備え、入所者の名簿およ

び避難（移動）手段および生活支援に関

する個人情報を整えておく。 

 

⑤ 防災教育、防災訓練の実施 

社会福祉施設の管理者は、職員や入所

者が地震災害等に関する基礎的な知識や

災害時にとるべき行動等について理解や

関心を高めるため、定期的に防災教育・

訓練を実施する。 

 

⑥ （省略） 

（追記） 

③ 緊急連絡体制の整備 

社会福祉施設および医療施設等の管理

者は、地震災害の発生に備え、情報伝達

手段、方法を明確にするとともに、市町

等の関係機関との緊急連絡体制を整え

る。 

④ 入所者および入院患者情報の整備 

社会福祉施設および医療施設等の管理

者は、施設の倒壊等による避難に備え、

入所者および入院患者の名簿および避難

（移動）手段および生活支援に関する個

人情報を整えておく。 

⑤ 防災教育、防災訓練の実施 

社会福祉施設および医療施設等の管

理者は、職員や入所者、入院患者が地震

災害等に関する基礎的な知識や災害時に

とるべき行動等について理解や関心を高

めるため、定期的に防災教育・訓練を実

施する。 

⑥ （省略） 

⑦ 非常用電源の確保 

県は、大規模停電発生時に電源車の配備

等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支

援を受けられるよう、あらかじめ社会福祉

施設および病院が保有する非常用電源の設

置状況等の収集に努めるものとする。 

110 （5）災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の設置 

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

（5）災害派遣福祉チーム（しが DWAT）の設置 

②チームの編成 

しが DWATは、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。 

【健康福祉政策課】 

別表はないため削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

た者により構成する。 

 第 25節 地震防災上必要な教育および

広報に関する計画 

  

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、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。 

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。 

【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による修

正 

119 ３ 具体的な施策の展開 

(1) 防災教育・研修の充実 

④ 防災担当者への研修の充実 

県職員を対象とした防災教育の内容は、

少なくとも次の事項を含むものとする。 

(ⅶ)内閣府の「男女共同参画の視点からの    

防災・復興の取組指針」に基づく避難所の

運営に関する知識 

３ 具体的な施策の展開 

(1) 防災教育・研修の充実 

④ 防災担当者への研修の充実 

県職員を対象とした防災教育の内容は、

少なくとも次の事項を含むものとする。 

(ⅶ)内閣府の「男女共同参画の視点からの

防災・復興の取組指針、同ガイドライ

ン」に基づく避難所の運営に関する知識 

【女性活躍推進課】 

 災害対応力を強化する女性の視

点～男女共同参画の視点からの防

災・復興ガイドライン～（令和２年

５月 内閣府男女共同参画局策定）

を追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

⑤ 企業防災の促進 

（省略） 

⑥ 防災知識の普及、訓練における要配慮

者等への配慮 

防災知識の普及、訓練を実施する際は、要

配慮者に十分に配慮し、地域において要配慮

者を支援する体制が整備されるよう努めると

ともに、災害時の男女のニーズの違い等、男

女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

また、内閣府の「男女共同参画の視点からの災

害・復興の取組指針」に基づき、市町への情

報提供を行い、災害対策に女性の視点を十分

に反映させていくよう努める。 

⑤ 企業防災の促進 

（省略） 

⑥ 防災知識の普及、訓練における要配慮

者等への配慮 

防災知識の普及、訓練を実施する際は、

要配慮者に十分に配慮し、地域において要

配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに、災害時の男女のニーズの違

い等、男女双方の視点に十分配慮するよう

努める。 

また、内閣府の「男女共同参画の視点からの災

害・復興の取組指針、同ガイドライン」に基

づき、市町への情報提供を行い、災害対策に

女性の視点を十分に反映させていくよう努め

る。 

 第 27節 自主防災組織の整備   

124 １ 施策体系 

 

１ 施策体系 

 

【防災危機管理局】 

 風水害編と整合させるため追記 

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

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

【女性活躍推進課】 

災害対応力を強化する女性の視点男

女共同参画の視点からの防災・復興

ガイドライン（令和２年５月 内閣

府男女共同参画局策定）に基づく修
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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Ｏ

Ｂ、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。 

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Ｏ

Ｂ、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ととも

に男性リーダーの理解促進につながるよう配

慮する。 

正 

125  （追記） ４ 施設における自主防災計画 

 大地震が発生した場合、高層建築物、地下

道、学校、劇場、病院等多数の者が出入り

し、または、利用する施設および石油等、ガ

ス等の危険物を製造もしくは保管する施設ま

たは多人数が従事する工場、事業所において

は、火災の発生、浸水被害や危険物類の流

出、爆発等により大規模な被害発生が予想さ

れるのでこれらの被害の防止と軽減を図るた

め、施設の代表者や責任者は、自主防災組織

を編成し、あらかじめ消防、防災計画をたて

ておくものとする。 

【防災危機管理局】 

 風水害編と整合させるため追記 

126 第 28節 災害ボランティアへの支援 

(知事公室・県民生活部・健康医療福祉

部・土木交通部・商工観光労働部、県社会

福祉協議会) 

第 28節 災害ボランティアへの支援 

(知事公室・総合企画部・健康医療福祉部・

土木交通部、県社会福祉協議会) 

【商工政策課】 

組織改編による修正（国際課が商工

観光労働部から総合企画部に移管） 

 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   

132 ２ 県の活動体制 ２ 県の活動体制 【滋賀県警察本部】 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

(4) 災害対策本部、地方本部 

県に災害対策本部が設置された場合には、他

の法令に基づき設置されている「滋賀

県水防本部」および「滋賀県警察警備

体制」は、それぞれ災害対策本部体制

に一元化する。 

(4) 災害対策本部、地方本部 

   県に災害対策本部が設置された場合に

は、他の法令に基づき設置されている

「滋賀県水防本部」および「滋賀県警察

警備本部」は、それぞれ災害対策本部体

制に一元化する。 

表現の修正 

133 ③ 編成組織 

 

③ 編成組織 

 

【防災危機管理局】 

組織改編による修正（県民生活部

から総合企画部へ変更） 

 第３節 相互協力計画   

142 ５ 市町との相互協力 

(1) 被災市町の市町本部長は、災害応急対策実

施のため必要があるときは、県本部長（防災

危機管理局）に応援（職員の派遣を含む。以

下同じ）または応援のあっ旋を求めるなどし

て災害対策に万全を期す。 

県は、求められた災害応急対策全般につい

て応諾義務を負う。 

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、家屋被害認定やり災証明

書の発行等、被災地の早期復興と被災者の生

５ 市町との相互協力 

(1) 被災市町の市町本部長は、災害応急対策実

施のため必要があるときは、県本部長（防災

危機管理局）に応援（職員の派遣を含む。以

下同じ）または応援のあっ旋を求めるなどし

て災害対策に万全を期す。 

県は、求められた災害応急対策全般につい

て応諾義務を負う。 

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、家屋被害認定やり災証明

書の発行等、被災地の早期復興と被災者の生

【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による修

正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

活再建に必要不可欠な市町の業務について、

県と市町間の連携を強化し「滋賀県地震防災

プラン」に基づき支援するものとする。 

活再建に必要不可欠な市町の業務について、

県と市町間の連携を強化し「滋賀県防災プラ

ン」に基づき支援するものとする。 

143 ７ 防災関係機関との相互協力 

(1) 県と防災関係機関の協力体制 

  県が災害対策本部を設置した場合には、

各防災関係機関は県本部に連絡および調

整を目的として連絡員を派遣するととも

に、無線、携帯電話等の可搬式の通信機を

用いてその連絡員と防災関係機関との間

の情報連絡手段を確保し、「滋賀県災害時

受援計画」に基づき、県本部と防災機関と

の間の緊密な情報連絡体制および連携体

制を確立する。 

  なお、無線、携帯電話等の確保が不十分

な場合は、国や通信事業者から通信機器の

貸与を受ける等通信手段の確保に努める。 

  以下の機関が連絡員を派遣することと

する。 

（表中） 

 ・ 関西電力株式会社 

 

７ 防災関係機関との相互協力 

(1) 県と防災関係機関の協力体制 

  県が災害対策本部を設置した場合には、

各防災関係機関は県本部に連絡および調

整を目的として連絡員を派遣するととも

に、無線、携帯電話等の可搬式の通信機を

用いてその連絡員と防災関係機関との間

の情報連絡手段を確保し、「滋賀県災害時

受援計画」に基づき、県本部と防災機関と

の間の緊密な情報連絡体制および連携体

制を確立する。 

  なお、無線、携帯電話等の確保が不十分

な場合は、国や通信事業者から通信機器の

貸与を受ける等通信手段の確保に努める。 

  以下の機関が連絡員を派遣することと

する。 

（表中） 

 ・ 関西電力株式会社 

・ 関西電力送配電株式会社 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更による追記 

145 ９ 公共的団体等との協力体制の確立 

(4) 県と公共的団体等との事前協議 

災害時に他機関の円滑な協力が得られる

よう、県は平常時から連携体制の構築を図

る。県は、次のとおり協定等を締結している。

（災害時応援協定編参照） 

① 災害救助に必要な物資の調達に関する

協定（滋賀県生活協同組合連合会） 

② 災害時における物資等の輸送に必要な

９ 公共的団体等との協力体制の確立 

(4) 県と公共的団体等との事前協議 

災害時に他機関の円滑な協力が得られる

よう、県は平常時から連携体制の構築を図

る。県は、次のとおり協定等を締結している。  

（災害時応援協定編参照） 

① 災害救助に必要な物資の調達に関する

協定（滋賀県生活協同組合連合会） 

② 災害時における物資等の輸送に必要な

【健康福祉政策課】 

協定を新たに締結したため追記 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

漁船の応援に関する協定 

（滋賀県漁業協同組合連合会） 

③ 災害時の医療救護活動に関する協定 

（一般社団法人滋賀県歯科医師会、一般社

団法人滋賀県病院協会） 

 

漁船の応援に関する協定 

（滋賀県漁業協同組合連合会） 

③ 災害時の医療救護活動に関する協定 

（一般社団法人滋賀県歯科医師会、一般社 

法人滋賀県病院協会） 

④ 滋賀県災害派遣福祉チームの派遣に関

する協定・滋賀県災害派遣福祉チームの派

遣調整に関する協定 

（滋賀県老人福祉施設協議会、滋賀県児童成

人福祉施設協議会、滋賀県保育協議会、滋

賀県介護サービス事業者協議会連合会、滋

賀県社会福祉協議会） 

⑤ 大規模災害時の福祉避難所等における

人的支援に関する協定書 

 （公益社団法人滋賀県社会福祉士会） 

⑥ 大規模災害時の福祉避難所等における

人的支援に関する協定書 

 （一般社団法人滋賀県社会福祉士会） 

146 10 民間との協力 

(19)無償団体救援協定（災害一般廃棄物の収集

運搬） 

（滋賀県環境整備事業協同組合)  

（湖北環境協同組合） 

10 民間との協力 

(19)無償団体救援協定（災害一般廃棄物の収集

運搬） 

（滋賀県環境整備事業協同組合)  

 

【循環社会推進課】 

令和 2年 6月 30日付けで協定を解

除したため削除 

147 (20)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） 

(20)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）） 

【循環社会推進課】 

団体名の変更 

162 第６節 救急救助および保健医療救護計画 

(知事公室、健康医療福祉部) 

第６節 救急救助および保健医療救護計画 

(知事公室、健康医療福祉部、県警察) 
【滋賀県警察本部】 

組織名の追加 

163 ４ 医療救護活動計画 

県本部ならびに市町本部、病院および有床

４ 医療救護活動計画 

県本部ならびに市町本部、病院および有床
【医療政策課】 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。  

(1) 第１フェーズ（発生から３時間程度） 

 （省略） 

(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 

 
(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 

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、

それぞれのフェーズ（局面）に応じた適正な

医療救護活動を以下のとおり示す。  

(1) 第１フェーズ（発生から３時間程度） 

 （省略） 

(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 こころのケアチーム（DPAT）の派遣要

請 

④ 他府県への支援要請 

(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（DPAT）の活動調整 

② 他府県からの医療救護班の受入要

請 

 表現の修正 

 

 

【障害福祉課】 

 文章の追加および修正 

164 ５ 医療救護体制 

(1) 病院等の被災状況等の把握 

   災害医療地方本部は市町本部と連

携し、広域災害・救急医療情報システム、電話、

防災無線、徒歩等あらゆる手段を用い、病院等

の被災状況等を把握する。 

５ 医療救護体制 

(1) 病院等の被災状況等の把握 

   保健医療調整地方本部は市町本部

と連携し、広域災害・救急医療情報シス

テム、電話、防災無線、徒歩等あらゆる手

段を用い、病院等の被災状況等を把握す

る。 

【医療政策課】 

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

いて」）に基づく体制の見直しによる

修正 

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

(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（DPAT）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

【障害福祉課】 

「DPAT」の追加 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

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（DPAT）の派遣を

要請するものとする。 

165 ④ 医療、助産救護班、こころのケアチーム 

医療、助産活動は、各医療機関が有する医療

チームや日本医師会災害医療チーム

（JMAT）、こころのケアチームをはじめと

する医療関係団体が構成する医療チーム、

原則として市町本部が設置する救護所に

おいて医療、助産活動を行う。 

④ 医療、助産救護班、こころのケアチーム

（DPAT） 

各医療関係団体および関係機関が派遣する

医療チーム。原則として市町本部が設置す

る救護所において医療、助産活動を行う。 

【障害福祉課】 

「DPAT」の追加 

【医療政策課】 

 誤記訂正 

 ウ こころのケアチームの業務 

(ⅰ)被災者の心理的影響についての情報の  

収集 

(ⅱ)心のケアを必要とする人へのケアの提  

供 

(ⅲ)その他、地元地域の要請に応じた支援 

ウ こころのケアチーム（DPAT）の業務 

(ⅰ)診療機能の維持が困難となった精神保

健医療機関の支援 

(ⅱ)受診困難となった精神障害者の医療・相

談・ケアの提供 

(ⅲ)被災により新たに発症した精神障害の

医療・相談・ケアの提供 

(ⅳ)被災者住民全体のメンタルヘルスの

保持増進に係る活動等 

【障害福祉課】 

「DPAT」の追加および自治体の災害

時精神保健医療福祉活動マニュアル

から、実態に合った内容に修正 

166 ６ 病院等の初動活動（医療政策課、薬務感

染症対策課） 

６ 病院等の初動活動（医療政策課、薬務課） 【薬務課】 

課名の変更による修正 

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。 

(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。 

【医療政策課】 

 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

について」）に基づく体制の見直しに

よる修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

(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 

① 簡易な修繕等により原状復帰が可能な病

院等 

ア 重症および人工透析など継続治療を要す

る入院患者を原状復帰するまで一時的に後

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。 

イ 病院等は、速やかに診療機能の原状復帰に

必要な修繕を行うとともに不足する医薬品・

衛生材料および医療資器材および医療従事

者等を災害医療地方本部に供給要請する。 

 

ウ 原状復帰後は災害医療地方本部に報告す

るとともに、上記の救護活動を行う。 

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） 

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。 

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保健医療調整

地方本部等に供給要請する。 

（削除） 

 

 

(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 

① 支援が必要な病院等 

 

ア 重症および人工透析など継続治療を要す

る入院患者を原状復帰するまで一時的に後

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、保健医療調整地方本部等

に協力要請する。 

イ 病院等は、速やかに診療機能の原状復帰に

必要な修繕を行うとともに不足する医薬品・

衛生材料および医療資器材および医療従事

者等を保健医療調整地方本部等に供給要請

する。 

 （削除） 

 

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） 

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、保健医療

調整地方本部等に協力要請する。 

169 11 医薬品等の備蓄および調達計画（薬務感染 11 医薬品等の備蓄および調達計画（薬務課） 【薬務課】 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

症対策課） 課名の変更による修正 

169 (1)医薬品等の供給 

県は、滋賀県医薬品卸協会、京都医療機器協会、

日本産業・医療ガス協会京滋支部、 

(1)医薬品等の供給 

県は、滋賀県医薬品卸協会、京都医療機器協会、

日本産業・医療ガス協会近畿地域本部京滋支

部、 

【薬務課】 

関係団体名の修正 

170 12 保健衛生および防疫計画（健康福祉政策

課、医療政策課、健康寿命推進課、障害福祉課、

薬務感染症対策課、生活衛生課、健康寿命推進

課） 

12 保健衛生および防疫計画（健康福祉政策

課、医療政策課、健康寿命推進課、障害福祉課、

薬務課、生活衛生課、健康寿命推進課） 

【薬務課】 

課名の変更による修正 

172 (5) 防疫活動 

③ 市町本部が行う防疫活動の種別と方法 

ア 保健所と連携して、検病調査および予防宣

伝を実施する。 

イ 家屋、道路等の消毒を行う。 

ウ そ族昆虫等の駆除を行うものとする。 

エ 第 15節「給水計画」に基づく家庭用水の供

給を行う。 

オ 臨時予防接種の実施を県本部に求めるこ

とができる。 

カ 県職員の指導のもとに、避難所等における

防疫活動を実施する。 

  また、市町は自らが設置する避難所に隣接

して、愛玩動物の収容所を獣医師等の助言・

協力を得て設置するよう検討する。 

(5) 防疫活動 

③ 市町本部が行う防疫活動の種別と方法 

ア 保健所と連携して、検病調査および予防宣

伝を実施する。 

イ 家屋、道路等の消毒を行う。 

ウ そ族昆虫等の駆除を行うものとする。 

エ 第 15節「給水計画」に基づく家庭用水の供

給を行う。 

オ 臨時予防接種の実施を県本部に求めるこ

とができる。 

カ 県職員の指導のもとに、避難所等における

防疫活動を実施する。 

  また、市町は自らが設置する避難所に隣接

して、愛玩動物の飼育場所を獣医師等の助

言・協力を得て設置するよう検討する。 

【生活衛生課】 

「滋賀県災害時ペット同行避難ガ

イドライン」の用語と統一による修

正 

 第７節 情報連絡計画   

180 ３ 地震および災害に関する情報の収集およ

び伝達 

(3) 地象、水象に関する情報の伝達について 

③ 情報の伝達系統 

地震情報の経路図は、次に掲げるとおりと

３ 地震および災害に関する情報の収集およ

び伝達 

(3) 地象、水象に関する情報の伝達について 

③ 情報の伝達系統 

地震情報の経路図は、次に掲げるとおりと

【彦根地方気象台】 

伝達手段に整合させるための修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

する。 

  

する。 

 
180 【情報伝達経路図】（図中） 

関西電力株式会社送配電カンパニー滋賀電

力部滋賀給電制御所 

【情報伝達経路図】（図中） 

関西電力送配電株式会社滋賀支社電力本部 

滋賀給電制御所 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2 年 4 月 1 日分社化に伴う社

名変更による修正 

180 【情報伝達経路図】（図中） 

・防災危機管理局は、気象庁防災情報提供シス

テム（インターネット） 

・陸上自衛隊今津駐屯地（第３戦車大隊）は、

気象庁防災情報提供システム 

【情報伝達経路図】（図中） 

・防災危機管理局は、気象情報伝送処理システ

ム 

・陸上自衛隊今津駐屯地（第３戦車大隊）は、

気象庁防災情報提供システム（インターネッ

ト） 

【彦根地方気象台】 

報伝達通信システム経路の修正 

181 (4) 南海トラフ地震臨時情報の収集、伝達およ

び県の体制 

② 「南海トラフ地震に関連する情報（臨

時）」の通知 

(4) 南海トラフ地震臨時情報の収集、伝達およ

び県の体制 

② 「南海トラフ地震に関連する臨時情報」

の通知 

【彦根地方気象台】 

「南海トラフ地震臨時情報」として

運用しているため修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

186 (6) 被害状況等の収集と報告 

③ 被害状況の伝達 

エ 県 

   （追記） 

 

(6) 被害状況等の収集と報告 

③ 被害状況の伝達 

エ 県 

   (ⅵ)様々な資機材による情報収集 

    県や防災関係機関の定点カメラを

活用した映像情報の収集をはじめ、天候

状況を勘案しながら、必要に応じ、無人

航空機等による目視、撮影等による情報

収集に行う。 

【防災危機管理局】 

 国の防災基本計画（令和２年５

月修正）に基づく追加 

 第８節 通信および放送施設応急対策計画   

191 ３ 通信設備応急対策計画（西日本電信電話株

式会社等通信 

(3) 通信確保のための応急措置事項各社） 

⑦ 非常・緊急通話の取扱 

   天災、事変その他の非常・緊急事態が発

生し、または発生する恐れがある場合に、予防

もしくは救援、交通、通信、電力の確保や社会

秩序維持のため電話サービス契約約款に基づ

き、あらかじめ指定した機関について非常・緊

急通話を取り扱う。 

（削除） 【西日本電信電話株式会社】 

非常・緊急通話取り扱いサービス提

供終了に伴い削除 

 第 14節 避難計画   

221 １ 計画方針 

  地震時における人的被害を軽減するため、

防災関係機関が連絡調整を密にし、被災者を

速やかに安全な場所に避難誘導する。また、

被災者の当面の居所を確保し生活の安定を

図るため、必要に応じ避難所を設置する。な

１ 計画方針 

  地震時における人的被害を軽減するため、

防災関係機関が連絡調整を密にし、被災者を

速やかに安全な場所に避難誘導する。また、

被災者の当面の居所を確保し生活の安定を

図るため、必要に応じ避難所を設置する。な

【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による

修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

お、その際には傷病者、障害者、高齢者、幼

児、妊産婦等の要配慮者に合理的配慮を提供

する。また、外国人については平常時より避

難所等に関する多言語による情報提供に努

めるものとする。 

特に、全国各地で発生した大規模地震の教訓を

踏まえ、寄り添い型・協働型避難者支援の実現

と要配慮者への合理的な配慮の提供を「滋賀県

地震防災プラン」に基づき推進する。 

お、その際には傷病者、障害者、高齢者、幼

児、妊産婦等の要配慮者に合理的配慮を提供

する。また、外国人については平常時より避

難所等に関する多言語による情報提供に努

めるものとする。 

特に、全国各地で発生した大規模地震の教

訓を踏まえ、寄り添い型・協働型避難者支

援の実現と要配慮者への合理的な配慮の提

供を「滋賀県防災プラン」に基づき推進す

る。 

226 ８ 避難所の設置と運営 

(1) 避難所の設置 

（追加） 

８ 避難所の設置と運営 

(1) 避難所の設置 

④  新型コロナウイルス感染症を含む感

染症対策について、感染症患者が発生した場

合の対応を含め、平常時から防災担当部局と

保健福祉担当部局が連携して対応策を検討

することとする。 

⑤ 市町本部が設置する避難所において、

避難者の受入れが困難と判断された場合は、

災害時における宿泊施設等の提供に関する

協定（滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合）

等を活用し、ホテルや旅館等を避難所として

活用できるよう検討する。 

【防災危機管理局】 

新型コロナウイルス対策に伴い内

容を見直したための追記 

226  (3) 避難所の運営 

④ 各避難所運営管理者は、避難所の運営

における女性の参画を推進するととも

に、男女のニーズの違い等男女双方の視

点等に配慮するものとする。特に、女性

専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置

や生理用品、女性用下着の女性による配

布、避難所における安全性の確保など、

 (3) 避難所の運営 

④ 各避難所運営管理者は、避難所の運営

における女性の参画を推進するととも

に、男女のニーズの違い等男女双方の視

点等に配慮するものとする。特に、プラ

イバシーを十分に確保できる間仕切りの

工夫や、異性の視線が気にならない男女

別の更衣室や物干し場、入浴設備、安全

【女性活躍推進課】 

災害対応力を強化する女性の視点

～男女共同参画の視点からの防災・

復興ガイドライン～（令和２年５月 

内閣府男女共同参画局策定）に基づ

く修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

女性や子育ての家庭のニーズに配慮した

避難所の運営に努める。 

で清潔な男女別トイレ、授乳室の設置、

生理用品・女性用下着の女性による配布、

避難所における安全性の確保など、女性

や子育ての家庭のニーズに配慮した避難

所の運営に努める。 

227   （追記） ⑤ 令和２年における新型コロナウイルス

感染症の発生を踏まえ、避難所における避

難者の過密抑制など感染症対策の観点を

取り入れた防災対策を推進する必要があ

ることから、市町は、「新型コロナウイルス

感染症対策のための避難所運営ガイドラ

イン【避難所運営実務者向け】（滋賀県作

成）」等を参考に、感染拡大防止に取り組む

こととする。県は、市町の避難所における

感染症対策を支援する。 

【防災危機管理局】 

新型コロナウイルス対策に伴い内

容を見直したための追記 

 第 15節 飲料水・食料・生活必需品・燃料

等の供給計画 

  

230 １  計画方針  

大規模地震が発生した場合には、ライフラ

インの途絶や流通機構の停止が予想される

ため、県民に対する飲料水・食料・生活必需

品等の供給に大きな支障が生ずる恐れがあ

る。  

このため、２日程度に相当する量の物資

は、各家庭および自治会、自主防災組織と市

町が一体的に確保するものとし、おおむね１

日に相当する量の物資は公的備蓄または流

通在庫方式によって県が確保する。さらに、

県外から輸送される緊急物資によって県民

への物資供給を行う。  

  また、県民の生活の安定確保のために物価

１  計画方針  

大規模地震が発生した場合には、ライフラ

インの途絶や流通機構の停止が予想される

ため、県民に対する飲料水・食料・生活必需

品等の供給に大きな支障が生ずる恐れがあ

る。  

このため、２日程度に相当する量の物資

は、各家庭および自治会、自主防災組織と市

町が一体的に確保するものとし、おおむね１

日に相当する量の物資は公的備蓄または流

通在庫方式によって県が確保する。さらに、

県外から輸送される緊急物資によって県民

への物資供給を行う。  

また、県および市町は、事前に物資調達・輸

【防災危機管理局】 

新型コロナウイルス対策に伴い内容

を見直したための修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

の監視および苦情相談等の体制整備に

努める。 

送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確

認を行うとともに、あらかじめ登録されている

物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物

資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を

関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含

め、速やかな物資支援のための準備に努める。 

231 ３ 食料供給計画 

(1) 基本方針 

  市町は、平素から災害時に備え、各家庭や

自治会、自主防災組織が市町と一体となって

２日程度に相当する食料を確保する体制整

備に努める。そのため市町における保存食料

の備蓄、関係業者との協定の締結等必要な措

置をとる。 

地震発生後は必要に応じて食料供給体制

を確立し、備蓄食料の払出し、炊き出し、災

害時応援協定締結企業等からの調達により、

食料の供与を速やかに実施する。 

  県は、平素から地震時に想定される被災者

のおおむね１日に相当する量の食料につい

て災害救助法に基づく公的備蓄に加え、流通

在庫方式により確保に努めるものとする。 

（注１） 

災害救助法が適用された際（適用見込含む）に

は、県本部は、市町本部の要請に基づき備蓄

物資の払い出しや災害時応援協定締結企業等

からの調達、輸送体制の確立等の必要な措置

をとるとともに、国、関西広域連合や応援主

管府県に要請を行うなど必要な食料の確保に

努める。 

３ 食料供給計画 

(1) 基本方針 

  市町は、平素から災害時に備え、各家庭や

自治会、自主防災組織が市町と一体となって

２日程度に相当する食料を確保する体制整

備に努める。そのため市町における保存食料

の備蓄、関係業者との協定の締結等必要な措

置をとる。 

地震発生後は必要に応じて食料供給体制

を確立し、備蓄食料の払出し、炊き出し、災

害時応援協定締結企業等からの調達により、

食料の供与を速やかに実施する。 

  県は、平素から地震時に想定される被災者

のおおむね１日に相当する量の食料につい

て災害救助法に基づく公的備蓄に加え、流通

在庫方式により確保に努めるものとする。 

（注１） 

災害救助法が適用された際（適用見込含

む）には、県本部は、市町本部の要請に基づ

き備蓄物資の払い出しや災害時応援協定締

結企業等からの調達、輸送体制の確立等の必

要な措置をとるとともに、国や関西広域連

合、中部 9県 1市等に要請を行うなど必要な

食料の確保に努める。 

【健康福祉政策課】 

関係機関に、中部９県１市（富山

県、石川県、福井県、長野県、岐阜

県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀

県、名古屋市）を含むための内容修

正。 

 

234 ４ 生活必需品等供給計画 ４ 生活必需品等供給計画 【健康福祉政策課】 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 (1) 基本方針 

市町は、平時より、生活必需品等の備蓄、

関係業者との協定の締結等必要な措置を講

じるものとし、地震発生時には、速やかに生

活必需品等供給計画を確立し、それに基づき

被災者に対し生活必需品を給与または貸与

することにより、被災者の生活の安定を図

る。また、必要とされる生活必需品等の量が

市町の備蓄量を超える場合には、県本部に備

蓄物資の払い出しを要請する。 

  県は、平素から地震時に想定される被

災者のおおむね１日に相当する量の生活必

需品について、公的備蓄および流通在庫方式

により確保に努めるものとする。地震発生時

には、県本部は市町本部の要請に基づき備蓄

物資の払い出し等必要な措置をとるととも

に、応援主管府県に要請を行うなど必要な生

活必需品の確保に努める。 

 (1) 基本方針 

市町は、平時より、生活必需品等の備蓄、

関係業者との協定の締結等必要な措置を講

じるものとし、地震発生時には、速やかに生

活必需品等供給計画を確立し、それに基づき

被災者に対し生活必需品を給与または貸与

することにより、被災者の生活の安定を図

る。また、必要とされる生活必需品等の量が

市町の備蓄量を超える場合には、県本部に備

蓄物資の払い出しを要請する。 

  県は、平素から地震時に想定される被

災者のおおむね１日に相当する量の生活必

需品について、公的備蓄および流通在庫方式

により確保に努めるものとする。地震発生時

には、県本部は市町本部の要請に基づき備蓄

物資の払い出し等必要な措置をとるととも

に、国や関西広域連合、中部 9県 1市等に要

請を行うなど必要な生活必需品の確保に努

める。 

「近畿圏危機発生時の相互応援に関

する基本協定」に基づく修正 

235 ５ 燃料供給計画 

(1) 基本方針 

  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、地震

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。 

５ 燃料・電力供給計画 

(1) 基本方針 

  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、地震

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。 

  また、大規模停電が発生した場合でも、病

院や要配慮者に関わる社会福祉施設等が電

力を確保できるよう、平時から必要な措置を

【防災危機管理局】 

 国の防災基本計画（令和２年５

月修正）に基づく修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

講じるものとし、災害応急対策活動の確保を

図る。 

235 (2)燃料供給計画 

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。 

 （追記） 

(2)燃料供給計画 

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。 

  なお、県は被災市町が複数にまたがる場合

には、必要に応じ、被災市町への燃料の優先

供給に係る調整に努めるものとする。 

【防災危機管理局】 

 国の防災基本計画（令和２年５月

修正）に基づく追記 

236 （追記） (3) 電力供給計画 

① 状況の確認と対応 

   県は、大規模停電発生時に直ちに、病院、

要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に

関わる重要施設および災害応急対策に係る

機関が保有する施設の非常用電源の設置状

況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の

稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施

設の把握を行い、配備先案を示した上で、国

（経済産業省）、電気事業者等と調整を行い、

電源車等の配備先を決定する。 

【防災危機管理局】 

 国の防災基本計画（令和２年５月

修正）に基づく追記 

236 ６ 義援金品配分計画（健康福祉政策課） 

(2) 義援金の募集 

① 義援金の募集 

  義援金の募集は、被災地の状況を十分に考

慮しながら、県、被災市町および日本赤十字

社、県共同募金会等の関係団体により協議会

６ 義援金品配分計画（健康福祉政策課） 

(2) 義援金の募集 

① 義援金の募集 

  義援金の募集は、被災地の状況を十分に考

慮しながら、県、被災市町および日本赤十字

社、県共同募金会等の関係団体により募集・

【健康福祉政策課】 

「協議会」から「募集・配分委員

会」へ文言修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

を構成し、各機関が協力共同して行う。その

際、県、日本赤十字社、県共同募金会等の県

単位機関において義援金の募集を行うこと

を原則とするが、補足的に被災市町において

も行う。 

② 義援金の受付 

  （省略） 

③ 義援金の配分 

  協議会は、各市町の被害状況、義援金の集

積状況等を総合的に勘案し、被災者等に対す

る配分方針を決定し、この方針に基づき各市

町に配分を行う。 

  市町は、被災者の状況等の調査を行い、協

議会の方針に準じて被災者に対し配分を行

う。 

 なお、配分の対象としては、死者（遺族）、

災害により障害者となった者、重傷者、住家

を失った世帯、住家を半壊または半焼した世

帯、床上浸水等の被害を受けた世帯のほか災

害の状況に応じて、協議会で協議のうえ決定

するものとする。 

配分委員会を構成し、各機関が協力共同して

行う。その際、県、日本赤十字社、県共同募

金会等の県単位機関において義援金の募集

を行うことを原則とするが、補足的に被災市

町においても行う。 

② 義援金の受付 

  （省略） 

③ 義援金の配分 

  協議会は、各市町の被害状況、義援金の集

積状況等を総合的に勘案し、被災者等に対す

る配分方針を決定し、この方針に基づき各市

町に配分を行う。 

  市町は、被災者の状況等の調査を行い、募

集・配分委員会の方針に準じて被災者に対し

配分を行う。 

 なお、配分の対象としては、死者（遺族）、災

害により障害者となった者、重傷者、住家

を失った世帯、住家を半壊または半焼した

世帯、床上浸水等の被害を受けた世帯のほ

か災害の状況に応じて、募集・配分委員会

で協議のうえ決定するものとする。 

 

 

 

 第 16節 災害廃棄物処理計画   

243 ２ 計画の内容 

【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（湖北環境協同組合） 

２ 計画の内容 

【災害時応援協定編参照】 

（削除） 

【循環社会推進課】 

令和 2年 6月 30日付けで協定を解

除したため削除 

 第 17節 住宅応急対策計画   

244 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。 

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。 

【住宅課】 

不要な表現の削除および提供住宅

の優先順位を追記 



   

43 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

  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。 

  また、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業

協会および公益社団法人全日本不動産協会

滋賀県本部との間で締結している「災害時に

おける民間賃貸住宅の提供に関する協定」に

基づき被災者住居としての空家等の把握と

あっせんに努めるものとする。 

  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。 

また、迅速な被災者の住宅の確保や災害時

の復興に必要な他の建築物のための用地確

保、省資源、既存住宅の利活用、地域コミュ

ニティの維持等に配慮するため、被災住宅の

応急修理、公営住宅等の一時提供、賃貸型応

急住宅、建設型応急住宅の順に優先して被災

者に対する住宅の提供を行う。 

244 ２ 被災建築物・宅地応急危険度判定 ２ 被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険

度判定 
【住宅課】 

 表現の修正 

245 ３ 供与 

(1) 入居対象者 

② 災害救助法による応急仮設住宅に収容

される者 

災害により、住家が全壊、全焼または流失し、

居住する住家がない者であって、自らの資力で

は住家を得ることができない者。 

３ 供与 

 (1) 入居対象者 

② 災害救助法による応急仮設住宅の供与

対象者 

災害により、住家が全壊、全焼または流失し、

居住する住家がない者であって、自らの資力で

は住家を得ることができない者を原則とする。 

【住宅課】 

 表現の修正追加 

245 (3) 応急仮設住宅の設置・供与 

 県本部は、災害救助法が適用された場

合、応急仮設住宅を設置・供与する。市町

本部は、県本部の実施する応急仮設住宅の

(3) 応急仮設住宅の設置・供与 

  県本部は、災害救助法が適用された場合、

応急仮設住宅を設置・供与する。 

 （削除） 

【住宅課】 

 記載内容の見直しによる削除 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

建設を円滑に進めるための遊休地等の用

地を迅速に確保するよう努める。 

245 ① 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。 

地震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、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。 

県本部は、県や市町等の公営住宅、また、災

① 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、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

提供することが迅速な住宅の供給には有

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９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。 

② 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き、地震が発生した

場合には、市町本部は、応急仮設住宅建設

のための用地を迅速に確保する。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、一般社団法人

【住宅課】 

応急仮設住宅供与の優先順を踏ま

えた記載内容の見直しおよび協定団

体の追加 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

全国クレーン建設業協会滋賀県支部等の

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、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。）についても設置するよ

うに努める。 

247 【応急仮設住宅設置フロー】 

① 応急仮設住宅の建設 

（図中） 

(一社)滋賀県建設業協会 

 

【応急仮設住宅設置フロー】 

① 応急仮設住宅の建設 

（図中） 

(一社)滋賀県建設業協会 

(一社)全国クレーン建設業協会滋賀県支部 

【住宅課】 

協定団体の追加 

248 ４ 被災家屋の応急修理処理（住宅課） 

(2) 応急処理 

   市町は、被災家屋の居室、炊事場および

便所等、最低限日常生活に欠くことのでき

ない部分について応急修理を実施し、居住

の安定を図る。 

   県は、災害救助法が適用された場合、

最低限日常生活に欠くことのできない部分に

ついて被災家屋の応急修理を実施する。ただ

し、知事が認めた場合は、市町にその業務を委

４ 被災家屋の応急修理処理（住宅課） 

(2) 応急処理 

   市町は、被災家屋の居室、炊事場および

便所等、最低限日常生活に欠くことのでき

ない部分について応急修理を実施し、居住

の安定を図る。 

   県は、災害救助法が適用された場合、最

低限日常生活に欠くことのできない部分につ

いて被災家屋の応急修理を実施する。ただし、

県本部は、市町本部にその業務を委任すること

【住宅課】 

表現の修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

任することができる。 ができる。 

248 【災害時応援協定編参照】 

・ 災害時における応急救援活動への応援に関

する協定書（一般社団法人滋賀県建設業協

会） 

【災害時応援協定編参照】 

・ 災害時における応急救援活動への応援に関

する協定書（一般社団法人滋賀県建設業協

会、一般社団法人全国クレーン建設業協会

滋賀県支部） 

【住宅課】 

 協定団体の追加 

 第 18節 電力・ガス施設応急対策計画   

249 ２ 電力施設応急対策計画（関西電力株式会

社） 

２ 電力施設応急対策計画（関西電力株式会

社、関西電力送配電株式会社） 
【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社名

変更による追加 

250 (2)応急対策 

④要員の確保 

イ 復旧要員の広域運営 

関西電力は、他電力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。 

(2)応急対策 

④要員の確保 

イ 復旧要員の広域運営 

関西電力および関西電力送配電は、他電力会社

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。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更による修正 

250 ⑤災害時における復旧用資機材の確保 

関西電力は、災害時における復旧用資機材

の確保を、次のとおり実施する。 

⑤災害時における復旧用資機材の確保 

関西電力および関西電力送配電は、災害時

における復旧用資機材の確保を、次のとおり

実施する。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更による修正 

250 ⑩災害時における応急対策工事 

西電力は、災害時における応急工事を、次の

とおり実施する。 

⑩災害時における応急対策工事 

関西電力および関西電力送配電は、災害時に

おける応急工事を、次のとおり実施する。 

【関西電力送配電株式会社】 

令和 2年 4月 1日分社化に伴う社

名変更による修正 

 第 19 節 上水道施設および下水道施設

応急対策計画 

  

258 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

２ 上水道施設応急対策計画 

(1) 基本方針 

水道事業者は、単独で速やかに水道施設の

応急復旧ができない場合、隣接水道事業者、

【生活衛生課】 

水道法では水道事業者と記載され

るため内容修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

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。 

水道事業者から応援の要請を受けた場合、

県本部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。 

水道事業者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

県外水道事業者等へ応援要請を行うものとす

る。 

258 (3) 応急復旧対策 

③ 水道事業者は管路等地下埋設施設の被

災状況、応急対策計画等について下水道管

理者等他の地下埋設施設の管理者と相互

に連絡調整を取る。 

   水道事業者は復旧後の施設の使用開始に

あたって、下水道管理者へ事前に連絡を

行う。 

   また、企業庁は滋賀県企業庁災害対

策要綱および大規模地震発生時における企

業庁初動対策マニュアルに基づき応急復旧

を行うとともに、他事業体の復旧にも協力す

る。 

(3) 応急復旧対策 

③ 水道事業者は管路等地下埋設施設の被

災状況、応急対策計画等について下水道管

理者等他の地下埋設施設の管理者と相互

に連絡調整を取る。 

    水道事業者は復旧後の施設の使用開始

にあたって、下水道管理者へ事前に連絡を

行う。 

    また、企業庁は滋賀県企業庁災害対

策要綱および大規模地震発生時における企

業庁初動対策マニュアルに基づき応急復旧

を行うとともに、他事業者の復旧にも協力す

る。 

【生活衛生課】 

水道法では水道事業者と記載され

るため内容修正 



   

48 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

260 

 

 

【生活衛生課】 

水道法では水道事業者と記載され

ている。また応援水道事業者と被災

水道事業者を区別するとともに応援

要請の方向を明確にしたための修

正。 

262 ３ 下水道施設応急対策計画（下水道課） 

 （追記） 

３ 下水道施設応急対策計画（下水道課） 

(7)その他 

感染症の拡大時においては、各処理区で定め

ている「新型インフルエンザ等対策行動計画」

に従い災害対応するものとする。 

【下水道課】 

新型コロナウイルス対策に伴う行

動計画を見直したための追記 

262 【災害時応援協定編参照】 

・地震災害時における流域下水道管渠施設に係

る応急対策の支援協力に関する協定書    

【災害時応援協定編参照】 

・自然災害時における下水道管渠施設に係る

応急対策の支援協力に関する協定 

【下水道課】 

令和 2年 4月 17日に協定を締結に

よる協定名称変更のための修正 

262  ・ 災害時における下水道管路施設の復旧支援

協力に関する協定 

（日本下水道管路管理業協会） 

・ 災害時における下水道施設の技術支援協力

に関する協定 

（全国上下水道コンサルタント協会関西支部） 

【下水道課】 

令和 2年 4月 17日に協定を締結し

たため追記 

 第 20節 危険物施設等応急対策計画   
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頁 修正前 修正後 修正理由 

265 ４ 毒物劇物貯蔵施設応急対策計画（薬務感染

症対策課） 
４ 毒物劇物貯蔵施設応急対策計画（薬務課） 【薬務課】 

課名の変更による修正 

265 ５ 毒物劇物、危険物等流出応急対策計画（防

災危機管理局、薬務感染症対策課、環境政策 

５ 毒物劇物、危険物等流出応急対策計画（防

災危機管理局、薬務課、環境政策 
【薬務課】 

課名の変更による修正 

 第 21節 建造物等応急対策計画   

 ５ 県庁舎等の応急修理計画   

271 (1) 災害応急対策計画 

② 県内で震度５弱の地震が発生した場合に

は次の措置を行う。 

ア 被害状況の把握 

   県庁舎等の施設管理者は速やかに被害状

況を調査し、災害警戒本部へ報告するものとす

る。 

 (1) 災害応急対策計画 

② 県内で震度５弱、５強の地震が発生した場

合には次の措置を行う。 

ア 被害状況の把握 

県庁舎等の施設管理者は速やかに被害状況

を調査し、災害警戒本部へ報告するものとす

る。 

【総務課】 

文言追加 

271 ③ 県内で震度６弱の地震が発生した場合に

は次の措置を行う。 

ア 被害状況の把握県庁舎等の施設管理者は

速やかに被害状況を調査し、県本部へ報告す

るものとする。 

イ 修理の対応 

①と同様の対応を行う。 

③ 県内で震度６弱以上の地震が発生した場

合には次の措置を行う。 

ア 被害状況の把握県庁舎等の施設管理者は

速やかに被害状況を調査し、県本部へ報告す

るものとする。 

イ 修理の対応 

①と同様の対応を行う。 

ウ  仮設庁舎の設置 

県庁舎等に著しく執務に支障が出る被害

が生じた場合は、行政事務の執行等を考慮

し、各施設管理者は必要に応じて仮設庁舎を

確保するものとする。 

【総務課】 

各地方合同庁舎についても災害対

策地方本部が設置され、災害時の業務

執行が必要となることから、内容追加 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

271 

 
 

 

（削除） 【総務課】 

各地方合同庁舎についても災害対

策地方本部が設置され、災害時の業務

執行が必要となることから、大津市域

内外での区別する必要がないため削

除 

 第 24節 農林水産業施設等応急対策計画   

278 ２ 農業用施設応急対策計画 

(2) 応急対策 

③ 農業用ため池についての地震用臨時点検は

次のとおりとする。 

ア 堤高 15ｍ以上のため池については、ため

池地点周辺が震度４以上の場合、ため池管

理者は緊急点検を行い、報告するものとす

る。 

イ 地域防災計画に記載されたため池は、た

め池地点周辺が震度５弱以上の場合、ため池

管理者は緊急点検を行い、報告するものとす

る。 

２ 農業用施設応急対策計画 

(2) 応急対策 

③ 農業用ため池についての地震用臨時点検は

次のとおりとする。 

ア 堤高 15ｍ以上の農業用ため池について

は、ため池地点周辺が震度４以上の場合、

ため池管理者は緊急点検を行い、報告する

ものとする。 

イ 上記以外の防災重点ため池については、

ため池地点周辺が震度５弱以上の場合、ため

池管理者は緊急点検を行い、報告するものと

する。 

【農村振興課】 

ため池管理保全法等の表現と整合

を図るための修正およびわかりやす

い表現に修正 

 第４章 災害復旧計画   

 第３節 県民生活の支援   

299 ２ 基本方針 

   租税等の減免による負担軽減や災害弔慰金

の支給、被災者生活再建支援金の支給、生活

資金の貸付による資金的な支援などによっ

て、被災者の自立的な生活再建を促進する。 

   特に、被災者の生活再建を「滋賀県地震

防災プラン」に基づき支援する。 

２ 基本方針 

   租税等の減免による負担軽減や災害弔慰金

の支給、被災者生活再建支援金の支給、生活

資金の貸付による資金的な支援などによっ

て、被災者の自立的な生活再建を促進する。 

   特に、被災者の生活再建を「滋賀県防災

プラン」に基づき支援する。 

【防災危機管理局】 

滋賀県地震防災プラン改定による

修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

303 ３ 具体的な施策の展開 

(3) 被災者生活再建支援金の支給計画 

２ 計画内容 

①被災者生活再建支援法（以下この項において

「法」という。）に基づく支援金の支給 

エ 支給対象世帯 

（ア）住宅が全壊した世帯 

（イ）住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生

じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

（ウ）災害による危険な状態が継続し住宅に居

住不能な状態が長時間継続している世帯 

（エ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなけ

れば居住することが困難な世帯 

（追記） 

３ 具体的な施策の展開 

(3) 被災者生活再建支援金の支給計画 

２ 計画内容 

①被災者生活再建支援法（以下この項において

「法」という。）に基づく支援金の支給 

エ 支給対象世帯 

（ア）住宅が全壊した世帯 

（イ）住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生

じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

（ウ）災害による危険な状態が継続し住宅に居

住不能な状態が長時間継続している世帯 

（エ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなけ

れば居住することが困難な世帯 

（オ）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなけ

れば居住することが困難な世帯 

【防災危機管理局】 

被災者生活再建支援法改正（令和

2年 12月 4日）に基づく追記 

303 

  

【防災危機管理局】 

被災者生活再建支援法改正（令和

2年 12月 4日）に基づく表の修正 

304 

 

② 滋賀県被災者生活再建支援制度による支援

計画 

イ 支援金の支給 

  市町は、自然災害によりその居住する住宅

が全壊、大規模半壊、半壊もしくは床上浸水

の被害を受け、またはその居住する住宅が解

体に該当するに至った世帯の世帯主（以下

「支援対象者」という。）に対し、住宅の被

害の程度に応じて支給する支援金（以下「基

② 滋賀県被災者生活再建支援制度による支援

計画 

イ 支援金の支給 

  市町は、自然災害によりその居住する住宅

が全壊、大規模半壊、半壊もしくは床上浸水

の被害を受け、またはその居住する住宅が解

体に該当するに至った世帯の世帯主（以下

「支援対象者」という。）に対し、住宅の被

害の程度に応じて支給する支援金（以下「基

【防災危機管理局】 

被災者生活再建支援法改正（令和

2年 12月 4日）に基づく追記と表の

修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

礎支援金」という。）、住宅の再建方法に応じ

て支給する支援金（以下「加算支援金」とい

う。）を下表に掲げる額を上限として支給す

る。 

  なお、法の支援の対象となる者は、制度に

よる支援の対象者とならない。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

礎支援金」という。）、住宅の再建方法に応じ

て支給する支援金（以下「加算支援金」とい

う。）を表－１および表―２に掲げる額を上

限として支給する。 

  なお、法の支援の対象となる者は、制度

による支援の対象者とならない。ただし、中規

模半壊世帯で当該住宅を解体しない者について

は、併給を認めるものとし、表―３に掲げる額

を上限として支給する。 

 

 

 
 

 
※加算支援金については、再建に要した経費

と法の支援の支給額の差額を表―３に定める

額を上限額として、支給する。 

 


