
 

1 

 

地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

部 章 節 頁 修 正 後 内 容 旧 内 容 理 由 等 

目 次 第 4部 災害応急対策計画 

第 16章 自衛隊災害派遣要請計画 

 

第 4部 災害応急対策計画 

第 16章 自衛隊災害派遣計画  

事務内容の修正 

1 2 2 7 

～ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 指定地方行政機関 

 (11) 大阪管区気象台（彦根地方気象台） 

ア 気象、地象、地動および水象の観測ならびにそ

の成果の収集および発表を行う 

イ 気象、地象（地震にあっては、発表した断層運

動による地震動に限る）および水象の予報お

よび警報等の防災情報の発表、伝達および解

説を行う 

ウ 気象業務に必要な観測、予報および通信施設

の整備に努める 

エ 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 

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓

発に努める 

(15)  近畿地方環境事務所 

ア 災害廃棄物等の処理対策に関すること 

イ 家庭動物の保護等に係る普及啓発に関する支

援 

ウ 危険動物逸走および家庭動物保護等に関する

5 指定地方行政機関 

 (11) 大阪管区気象台（彦根地方気象台） 

ア 災害にかかる気象、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 

イ 気象、地象の観測に関すること 

ウ 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 

   

 

 

 

 

 

 

 (15)  近畿地方環境事務所 

ア 災害廃棄物等の処理対策に関すること 

 

県計画と整合を図

るための修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

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 

   ア 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）の把握および提供に関する

こと 

   イ 地殻変動等の把握のための測量等の実施およ

び測量結果の提供に関すること 

  エ 防災地理情報の整備に関すること 

1 2 2 10 7 指定公共機関 

 (10) 関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

7 指定公共機関 

 (10) 関西電力㈱ 

体制変更による修

正 

2 2 4 17 1  農 業 

本市は、良質な近江米の生産地として古くから穀倉地

帯を形成してきたが、その生産量は年々減少し、平成 2年

に対し平成 22 年(慨数値)における経営耕地面積は 26％

の減少となっている。また、農家数も平成 2 年に対し約

40％の減少となっている。(農林業センサス) 

また、工業立地、人口の増加等都市化の進展に伴い、農

地のかい廃が進むとともに、農家戸数の減少により、労働

力は他産業へ流出し、農業経営の基盤が弱まっている。 

現在、農地の集積・集約化と後継者の育成が課題である

ことから、人・農地プランの実質化や農地中間管理事業、

利用権設定等の促進事業を活用し、認定農業者等の担い

手への農地の集積・集約化や、農業経営の法人化を推進

1  農 業 

本市は、良質な近江米の生産地として古くから穀倉地

帯を形成してきたが、その生産量は年々減少し、平成 2年

に対し平成 22 年(慨数値)における経営耕地面積は 26％

の減少となっている。また、農家数も平成 2 年に対し約

40％の減少となっている。(農林業センサス) 

また、経済成長に伴い、他産業従事者との所得格差に

よる他産業への労働力の流出が増加する一方、急激な都

市化現象による宅地需用の増大により農地のスプロール

化が進み、生産基盤がぜい弱化するとともに、農業機械

への過剰投資により生産コストが上昇する等農業経営の

行き詰まりが懸念されている。 

このことから、今後は、農地の集約化と後継者の育成

事務内容の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

し、後継者の育成につなげる必要がある。 

また、高収益作物への取り組みや生産コストの低減を

図り、農業所得の向上に努める必要がある。 

 

2  水産業 

琵琶湖に面する本市では、早くから北山田、志那、矢橋

地区において刺網、貝曳き網、えり等によりコイやフナ等

を採捕する漁業が行われてきた。 

しかし、湖辺の漁場は、琵琶湖の汚濁、湖岸周辺の開発

等による富栄養化現象やブラックバス、ブルーギル等の

外来魚のため、魚の生息条件、漁業環境は悪化し、これら

環境の変化に伴い、年々漁獲量は減ってきている。 

こうした課題に対応するため、漁業環境の保全・確保と

栽培漁業への転換、また観光漁業など経営の多角的展開

を進めて、水産業基盤の確立と後継者確保を図る必要が

ある。 

 

が最大の課題となり、少ない農地で農業収入を高めるた

めに、優良品種の作付けや生産コストの低減を図り、機

械の共同利用等農作業体系の改善が必要となっている。 

なお、農地の集約化を図るほ場整備については、湖辺周

辺はすでに完了している。 

2  水産業 

琵琶湖に面する本市では、早くから北山田、志那、矢橋

地区において刺網、貝曳き網、えり等によりコイやフナ

等を採捕する漁業が行われてきた。 

しかし、湖辺の漁場は、琵琶湖の汚濁、湖岸周辺の開発

等による富栄養化現象やブラックバス、ブルーギル等の

外来魚のため、魚の生息条件、漁業環境は悪化し、これら

環境の変化に伴い、魚介類の天然産卵繁殖場が減少する

等年々漁獲量は減ってきている。 

こうしたことから、昭和 57年度に国の指定を受け、新

沿岸漁業構造改善事業に着手し、平成元年度まで主要な

施策の整備を図ってきたところであるが、今後は「とる

漁業」から「つくり育てる漁業」へと転換を進めながら、

観光漁業の導入を図り、漁業生産基盤の確立を目指して

いる。 

2 2 7 19 第 7節 消防水利施設と消防団の現状 

（中略） 

市の消防団は 1団(9 分団、条例定員数 274人)であり、

第 7節 消防水利施設と消防団の現状 

（中略） 

市の消防団は 1団(9分団、条例定員数 274人)であり、

事務内容の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

令和 2 年 4 月 1 日現在の充足率は 84％(230 人)であり、

就業形態別団員の構成は被用者が大半を占めている。 

（以下略） 

平成 31年 4月 1日現在の充足率は 86％(237人)であり、

就業形態別団員の構成は被用者が大半を占めている。 

（以下略） 

2 4 1 23 8 現在 

平成 14年 6月に、整備が続けられてきた草津川（放水

路）が、金勝川合流点まで完成し、通水した。 

草津川跡地については、平成 24年に草津川跡地利用基本

計画を策定し、災害時においては一次避難地として活用

するほか、広域防災の拠点として活用する整備計画が進

められている。 

8 現在 

平成 14年 6月に、整備が続けられてきた草津川（放水

路）が、金勝川合流点まで完成し、通水した。 

旧草津川跡地については、平成 24 年に草津川跡地利用計

画を策定し、災害時においては一次避難地活用するほか、

広域防災の拠点として活用する整備計画が進められてい

る。 

誤字修正 

2 5 2 25 第 2節 風水害の想定 

5 集中豪雨による崖崩れ等の土砂災害 

本市の南東部の山地地域に土砂災害警戒区域等が 18

箇所指定（うち栗東市との重複箇所 1 箇所）されてお

り、集中豪雨等により崖崩れ等の土砂災害が発生する

危険性がある。 

第 2節 風水害の想定 

5 集中豪雨による崖崩れ等の土砂災害 

本市の南東部の山地地域に急傾斜地崩壊危険箇所が

17箇所指定されており、集中豪雨等により崖崩れ等の

土砂災害が発生する危険性がある。 

事務内容の修正 

2 6 2 29 4 天井川の解消 

（中略） 

廃川となった琵琶湖湖岸から約 7.0㎞の旧草津川の内、

琵琶湖からメロン街道までの 1.3 ㎞は河川区域としてビ

オトープなどに活用し、メロン街道から JR東海道新幹線

までの 5.7 ㎞については、市街地に残る広大で貴重な空

間であることから、平成 23年 5月に策定された「草津川

4 天井川の解消 

（中略） 

廃川となった琵琶湖湖岸から約 7.0 ㎞の旧草津川の

内、琵琶湖からメロン街道までの 1.3 ㎞は河川区域とし

てビオトープなどに活用し、メロン街道から JR東海道新

幹線までの 5.7 ㎞については、市街地に残る広大で貴重

な空間であることから、平成 23年 5月に策定された「草

草津川跡地利用基

本構想と整合を図

るための修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

跡地利用基本構想」に基づき市民が集い活動できるよう

な公共的土地利用を進めることとした。 

草津川跡地の利活用は、平成 24年に策定した草津川跡

地利用基本計画に基づき、日常時には市民はもとより広

域から人が集い、にぎわい・憩い・活動ができる空間とし、

非常時に全体を防災に役立つ空間として位置づけ、延焼

防止や緩衝緑地、災害発生時における一次避難地として

活用することや、地域の防災コミュニティの活動に利用

するなどの整備を進めており、平成 29 年には区間 2、区

間 5を公園として供用開始した。 

また、今後予想される大災害時には、草津川跡地を広域

的な災害対応が図れる場として活用するため、国や滋賀

県と連携しながら検討を進める。 

（以下略） 

津川跡地利用基本構想」に基づき市民が集い活動できる

ような公共的土地利用を進める。 

草津川跡地の利活用は、日常時には市民はもとより広

域から人が集い、にぎわい・憩い・活動ができる空間と

し、非常時に全体を防災に役立つ空間として位置づけ、

延焼防止や緩衝緑地、災害発生時における一時避難場所

として活用することや、地域の防災コミュニティの活動

に利用するなどの整備を進める。 

また、今後予想される大災害時には、草津川跡地を広

域的な災害対応が図れる場として活用することを国や滋

賀県と連携しながら検討を進める。 

（以下略） 

2 6 2 30 7 防災コミュニティの育成 

（中略） 

身近な環境整備のひとつとして、ブロック塀の生け垣

化等できることから市民レベルで改善・修復を積み重ね、

それをボトムアップ的なアプローチで都市レベルへ発展

させていくというのは、最も基本的かつ重要なことであ

る。 

7 防災コミュニティの育成 

（中略） 

身近な環境整備のひとつとして、できることから市民

レベルで改善・修復（たとえばブロック塀の生け垣化等）

を積み重ね、それをボトムアップ的なアプローチで都市

レベルへ発展させていくというのは、最も基本的かつ重

要なことである。 

事務内容の修正 

3 4 1 38 第 1節 河川対策 

[建設部河川班] 

第 1節 河川対策 

[建設部河川班] 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

第 1 浸水想定区域における洪水予報の伝達方法等 

(4) 浸水想定区域の住民をはじめ要配慮者利用施設の

管理者等に対し、浸水する区域や水深を示したハザード

マップを配布し、浸水被害に対する危険性の啓発に努め

る。 

第 1 浸水想定区域における洪水予報の伝達方法等 

(4) 浸水想定区域の住民をはじめ要支援者利用施設の

管理者等に対し、浸水する区域や水深を示したハザード

マップを配布し、浸水被害に対する危険性の啓発に努め

る。 

3 4 2 39 市域の農業用ため池は、近年決壊による災害は発生し

ていないが、決壊した場合には周囲の道路等へ浸水する

危険がある。 

よって危険な農業用ため池については必要に応じて改

修、補強を強力に推進し、災害発生の未然防止を図る必要

がある。 

市域の重要水防ため池は 1 箇所あり、古くから農業水

源として利用されているものが多い。近年ため池決壊に

よる災害は発生していないが、ひとたび決壊すれば、そ

の被害は農業関係にとどまらず、人命、家屋等におよぶ

ことは必至である。 

よって危険な農業用ため池については改修、補強を強力

に推進し、災害発生の未然防止を図る必要がある。 

事務内容の修正 

3 4 4 39

～

40 

第 4節 浸水防止対策 

［建設部経済班］ 

第 1 下水道施設整備計画 

1 計画方針 

分流式の公共下水道として、雨水については浸水の防

除により健康で安心できる生活基盤の整備を、目標に推

進を図る。 

 

2 現況 

本市の公共下水道（雨水）は、近年の宅地開発による農

地等の減少により、雨水が一気に水路に流れこみ浸水の

第 4節 浸水防止対策 

［上下水道部上下水道班、建設部経済班］ 

第 1 下水道施設整備計画 

1 計画方針 

分流式の公共下水道として、汚水については公共用水

域の水質保全と快適な生活環境の創出を、雨水について

は浸水の防除により健康で安心できる生活基盤の整備

を、目標にそれぞれ推進を図る。 

2 現況 

本市の公共下水道（汚水）は、昭和 48年度に公共下水

道事業計画を策定し、全体計画面積 3,502.1ha、このうち

事務内容の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

原因となることから、昭和 49年より雨水幹線整備事業を

進め、下記表のとおり現在約 614ha の整備を完了してい

る。 

 

 

 

 

 

 

3 事業計画 

浸水防止対策上特に重要な公共下水道雨水幹線につい

ては、急激な都市化や開発から排水不良地域が生じない

よう草津川(放水路)、伊佐々川、北川、狼川等の河川整備

と整合を図り、雨水幹線の整備を推進する。 

全体計画 事業認可区域 整備済区域 

3023.3ha 931.1ha 614.5ha 

（令和 2 年 3 月末現在 河川課） 

事業認可面積は平成 27年度末時点では、2,873haとなっ

ている。 

平成 30年度末現在で、整備済み面積約 2,490ｈａ、管

渠延長約 487km となり、全市民の 96.0％にあたる約

128,900人が公共下水道を利用できる状況にある。 

一方、公共下水道（雨水）は、近年の宅地開発による農地

等の減少により、雨水が一気に水路に流れこみ浸水の原

因となることから、昭和 49年より雨水幹線整備事業を進

め、下記表のとおり現在約 608haの整備を完了している。 

3 事業計画 

浸水防止対策上特に重要な公共下水道雨水幹線につい

ては、急激な都市化や開発から排水不良地域が生じない

よう草津川(放水路)、伊佐々川、北川、狼川等の河川整備

と整合を図り、雨水幹線の整備を推進する。 

全体計画 事業認可区域 整備済区域 

3023.3ha 912.1ha 608.6ha 

（平成 31 年 3 月末現在 河川課） 

3 5 1 41 第 1 現況 

市域の森林面積は、214ha（平成 30年度滋賀県森林・林

業統計要覧）であり、このうち 22.0％（47.18ha）が保安

林である。市域の山地を構成する部分の地質は脆弱であ

ることから、保安林の 81.3％（38.38ha）程度が土砂流出

を防ぐことを目的としている。 

第 1 現況 

市域の森林面積は、214ha（平成 28 年度滋賀県森林・

林業統計要覧）であり、このうち 22.0％（47.18ha）が保

安林である。市域の山地を構成する部分の地質は脆弱で

あることから、保安林の 81.3％（38.38ha）程度が土砂流

出を防ぐことを目的としている。 

事務内容の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

本市南部の山地部には、がけ崩れ等の土砂災害危険区

域が分布しており、急傾斜地崩壊危険箇所が 8箇所、知事

によって土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に指

定された区域が 18 箇所（うち栗東市との重複箇所 1 箇

所）存在する（資料編参照）。土砂災害警戒区域等におい

ては、土砂災害を防止する事業を推進するとともに、ハザ

ードマップによる住民への危険周知や災害時の警戒避難

体制等を整備することにより被害を軽減する方策を推進

する。 

第 2 事業計画 

1 土砂災害警戒区域等の住民への周知 

急傾斜地など土砂災害警戒区域等が存在する地区の地

元住民に対し、危険性を周知するための看板の設置、ハザ

ードマップやパンフレットの作成、配布等を実施し、土砂

災害警戒区域等、避難場所、避難経路の周知を図る。 

本市南部の山地部には、がけ崩れ等の土砂災害危険区

域が分布しており、急傾斜地崩壊危険箇所が 17箇所、知

事によって土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に

指定された区域が 5箇所存在する（資料編参照）。土砂災

害警戒区域等においては、土砂災害を防止する事業を推

進するとともに、ハザードマップによる住民への危険周

知や災害時の警戒避難体制等を整備することにより被害

を軽減する方策を推進する。 

 

第 2 事業計画 

1 土砂災害危険区域（箇所）の住民への周知 

急傾斜地など土砂災害警戒区域等が存在する地区の地

元住民に対し、危険性を周知するための看板の設置、ハ

ザードマップやパンフレットの作成、配布等を実施し、

土砂災害危険区域、避難場所、避難経路の周知を図る。 

3 7 3 46 第 3節 救助施設等整備計画 

第 2 現況 

市コミュニティ防災センターにおいて、避難救出救護

用資機材等の整備を行っている。また、市内 21ケ所に防

災拠点として防災備蓄倉庫を設置し、備蓄食糧等避難救

援用資機材、避難救出救護用資機材を備蓄している。 

第 3節 救助施設等整備計画 

第 2 現況 

市コミュニティ防災センターにおいて、避難救出救護

用資機材等の整備を行っている。また、市内 14ケ所に防

災拠点として防災備蓄倉庫を設置し、備蓄食糧等避難救

援用資機材、避難救出救護用資機材を備蓄している。 

事務内容の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

3 8 2 48 第 3 事業計画 

4 ガス施設災害時の方法 

(2) ガス漏れ通報専用電話 

草津市農協本

店 

562－2391 大丸エナウィ

ン 

562－0913 

県経済農業協

同組合 

野洲燃料セン

タ－ 

588－1032 大阪ガス㈱ 0120-8-

19424 

クサネン㈱ 562－0501 ㈱エネアーク

関西 

0120-772-

149 

草津栗東ガス

事業協同組合 

564－7536   

 

第 3 事業計画 

4 ガス施設災害時の方法 

(2) ガス漏れ通報専用電話 

草津市農協本

店 

562－2391 大丸エナウィ

ン 

562－0913 

県経済農業協

同組合 

野洲燃料セン

タ－ 

588－1032 大阪ガス㈱ 0120-8-

19424 

クサネン㈱ 562－0501 大 阪 ガ ス

LPG㈱ 

0120-06-

0152 

草津栗東ガス

事業協同組合 

564－7536   

 

合併による組織名

の変更 

3 9 1 50 第 1節 電力施設災害予防計画 

［関西電力㈱、関西電力送配電㈱］ 

第 1 計画方針 

災害対策基本法第 39 条に基づき、電力施設に係る災害予

防を図るため、一般防災業務計画を定め、災害対策の円滑

かつ適切な遂行に資する。 

なお、電力施設災害予防計画に関する詳細な事項につい

ては、本計画と整合を図りながら別に関西電力㈱および

関西電力送配電㈱が定める防災業務計画によるものとす

る。 

第 1節 電力施設災害予防計画 

［関西電力株式会社］ 

第 1 計画方針 

災害対策基本法第 39 条に基づき、電力施設に係る災害

予防を図るため、一般防災業務計画を定め、災害対策の

円滑かつ適切な遂行に資する。 

なお、電力施設災害予防計画に関する詳細な事項につい

ては、本計画と整合を図りながら別に関西電力株式会社

が定める防災業務計画によるものとする。 

体制変更による修

正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

3 10 1 50 第 2 事業計画 

1 上水道施設の設計にあたっては、「水道施設耐震工法

指針」（日本水道協会）により耐震設計を行う。また、浸

水対策にも配慮する。 

第 2 事業計画 

1 上水道施設の設計にあたっては、「水道施設耐震工法

指針」（日本水道協会）により耐震設計を行う。また、地

下設備は浸水対策にも配慮する。 

事務内容の修正 

3 10 2 52 第 1 現況と計画方針 

突発的な豪雨が発生し下水道排水流量を超えた場合に

は、内水氾濫が生じることも想定されるため、計画に基づ

き災害予防を推進する。 

 

 

 

 

第 2 事業計画 

(2) ポンプ施設 

ポンプ周りの配管については、耐震性を考慮した配管と

し、緊急時に対応できる最小限の発電機対応の配線設備

を制御盤に組み込む。 

 

第 1 現況と計画方針 

本市の公共下水道（汚水）は、平成 30年度末現在では

整備面積約 2,490ha、管渠延長約 487km となり、全市民の

96.0％にあたる約 128,900 人が公共下水道を利用できる

状況にある。 

突発的な豪雨が発生し下水道排水流量を超えた場合に

は、内水氾濫が生じることも想定されるため、計画に基

づき災害予防を推進する。 

第 2 事業計画 

(2) ポンプ施設 

ポンプ周りの配管については、耐震性を考慮した配管と

し、緊急時に対応できる最小限の発電機対応の配線設備

を制御盤に組み込む。 

なお、農業集落排水施設についても、下水道施設に準じ

て取り扱う。 

計画規模の文言削

除 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

3 11 - 54 第 11章 自主防災組織整備計画 

第 3 事業計画 

1 住民の自主防災組織 

(4) 自主防災組織の育成と連携強化 

イ 実施方法 

要綱に基づき住民の自主防災組織結成の促進と災害時

に必要な資機材等の支援を図る。また、組織の中心となる

リーダーを育成するため講習会を開催するとともに、そ

の場への女性の参画の促進に努める。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よう配慮す

る。 

第 11章 自主防災組織整備計画 

第 3 事業計画 

1 住民の自主防災組織 

(4) 自主防災組織の育成と連携強化 

イ 実施方法 

要綱に基づき住民の自主防災組織結成の促進と災害時

に必要な資機材等の支援を図る。また、組織の中心とな

るリーダーを育成するため講習会を開催するとともに、

その場への女性の参画の促進に努める。 

 

男女共同参画の視

点の追記 

3 12 - 56

～

57 

第 3 事業計画 

（略） 

1 要配慮者利用施設における対策 

要配慮者利用施設については、災害時に余裕をもった避

難体制を整備することが必要であり、以下の対策を総合

的に実施する。また、水防法の浸水想定区域および土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律の土砂災害警戒区域等に存する要配慮者利用施設の

管理者等は、風水害時における利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るための事項を定めた「避難確保計画」を

作成するとともに、作成した避難確保計画に基づいて避

難訓練を実施する。 

第 3 事業計画 

（略） 

1 要支援者利用施設における対策 

要支援者利用施設については、災害時に余裕をもった避

難体制を整備することが必要であり、以下の対策を総合

的に実施する。また、水防法の浸水想定区域および土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律の土砂災害警戒区域等に存する要支援者利用施設

の管理者等は、風水害時における利用者の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るための事項を定めた「避難確保計画」

を作成するとともに、作成した避難確保計画に基づいて

避難訓練を実施する。 

水防法との整合を

図るための修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

また、要配慮者利用施設の管理者等は、施設毎の規定（介

護保険法等）や災害毎の規定（水防法等）により、防災計

画を作成することとされているが、この防災計画には自

然災害からの避難も対象となっていることを認識し、防

災計画等の内容や避難訓練の実施状況について、施設開

設時および市による定期的な指導監査等の機会を通じ、

防災計画等への洪水や土砂災害等の対策の記載、訓練の

実施状況、また避難先の確保状況等について確認するよ

う努める。 

また、要支援者利用施設の管理者等は、施設毎の規定（介

護保険法等）や災害毎の規定（水防法等）により、防災計

画を作成することとされているが、この防災計画には自

然災害からの避難も対象となっていることを認識し、防

災計画等の内容や避難訓練の実施状況について、施設開

設時および市による定期的な指導監査等の機会を通じ、

防災計画等への洪水や土砂災害等の対策の記載、訓練の

実施状況、また避難先の確保状況等について確認するよ

う努める。 

3 12 - 57 2 滋賀県において公表されている「洪水浸水想定区域図

（琵琶湖、草津川、野洲川下流）」および「地先の安全度

マップ（中小河川、内水氾濫等）」上、特に水害リスクの

見込まれる要配慮者利用施設リスト 

（リストは別紙参照） 

2 「洪水浸水想定区域図（琵琶湖、草津川、野洲川下流）」

および「地先の安全度マップ（中小河川、内水氾濫等）」

上、特に水害リスクの見込まれる要支援者利用施設リス

ト 

水防法との整合を

図るための修正お

よび施設名称等変

更に伴う修正 

3 12 - 68 第 12章 避難行動要支援者(災害時要援護者)安全確保計

画 

第 3  

7 災害派遣福祉チーム（DWAT）の設置 

 県は、大規模災害発生直後から生じる福祉的課題にい

ち早く介入することにより、状態の重度化・災害関連死な

ど二次的な被害の発生を防ぎ、避難生活終了後、被災者が

安定的な日常生活に円滑に移行できるよう必要な支援を

行うため、福祉専門職等で編成される滋賀県災害派遣福

第 12 章 避難行動要支援者(災害時要援護者)安全確保

計画 

第 3  

 

県計画と整合を図

るための修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

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 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

 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。 

4 1 3 80 第 4 水防活動 

3 防災重点ため池の監視 

ため池の管理者は水位状況を監視し、危険性に対して

必要な措置をとるとともに、その結果を本部長に報告す

るものとする。 

第 4 水防活動 

3 重要水防ため池の監視 

ため池の管理者は水位状況を監視し、危険性に対して

必要な措置をとるとともに、その結果を本部長に報告す

るものとする。 

語句修正 

4 1 3 82 第 7 水防訓練 

(1) 水防法第 32 条の 2 の規定により、毎年消防機関等

の水防訓練を実施し、水防作業を習熟させ水防活動の円

滑を図るものとする。 

第 7 水防訓練 

(1) 水防法第 35 条の規定により、毎年消防機関等の水

防訓練を実施し、水防作業を習熟させ水防活動の円滑を

図るものとする。 

 

4 2 - 83 

～ 

85 

 

 

 

 

 

 

第 2章 気象予警報伝達計画 

第 2 計画内容 

1 注意報、警報等の種別 

  この計画における注意報、警報等の種別および基準

は次のとおりとする。 

(1) 特別警報 

大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため

重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合、

彦根地方気象台がその旨を警告して行う予報。大

第 2章 気象予警報伝達計画 

第 2 計画内容 

1 注意報、警報等の種別 

  この計画における注意報、警報等の種別および基準

は次のとおりとする。 

(1) 特別警報 

特別警報とは、気象業務法に基づいて警報の発

表基準をはるかに超える豪雨などが予想され、

重大な災害の危険性が著しく高まっている場合

県計画と整合を図

るための修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨特別警報については警戒レベル５に相当する。 

(2) 警報 

大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等に

よって重大な災害の起こるおそれがある場合、彦

根地方気象台がその旨を警告して行う予報。大雨

警報（土砂災害）、洪水警報は警戒レベル３に相当

する。 

(3) 注意報 

大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等

によって災害が起こるおそれがある場合に、彦根

地方気象台がその旨を注意して行う予報。大雨注

意報（土砂災害）、洪水注意報は警戒レベル２であ

る。 

(4) 気象情報 

予報に関する気象情報は、目的別に次のように

分けられる。 

ア 特別警報・警報・注意報、警報に先立って注意

を喚起するもの。 

イ 特別警報・警報・注意報、警報が発表された後

の経過や予想、防災上の注意を解説するもの。 

ウ 数年に 1 度程度しか起こらないような記録的

な短時間の大雨を観測したときに、一層の警戒

を呼び掛けるもの。 

において、彦根地方気象台が最大限の警戒を促

すため発表するものをいう。 

(2) 警報 

警報とは、気象業務法に基づいて県内のいずれ

かの地域において重大な災害が起こる恐れのあ

る場合において、彦根地方気象台が一般に厳重な

警戒を促すため発表するものをいう。 

(3) 注意報 

注意報とは、気象業務法に基づいて県内のいず

れかの地域において被害の発生が予想される場

合において、彦根地方気象台が一般に注意を促す

ため発表するものをいう。 

 

(4) 気象情報 

予報に関する気象情報は、目的別に次のように

分けられる。 

ア 注意報、警報に先立って注意を喚起するもの。 

イ 注意報、警報が発表された後の経過や予想、

防災上の注意を解説するもの。 

ウ 少雨、長雨、低温、梅雨等比較的長期にわたる

現象について注意を喚起したり、解説するため

のもの。 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 少雨、長雨、低温、梅雨等比較的長期にわたる

現象について注意を喚起したり、解説するため

のもの。 

 (5) 早期注意情報（警戒級の可能性） 

  5 日先までの警報級の現象の可能性が［高］、

［中］の 2段階で発表される。当日から翌日にか

けては時間帯を区切って、天気予報の対象地域

と同じ発表単位（滋賀県南部、滋賀県北部）で、

2日先から 5 日先にかけては日単位で、週間天気

予報の対象地域と同じ発表単位（滋賀県）で発表

される。大雨に関して、明日までの期間に［高］

または［中］が予想されている場合は、災害への

心構えを高める必要があることを示す警戒レベ

ル１である。 

(6) 記録的短時間大雨情報 

(7) 洪水予報 

(8) 土砂災害警戒情報・補足情報 

土砂災害警戒情報とは、気象業務法および災害

対策基本法に基づき、大雨による土砂災害の発生

が予想される場合において、土砂災害発生の危険

性周知のため滋賀県と彦根地方気象台が共同して

市町村単位で発表する情報である。 

発表の基準は、過去に土石流やがけ崩れが多発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 記録的短時間大雨情報 

(6) 洪水予報 

(7) 土砂災害警戒情報・補足情報 

土砂災害警戒情報とは、気象業務法および災害

対策基本法に基づき、大雨による土砂災害の発生

が予想される場合において、土砂災害発生の危険

性周知のため滋賀県と彦根地方気象台が共同して

市町村単位で発表する情報である。 

発表の基準は、過去に土石流やがけ崩れが多発
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した雨量に基づいて基準を定め今後の予想雨量が

基準を超過したとき、避難に必要な時間を考慮し

発表する。 

滋賀県では、土砂災害警戒情報を補足する情報

として土砂災害降雨危険度（1kmメッシュ）および

地域区分を提供して、一般に周知させるために必

要な措置を講じる。 

(9) 水防警報 

(10) 水位情報の通知及び周知（氾濫危険水位（水防

法第 13条で規定される洪水特別警戒水位）） 

(11) 火災気象通報 

した雨量に基づいて基準を定め今後の予想雨量が

基準を超過したとき、避難に必要な時間を考慮し

発表する。 

滋賀県では、土砂災害警戒情報を補足する情報

として危険度メッシュ情報等を提供して、一般に

周知させるために必要な措置を講じる。 

 

(8) 水防警報 

(9) 水位情報の通知及び周知（氾濫危険水位（水防

法第 13条で規定される洪水特別警戒水位）） 

(10) 火災気象通報 

4 3 2 91 第 2 計画内容 

1 市における広報 

(4) 放送機関に対する放送要請 

イ 緊急警報放送 

(ｱ) 災害が発生し、または発生するおそれのある場合

で多くの人命、財産を保護するため【警戒レベル

第 2 計画内容 

1 市における広報 

(4) 放送機関に対する放送要請 

イ 緊急警報放送 

(ｱ) 災害が発生し、または発生するおそれのある場合

で多くの人命、財産を保護するため避難の勧告、お

語句修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

３】避難準備・高齢者等避難開始、【警戒レベル４】

避難勧告および指示等災害に関する重要な情報の

伝達、ならびに予想される災害の事態およびこれ

に対してとるべき措置 

よび指示等災害に関する重要な情報の伝達、ならび

に予想される災害の事態およびこれに対してとる

べき措置 

4 3 2 92 (2) 関西電力㈱、関西電力送配電㈱ 

事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道

機関、ホームページ、停電情報アプリ、SNSおよび Lアラ

ート等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等により

直接当該地域へ周知する。 

(2) 関西電力㈱ 

事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報

道機関およびインターネット等を通じて行うほか、状況

に応じて、広報車等により直接当該地域へ周知する。 

体制変更および関

西電力㈱、関西電

力送配電㈱の防災

業務計画との整合

を図るための修正 

4 4 1 93

～

95 

第 2 消防体制配備区分 

消防体制配備区分は次のとおりとする。 

広域消防の体制(湖南広域消防局風水害警備計画) 

警戒 1 号体制 

１ 開始基準 

管内にいずれかの注意報が発令された場合 

（１）強風注意報 

（２）風雪注意報 

（３）大雨注意報 

（４）洪水注意報 

（５）竜巻注意情報 

２ 担当者 

第 2 消防体制配備区分 

消防体制配備区分は次のとおりとする。 

広域消防の体制(湖南広域消防局風水害警備計画) 

１ 号 体 制（ 通 常 体 制 ） 

召集条件 応召職員 活動概要 

管内の地域に次の注

意報が発令されたと

き 

  ・強風注意報 

  ・風雪注意報 

・大雨注意報 

・洪水注意報 

・雷注意報     

・竜巻注意情報 

 

 

＜消防局＞ 

・警戒本部の設置準備 

 

＜消防署＞ 

・警戒指揮所の設置準

備 

・機械器具の点検 

・市の動向確認 

湖南広域消防局風

水害警備計画と整

合を図るための修

正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

    対応部署 

時間帯 

消防局 消防署 

平日帯 災害管制課長 消防署長 

夜間帯 主幹 主幹 

 

警戒２号体制 

１ 移行基準 

次のいずれかに該当した場合 

（１）管内に次の警報が１以上発令された場合 

  ア 暴風警報 

  イ 暴風雪警報 

  ウ 大雨警報 

  エ 洪水警報 

（２）台風の接近が確実で、管内に災害発生が予測される場合 

（３）消防局長が特に必要と認める場合 

２ 実施事項 

消防局 警戒本部の開設 

消防署 警戒指揮所の開設 

   対応部署 

時間帯 
消防局 消防署 

平日帯 消防局次長（危機管

理監） 

毎日勤務者 

交替勤務者および署

 

 

 

 

２ 号 体 制（ 指 名 職 員 増 員 体 制 ） 

召集条件 応召職員 活動概要 

管内の地域に次

の警報が１以上

発令され、消防

局長が必要と認

めるとき。 

 又は、台風が

管内に接近する

ことが確実とな

ったとき。 

＊応召職員は、

第１段階で指名

した職員とし、

継続的な降雨が

予想される場合

は、消防局次長

（ 危 機 管 理 担

当）の判断によ

＜消防局＞ 

○第１段階 

消防局次長（危機管

理担当）、災害管制課

長、救命救急課長、

消防救助課の課長補

佐級以上の職員（交

替勤務者除く） 

○第２段階 

災害管制課補佐級以

上（交代勤務者は除

く。）、救命救急課の

課長補佐級の職員、

予め課長から指定を

受けた職員   

＜消防署＞ 

消防署長・副署長、

＜消防局＞ 

・警戒本部設置 

・消防局長指令等

の発令 

・非番者等の応召

準備指令 

・情報収集 

 

 

 

 

 

 

＜消防署＞ 

・警戒指揮所設置 

・構成市との連絡

調整 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

全課員 所応召者 

夜間帯 消防局次長（危機管

理監） 

<消防局次長> 

消防救助課長 

<消防救助課参事ま

たは課長補佐> 

消防救助課副参事と

係長各 1 名 

<消防救助課係長と

主任各 1 名> 

消防署長 

<消防副署長> 

交替勤務者および署

所応召者 

あらかじめ消防署長

から指名を受けた職

員 

< >内は交替時等の代行者 

 

 

警戒３号体制 

１ 移行基準 

次のいずれかに該当し、かつ消防局次長（危機管理監）が必

要と判断した場合 

（１）滋賀県防災ポータルの情報を基に、今後も警報基準以

上の風や雨などが継続すると見込まれる場合 

（２）床上浸水以上の被害が発生した場合 

２ 実施事項 

消防局 警備本部の開設 

り第２段階の職

員を応召する。 

  ・暴風警報 

  ・暴風雪警報 

・大雨警報 

（土砂災害、

浸水害） 

  ・洪水警報 

予め署長から指定を

受けた職員 

なお、消防局及び警

報発表市を管轄する

消防署のみ 

・巡視班編成、危

険個所のパトロー

ル及び広報 

・情報収集 

 

 

 

 

 

３ 号 体 制（ 非 番 者 増 員 体 制 ） 

召集条件 応召職員 活動概要 

次の条件に

該当したとき。 

・管内におい

て、床上浸水

の被害が発

生したとき。 

・管内において

土砂崩れ等

＜消防局＞ 

・消防局次長 

・非番者 

・全課長補佐

級以上の職員 

 

 

 

 

＜消防局＞ 

・警備本部設置 

・警備本部で対応協議及

び情報収集 

・構成市の被害状況確

認 

・被害状況を構成市へ

報告 

・関係機関との連絡調
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

消防署 前進指揮所の開設 

３ 対応者 

    対応部署 

時間帯 

消防局 消防署 

平日帯 消防局次長（危

機管理監） 

全課員 

毎日勤務者 

交替勤務者および

署所応召者 

夜間帯 消防局次長（危

機管理監） 

消防救助課の

主任以上の者 

その他の課の

補佐級以上の者 

 

消防署長 

消防副署長 

交替勤務者および

署所応召者 

あらかじめ消防署

長から指名を受け

た職員 

 

 

 

 

 

 

 

警戒４号体制 

 １ 移行基準 

  次のいずれかに該当する場合 

の被害が発

生したとき。 

・3 時間降水量

が１００mm

に達し、その

後も継続し

て降雨が予

想されると

き。 

 

 

  

＜消防署＞ 

 

・非番者 

整  

・指定職員及び非番者の

召集指令 

・災害即時報告 

＜消防署＞ 

・前進指揮所の設置 

・前進指揮所の活動計画

の協議及び情報収集 

・関係機関との連絡調

整 

・警備本部への情報連

絡 

 

 

 

 

 

 

４ 号 体 制（ 全 職 員 体 制 ） 

召集条件 応召職員 活動概要 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

 （１）特別警報が発令されたとき 

 （２）被害が拡大もしくは拡大すると見込まれ、かつ消防局長

が必要と判断した場合 

  ２ 対応者 

 全職員 
 

管内の地域に次の

警報が発令され、消防

局長が必要と認める

とき。 

又は、管内全域に被

害が拡大したとき、又

は発生が確実とされ

るとき。 

 

＜特別警報＞ 

 

 

＜消防局＞ 

＜総務部＞ 

全職員、所属課

へ出動 

 

 

 

 

 

＜消防署＞ 

・全職員 

＜消防局＞ 

・管内被害状況の把

握及び適正消防

力配備計画の樹

立 

・前進指揮所の支援 

・滋賀県、構成市、

県内消防本部と

の連絡調整 

・応援要請の検討 

＜消防署＞ 

・特別警報発令時の

市民広報 

・車両広報等による

住民広報と避難

誘導 

・水害対応班の編成

と避難地域への

出動 
 

4 4 1 96 第 3 消防署の体制 

1 消防隊の出動基準 

エ 特命出動 

消防局長の命令または現場最高指揮者の要請等に基づき

出動するもの 

オ 警戒出動 

火災防御等の災害が発生するおそれのある事案に出動す

第 3 消防署の体制 

1 消防隊の出動基準 

エ 特命出場 

消防局長の命令または現場最高指揮者の要請等に基づき

出動するもの 

オ 警戒出場 

火災防御等の災害が発生するおそれのある事案に出動す

消防局消防受援計

画等との整合を図

るため 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

るもの 

カ～キ （削除） 

 

 

 

 

 

2 非常時の対策 

風水害等については、湖南広域消防局風水害警備計画

に基づいて対処するものとする。 

3 消防隊の活動方針 

(2) 救助活動の原則 

ウ 消防隊、消防団および自主防災組織等との連携した

救助活動 

(3) 救急活動の原則 

ウ 消防隊、消防団および自主防災組織等との連携した

救急活動 

4 応援要請 

  湖南広域消防局管内に風水害等の災害が発生し、災

害規模が大きく管内の消防力では対処できない場合にお

いては、被害を最小限度に止めるため、応援協定等に基づ

き他の市町等に応援要請を行うものとし、その場合には、

以下の事項について明らかにするものとする。 

るもの 

カ 配置転換出動 

災害規模等により当該管轄署以外の消防署または出張所

へ、消防小隊を配置転換のために出動するもの 

キ 応援出動 

消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に

よる消防相互応援協定に基づき出動するもの 

2 非常時の対策 

風水害等については、湖南広域消防局風水害警防計画

に基づいて対処するものとする。 

3 消防隊の活動方針 

(2) 救助活動の原則 

ウ 消防隊、救急隊、消防団および自主防災組織等との

連携した救助活動 

(3) 救急活動の原則 

ウ 消防隊、救助隊、消防団および自主防災組織等との

連携した救急活動 

4 応援協力 

  湖南広域消防局管内に台風、水火災およびその他の

災害が発生し、災害規模が大きく管内の消防力では対処

できない場合においては他の市町等に応援を要請し、被

害を最小限度に止めるため、応援要請を行う。 

(1) 応援の方法 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

(1) 災害発生場所 

(2) 災害の種別・状況 

(3) 人的、物的被害の状況 

(4) 必要とする応援隊 

(5) 応援を必要とする地域 

(6) 応援隊の出動拠点(ヘリコプター離発着場および活

動拠点) 

(7) 応援隊の宿営場所（ロクハ公園南ゲート駐車場およ

びお花見公園） 

(8) 応援隊の誘導方法 

(9) その他必要な情報 

応援協定に基づき応援を要請する場合、以下の事項につ

いて明らかにするものとする。 

ア 応援を要請する場合 

(ｱ)要請をする場合の災害の規模の基準 

(ｲ)要請をする場合の要請者 

(ｳ)要請をする相手方の責任者と最も迅速に要請できる

通信連絡 

(ｴ)要請をする応援隊の人員および機器材 

(ｵ)応援隊の集結場所の指定（ロクハ公園南ゲート駐車場

およびお花見公園）および誘導方法 

(ｶ)その他 

応援協定に基づき応援する場合、以下の事項について明

らかにするものとする。 

イ 応援する場合 

(ｱ)応援出動を命令するもの 

(ｲ)応援要請を受ける通信等の体制 

(ｳ)その他 

(2) 資料の交換 

応援する場合は相手方の地水利の状況を隊員がよく把握

しておかないと応援の効果をあげることができないの

で、事前に資料の交換が必要である。 

なお、資料交換は緊急を要する以外は、文書によるもの

とする。 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

4 5 2 101

～ 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2節 避難救出計画 

第 2 計画内容 

1 警戒避難活動 

(4) 避難勧告等の発令の判断基準 

イ 避難勧告等発令の判断基準 

（中略） 

なお、具体的な発令判断基準については、P104,105 の

発令判断基準表を参照 

(5) 避難勧告等の伝達方法 

イ 避難勧告等の伝達手段 

 避難勧告等の伝達は次のフローで実施する。なお、浸水

想定区域に係る各施設管理者等への洪水予報の伝達方法

も同様とする。 

 

土砂災害に関する避難勧告等発令の判断基準 

【警戒レベ

ル３】 

避難準備・

高齢者等避

難開始 

１～３のいずれかに該当する場合

に、【警戒レベル３】避難準備・高齢者

等避難開始を発令する。 

１：大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害降雨危険度で２時間以

内に大雨警報の土壌雨量指数基準を超

過し、さらに降雨が継続する見込みで

ある場合（「避難準備開始の目安」が示

第 2節 避難救出計画 

第 2 計画内容 

1 警戒避難活動 

(4) 避難勧告等の発令の判断基準 

イ 避難勧告等発令の判断基準 

（中略） 

なお、具体的な発令判断基準については、P109,110の

発令判断基準表を参照 

(5) 避難勧告等の伝達方法 

イ 避難勧告等の伝達手段 

 避難勧告等の伝達は次のフローで実施する。なお、浸

水想定区域に係る各施設管理者（資料編Ⅵ-18④参照）等

への洪水予報の伝達方法も同様とする。 

 

土砂災害に関する避難勧告等発令の判断基準 

【警戒レベ

ル３】 

避難準備・

高齢者等避

難開始 

１～３のいずれかに該当する場合

に、【警戒レベル３】避難準備・高齢者

等避難開始を発令する。 

１：大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

で２時間以内に大雨警報の土壌雨量指

数基準を超過し、さらに降雨が継続す

る見込みである場合（「避難準備開始の

事務内容の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

 

 

 

 

 

 

  

 

された） 

２：大雨注意報が発表され、当該注意報

の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土

砂災害）に切り替える可能性が言及さ

れている場合、注意報に記される注意

警戒期間、降水短時間予報、県気象情報

を勘案し判断する。 

３：強い降雨を伴う台風が夜間から明

け方に接近・通過することが予想され

る場合 

【警戒レベ

ル４】 

避難勧告・

避 難 指 示

（緊急） 

１～４のいずれかに該当する場合

に、【警戒レベル４】避難勧告を発令す

る。 

１：土砂災害警戒情報が発表された

場合 

２：大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害降雨危険度の予測値で

２時間以内に土砂災害警戒情報発表基

準（CL）を超過（「避難開始の目安」が

示された）し、さらに降雨が継続する見

込みである場合 

３：大雨警報（土砂災害）が発表されて

いる状況で、記録的短時間大雨情報が

目安」が示された） 

２：大雨注意報が発表され、当該注意報

の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土

砂災害）に切り替える可能性が言及さ

れている場合、注意報に記される注意

警戒期間、降水短時間予報、県気象情報

を勘案し判断する。 

３：強い降雨を伴う台風が夜間から明

け方に接近・通過することが予想され

る場合 

【警戒レベ

ル４】 

避難勧告・

避 難 指 示

（緊急） 

１～４のいずれかに該当する場合

に、【警戒レベル４】避難勧告を発令す

る。 

１：土砂災害警戒情報が発表された

場合 

２：大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒メッシュ情報の予

測値で２時間以内に土砂災害警戒情報

の判定基準を超過（「避難開始の目安」

が示された）し、さらに降雨が継続する

見込みである場合 

３：大雨警報（土砂災害）が発表されて

いる状況で、記録的短時間大雨情報が
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発表された場合 

４：土砂災害の前兆（湧き水・地下水の

濁り、渓流の水量の変化等）が発見され

た場合 

１～４のいずれかに該当する場合

に、【警戒レベル４】避難指示（緊急）

を発令する。 

１：土砂災害警戒情報が発表され、か

つ、土砂災害降雨危険度で土砂災害警

戒情報発表基準（CL）を実況で超過し

た場合（「土砂災害の恐れ」が示された

場合 

２：土砂災害警戒情報が発表されてお

り、さらに記録的短時間大雨情報が発

表された場合 

３：山鳴り、流木の流出の発生が確認さ

れた場合 

４：避難勧告等による立ち退き避難が

十分でなく、再度、立ち退き避難を住民

に促す必要がある場合 

【警戒レベ

ル５】 

災害発生情

土砂災害が発生した場合に【警戒レ

ベル５】災害発生情報を発令する。 

発表された場合 

４：土砂災害の前兆（湧き水・地下水の

濁り、渓流の水量の変化等）が発見され

た場合 

１～４のいずれかに該当する場合

に、【警戒レベル４】避難指示（緊急）

を発令する。 

１：土砂災害警戒情報が発表され、か

つ、土砂災害警戒情報を補足する情報

で土砂災害警戒情報の基準を実況で超

過した場合（「土砂災害の恐れ」が示さ

れた場合 

２：土砂災害警戒情報が発表されてお

り、さらに記録的短時間大雨情報が発

表された場合 

３：山鳴り、流木の流出の発生が確認さ

れた場合 

４：避難勧告等による立ち退き避難が

十分でなく、再度、立ち退き避難を住民

に促す必要がある場合 

【警戒レベ

ル５】 

災害発生情

土砂災害が発生した場合に【警戒レ

ベル５】災害発生情報を発令する。 
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報 

 

報 

 

4 5 2 106 4 警戒区域の設定等 

 (2) 土砂災害警戒区域等における避難対策 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域と

は、土砂災害防止法に基づき都道府県知事が指定

する、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりによる

土砂災害のおそれがある土地の範囲である。 

4 警戒区域の設定等 

 (2) 土砂災害警戒地区等における避難対策 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域と

は、土砂災害防止法に基づき都道府県知事が指定

する、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりによる

土砂災害のおそれがある土地の範囲である。 

事務内容の修正 

4 5 2 109 

～ 

110 

5 避難所の開設 

(4) 避難所開設等の報告 

イ 避難所責任者は被災者の出入を確実に把握し、一定

時間ごとに本部へ次の事項を記録し報告するものとす

る。 

(ｱ) 避難所収容者名簿 （資料編 Ⅸ－17） 

(ｲ) 避難所開設日誌  （資料編 Ⅸ－18） 

(ｳ) 物品出納簿    （資料編 Ⅸ－19） 

(ｴ) 被災者救助明細書 （資料編 Ⅸ－20） 

6 避難所の運営 

避難所の運営に当たっては、避難場所における生活環

境に注意を払い、常に良好なものとするように努めるも

5 避難所の開設 

(4) 避難所開設等の報告 

イ 避難所責任者は被災者の出入を確実に把握し、一定

時間ごとに本部へ次の事項を記録し報告するものとす

る。 

(ｱ) 避難所収容者名簿 （資料編 Ⅸ－18） 

(ｲ) 避難所開設日誌  （資料編 Ⅸ－19） 

(ｳ) 物品出納簿    （資料編 Ⅸ－20） 

(ｴ) 被災者救助明細書 （資料編 Ⅸ－21） 

6 避難所の運営 

避難所の運営に当たっては、避難場所における生活環

境に注意を払い、常に良好なものとするように努めるも

避難所における

LGBT の方やこど

も、高齢者、外国

人等への配慮に伴

う修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

のとする。 

この際、避難所の運営における支援者の配置は性別や

年代に偏りの内容留意し、さまざまな視点からの支援が

行えるよう配慮するものとする。特に女性専用の物干し

場、更衣室、授乳室の設置や女性による生理用品・下着の

配布等、避難生活の中の不安軽減や安全の確保について、

それぞれのニーズに配慮した避難所となるよう努める。 

のとする。 

この際、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・女性用下着等の女性による配布、避難所における安

全の確保など、女性や家庭のニーズに配慮した避難所と

なるよう努める。 

4 5 3 113 

～ 

122 

第 2 計画内容 

1 医療救護活動計画 

県計画では、県保健医療調整本部ならびに市救護本部、

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している。 

(1)  第 1フェーズ(発生から 3時間程度) 

ア 情報の伝達 

(ｱ) 県保健医療調整本部は、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依頼する

とともに、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。 

(ｲ) 県保健医療調整本部は、災害拠点病院に災害派

遣医療チーム（DMAT）の派遣を要請した場合、基幹

第 2 計画内容 

1 医療救護活動計画 

県の地域防災計画では、県災害医療本部ならびに市救

護本部、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している。 

(1)  第 1フェーズ(発生から 3時間程度) 

ア 情報の伝達 

(ｱ) 県災害医療本部は、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依頼すると

ともに、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。 

(ｲ) 県災害医療本部は、災害拠点病院に災害派遣医

療チーム（DMAT）の派遣を要請した場合、基幹災害

県計画と整合を図

るための修正 
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災害拠点病院および災害が発生した医療圏域の県

保健医療調整地方本部に直ちに連絡する。 

(ｳ) 県保健医療調整本部から連絡をうけた県保健医

療調整地方本部は、市救護本部および救急告示病

院等に直ちに連絡する。 

(ｴ) 県保健医療調整本部は、災害拠点病院に災害派

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県

保健医療調整地方本部に直ちに連絡する。 

(ｵ) 県保健医療調整本部は、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。 

イ 被災地外医療圏域の災害拠点病院に対する派遣要

請 

(ｱ) 県保健医療調整本部は、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)で県保健医療調整本部から要請を受け

た災害拠点病院等は、災害派遣医療チーム(DMAT)

拠点病院および災害が発生した医療圏域の災害医

療地方本部に直ちに連絡する。 

(ｳ) 県災害医療本部から連絡をうけた災害医療地方

本部は、市および救急告示病院等に直ちに連絡す

る。 

(ｴ) 県災害医療本部は、災害拠点病院に災害派遣医

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災害医

療地方本部に直ちに連絡する。 

(ｵ) 県災害医療本部は、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。 

イ 被災地外医療圏域の災害拠点病院に対する派遣要

請 

(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)で県災害医療本部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
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を派遣する。 

(2)  第 2フェーズ(3日以内) 

ア 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ため現地合同調

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、県保健医療調整本部およ

び基幹災害医療センター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。 

イ 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、患者の重傷度別に、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・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。 

遣する。 

(2)  第 2フェーズ(3時間から 3 日以内) 

ア 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ため現地合同調

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、県および基幹災害医療セ

ンター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。 

イ 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、患者の重傷度別に、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・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
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(ｳ) 県保健医療調整本部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。 

(3)  第 3フェーズ(4日から 2週間) 

ア 医療救護班の派遣 

(ｱ) 市救護本部は、被災地内に所在する災害拠点

病院、その他病院および地元医師会等の協力を得

て、市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、県保健医療調整地方本部

に医療救護班等の派遣要請を行う。 

(ｳ) 県保健医療調整本部または県保健医療調整地方

本部は、市救護本部から医療救護班等の派遺要請

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) (ｳ)で要請を受けた各医療関係団体は、県保健医

療調整本部からの派遺要請に基づき医療救護班等

を派遣する。 

イ 県保健医療調整地方本部の活動 

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。 

 

 

(3)  第 3フェーズ(4日から 2週間) 

ア 医療救護班の派遣 

(ｱ) 市は、被災地内に所在する災害拠点病院、そ

の他病院および地元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、災害医療地方本部に医

療救護班等の派遣要請を行う。 

(ｳ) 県災害医療本部または災害医療地方本部は、市

から医療救護班等の派遺要請を受けた場合、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) (ｳ)で要請を受けた各医療関係団体は、県からの

派遺要請に基づき医療救護班等を派遣する。 

イ 災害医療地方本部の活動 

(ｱ) 災害医療地方本部は、上記アで派遺された医療
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(ｱ) 県保健医療調整地方本部は、上記アで派遺され

た医療救護班の派遺場所について調整を行う。 

(4) 第 4フェーズ（2週間から 2か月程度） 

第 7章 防疫および保健衛生計画による 

(5)  災害派遣医療チーム(DMAT) 

災害拠点病院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、速

やかに災害現場の医療情報を収集し、県保健医療調整本

部および基幹災害医療センター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。 

ア 派遣手順 

県保健医療調整本部は、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、県保健医療調整本部からの派遣要請がな

く、また県保健医療調整本部と連絡が取れない場合に

は、災害拠点病院は、病院の判断で災害派遣医療チーム

（DMAT）を災害現場に派遣する。 

イ 派遣要請基準 

(ｱ) 県内で発生した災害の場合 

ウ 災害派遣医療チーム(DMAT)の搬送 

救護班の派遺場所について調整を行う。 

 

(4) 第 4フェーズ（2週間から 2 か月程度） 

第 7節 防疫および保健衛生計画による 

(5)  災害派遣医療チーム(DMAT) 

災害拠点病院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、

速やかに災害現場の医療情報を収集し、県および基幹災

害医療センター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。 

ア 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、県災害医療本部からの派遣要請がなく、

また県災害医療本部と連絡が取れない場合には、災害

拠点病院は、病院の判断で災害派遣医療チーム（DMAT）

を災害現場に派遣する。 

イ 派遣要請基準 

(ｱ) 県内で癸生した災害の場合 

ウ 災害派遣医療チーム(DMAT)の搬送 

災害派遣医療チーム(DMAT)は、原則として医療機関
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災害派遣医療チーム(DMAT)は、原則として医療機関

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、県保健医療調整本部または市救護本部に搬送

手段の支援を求める。 

2 医療救護体制 

県保健医療調整本部は、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、病院

の被災状況を調査し、医療救護、助産救護、こころのケア

活動が可能な医療機関を把握する。また、市救護本部の協

力要請を受けて必要に応じ、医療機関および医療関係団

体に医療救護、助産救護班、こころのケアチームの派遣要

請を行うものとする。 

医療救護、助産救護班、こころのケアチームの派遣要請

を受けた医療機関および医療関係団体は、救護班を速や

かに編成し救護所等指定場所で救護活動を行う。 

(1) 病院等の被災状況等の把握 

県保健医療調整地方本部は市救護本部と連携し、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、病院等の被災状況を把握する。 

ア 医療、助産救護活動が可能な病院等の確認 

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、県または市に搬送手段の支援を求める。 

 

 

2 医療救護体制 

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、病院の被災状況を

調査し、医療救護、助産救護、こころのケア活動が可能な

医療機関を把握する。また、市本部の協力要請を受けて

必要に応じ、医療機関および医療関係団体に医療救護、

助産救護班、こころのケアチームの派遣要請を行うもの

とする。 

医療救護、助産救護班、こころのケアチームの派遣

要請を受けた医療機関および医療関係団体は、救護班

を速やかに編成し救護所等指定場所で救護活動を行

う。 

(1) 病院等の被災状況等の把握 

災害医療地方本部は市本部と連携し、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、病院等の被災状況を把握する。 

ア 医療、助産救護活動が可能な病院等の確認 
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3 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 

県保健医療調整本部は、速やかに災害拠点病院に災害

派遣医療チーム(DMAT)の派遺要請を行うとともに、市救

護本部から医療、助産救護、こころのケアに関する要請が

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、災害拠点病院が有する

災害時の急性期に活動する機動性を持ち、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、県保健医療調整本部および

基幹災害医療センターに報告するとともに、災害現場に

 

3 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 

県災害医療本部は、速やかに災害拠点病院に災害派遣

医療チーム(DMAT)の派遺要請を行うとともに、市救護

本部から医療、助産救護、こころのケアに関する要請が

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、災害拠点病院が有す

る災害時の急性期に活動する機動性を持ち、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、県および基幹災害医療

センター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。 
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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。 

(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県保健医療調整本部、県保健医療

調整地方本部、市救護本部があたるものとする。 

 

4 病院等の初動活動 

病院等は、院内の被災状況を把握、患者の受入れや救護

班の派遣可能・不可能等の応需状況を的確に判断し、2に

基づく災害医療地方本部または市本部の求めに応じ、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。 

(1) 医療、助産救護活動が可能な病院等 

 

(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県本部、地方本部、市本部があた

るものとする。 

 

4 病院等の初動活動 

病院等(有床診療所を含む)は、院内の被災状況を把握、

患者の受入れや救護班の派遣可能・不可能等の応需状況

を的確に判断し、(2)に基づく災害医療地方本部または市

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。 

(1) 医療、助産救護活動が可能な病院等 

工 救護活動に当たって不足する医薬品等医療資器材
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工 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県保健医療調整地方本部(保健

所長)に供給要請する。 

オ 県保健医療調整地方本部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 

ア 簡易な修繕等により原状復帰が可能な病院 

(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、

消防本部、県保健医療調整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、県

保健医療調整本部に要請する。 

(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

および医療従事者を地方本部(保健所長)に供給要請

する。 

オ 災害医療地方本部(保健班)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 

ア 簡易な修繕等により原状復帰が可能な病院 

(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、

消防本部、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、県災害

医療本部に要請する。 

(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
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よび医療資器材および医療従事者等を県保健医療

調整地方本部に供給要請する。 

(ｳ)原状復帰後は県保健医療調整地方本部（健康福祉

班）に報告するとともに、救護活動を行う。 

 

(3) 修繕不可能な病院等（当分の間、診療機能の回復の

目処がたたない病院等） 

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、消防本部、県保健医療調整

地方本部（健康福祉班）に協力要請する。また、広域

的な搬送体制が必要な場合は県保健医療調整本部に

要請する。 

方本部に供給要請する。 

(ｳ)原状復帰後は地方本部（健康福祉班）に報告する

とともに、救護活動を行う。 

 

(3) 修繕不可能な病院等（当分の間、診療機能の回復の

目処がたたない病院等） 

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、消防本部、地方本部（健康福

祉班）に協力要請する。また、広域的な搬送体制が必要

な場合は県本部に要請する。 
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6 市救護本部の医療救護活動 

市救護本部は、災害の状況に即応し、救護班の出動によ

り救護活動を行うが、災害の状況により救護班の人員で

救護活動が出来ないときは、「災害時の医療救護活動に関

する協定」に基づき、草津栗東医師会に派遣要請を行うも

のとする。また、大規模な災害が発生し市救護本部の能力

で救護が困難な場合は、県保健医療調整本部を通じ日本

赤十字社滋賀県支部等に応援協力を要請し、災害拠点病

院から派遣される医師等および草津栗東医師会等の協力

を得て救護班を編成し、医療救護活動を行うものとする。 

なお、救護本部は健康増進課に設置するものとする。 

また、被災地の状況に応じ、公的な施設等を利用し救護

所を設置する。 

(4)  県防災ヘリコプターの出動要請 

緊急に負傷者等を救出・収容・搬送する必要がある場合

で、交通の途絶により陸路からの臨場が困難な場合は、市

6 市本部の医療救護活動 

市本部は、災害の状況に即応し、救護班の出動により

救護活動を行うが、災害の状況により救護班の人員で救

護活動が出来ないときは、市本部に「災害時の医療救護

活動に関する協定」に基づき、草津栗東医師会に派遣要

請を行うものとする。また、大規模な災害が発生し市本

部の救護班の能力で救護が困難な場合は、県災害医療本

部を通じ日本赤十字社滋賀県支部等に応援協力を要請

し、災害拠点病院から派遣される医師等および草津栗東

医師会等の協力を得て救護班を編成し、医療救護活動を

行うものとする。 

なお、救護本部は健康増進課に設置するものとする。 

また、被災地の状況に応じ、公的な施設等を利用し救

護所を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  県防災ヘリコプターの出動要請 

緊急に負傷者等を救出・収容・搬送する必要がある場
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

本部を通じて県防災ヘリコプターに出動要請を行う。 

市救護本部の医療救護活動の実施体制 

 

合で、交通の途絶により陸路からの臨場が困難な場合は、

県防災ヘリコプターに出動要請を行う。 

市本部の医療救護活動の実施体制 

 

4 5 5 127

～

128 

第 2 計画内容 

2 給水の活動 

(2) 応急給水対策 

ア 浄水の確保 

応急給水に用いる水は水道水とし、浄水池および配

水池に貯溜された浄水を使用する。 

 

 

 

 

イ 応急給水の期間と給水量および方法 

第 2 計画内容 

2 給水の活動 

(2) 応急給水対策 

ア 浄水の確保 

応急給水に用いる水は水道水とし、浄水池および配

水池に貯溜された浄水を使用する。 

また、必要に応じ井戸・貯水槽・プールおよび琵琶湖

等の水をろ水機で浄化および耐震性飲料水兼用防火水

槽を使用する。(但し、ろ水機で浄化した水は飲料水と

しては使用しない。） 

イ 応急給水の期間と給水量および方法 

給水班の任務整理

による修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

ａ 第 1次給水（混乱期＝災害発生から 3日間） 

・生命維持のための最小限必要量 3㍑／人・日 

・自己貯水による利用と併せ、水を得られなかった

者に対する応急拠点給水 

・市内各小中学校を応急給水拠点とし、北山田浄水

場、ロクハ浄水場および配水池から給水車・ポリタ

ンク積載車等（以下「タンク車」という。）により

充水する。 

 

ウ 給水場所 

応急給水は特別給水拠点および一般給水拠点に対

し、風船式水槽等に充水する。 

 

 

緊急給水設備 

設備・機器 容量・能力 数量 管理者 

給水タンク車 3ｔ 2 
草津市 

上下水道部 

給水タンク 

（積載車必要） 

1.5ｔ 1 
同上 

400 ㍑ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 12 

 

ａ 第 1次給水（混乱期＝災害発生から 3日間） 

・生命維持のための最小限必要量 3㍑／人・日 

・自己貯水による利用と併せ、水を得られなかっ

た者に対する応急拠点給水 

・市内各小中学校を応急給水拠点とし、北山田浄

水場、ロクハ浄水場および配水池から給水車・ポ

リタンク積載車等（以下「タンク車」という。）に

より学校内の受水槽および風船式水槽等へ充水

し、市民に対し給水を行う。 

ウ 給水場所 

応急給水は特別給水拠点および一般給水拠点に対

し、風船式水槽等を活用しながら行う。 

 

 

緊急給水設備 

設備・機器 容量・能力 数量 管理者 

給水タンク車 3ｔ 2 
草津市 

上下水道部 

給水タンク 

（積載車必要） 

1.5ｔ 1 
同上 

400 ㍑ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 12 

ろ水器 4ｔ／h 10 
草津市 

危機管理課 

 

4 5 8 133 2 災害応急教育 2 災害応急教育  
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

(1) 応急教育の実施予定場所等 

イ 学校の校舎の全部が災害を受けた場合 

(ｱ) 公共施設等を利用する。 

(ｲ) 隣接学校の校舎を利用する。 

ウ 特定の地区全体について相当大きな災害を受けた場

合 

住民避難先の最寄りの災害を受けなかった学校等公共施

設を利用する。 

4 社会教育施設の応急対策計画 

(1) 応急対策 

災害発生時において、社会教育施設については、災害応

急対策用として特に避難所、災害対策本部等に利用する

よう努め、被害の掌握とその応急修理の迅速化を図る。 

(1) 応急教育の実施予定場所等 

イ 学校の校舎の全部が災害を受けた場合 

(ｱ) 公民館、公共施設等を利用する。 

(ｲ) 隣接学校の校舎を利用する。 

ウ 特定の地区全体について相当大きな災害を受けた場

合 

住民避難先の最寄りの災害を受けなかった学校、公民館

等公共施設を利用する。 

4 公民館等社会教育施設の応急対策計画 

(1) 応急対策 

災害発生時において、公民館等社会教育施設について

は、災害応急対策用として特に避難所、災害対策本部等

に利用するよう努め、被害の掌握とその応急修理の迅速

化を図る。 

4 6 2 145 第 2 計画内容 

5 輸送方法 

(5) 空中輸送 

ア 交通途絶による孤立地帯への輸送は航空機によるも

のとし、「第 16章自衛隊災害派遣要請計画」の定めると

ころにより、自衛隊航空機の派遣要請を行う。 

第 2 計画内容 

5 輸送方法 

(5) 空中輸送 

ア 交通途絶による孤立地帯への輸送は航空機によるも

のとし、「第 15 章自衛隊災害派遣計画」の定めるとこ

ろにより、自衛隊航空機の派遣要請を行う。 

 

4 7 - 147 第 2 計画内容 

3 市の行う防疫活動の種別と方法 

(5) 感染症の病原体に汚染された物件にかかる措置 

第 2 計画内容 

3 市の行う防疫活動の種別と方法 

(5) 感染症の病原体に汚染された物件にかかる措置 

対応法令の修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

法第 29条第 2項の規定により知事の指示に基づき、感

染症の病原体に汚染された物件に係る措置を行うものと

する。（法第 50 条第 1 項の規定により実施される場合を

含む。） 

法第 28条第 2項の規定により知事の指示に基づき、感

染症の病原体に汚染された物件に係る措置を行うものと

する。（法第 50 条第 1 項の規定により実施される場合を

含む。） 

4 9 1 152 第 2 計画内容 

1 実施機関 

危険物による災害の発生に際しては、当該事業所等は直

ちに消防機関等に通報の上、当該事業所等の定める予防

規程等の計画により応急対策を実施することになるが、

災害の規模、態様によっては市および県地域防災計画な

らびに各関係機関の定めるところにより、総合的な応急

対策を実施するものとする。 

2 災害応急対策 

(1) 事業所等 

危険物施設の所有者、管理者および占有者で、その権原を

有する者（以下「責任者」という。）および危険物を移送

運搬中の者は、災害発生と同時に直ちに次の措置を講ず

るものとする。 

第 2 計画内容 

1 実施機関 

危険物による災害の発生に際しては、当該事業所等は直

ちに消防機関等に通報の上、当該事業所等の定める予防

規定等の計画により応急対策を実施することになるが、

災害の規模、態様によっては市および県地域防災計画な

らびに各関係機関の定めるところにより、総合的な応急

対策を実施するものとする。 

2 災害応急対策 

(1) 事業所等 

危険物施設の所有者、管理者および占有者で、その権限

を有する者（以下「責任者」という。）および危険物を移

送運搬中の者は、災害発生と同時に直ちに次の措置を講

ずるものとする。 

語句修正 

4 11 1 157 第 1節 電力施設応急対策計画 

［関西電力㈱、関西電力送配電㈱］ 

第 1 計画方針 

電気施設を災害から防護するため、各種施策を行うと

ともに、被害が発生した場合には、電力会社は速やかに応

第 1節 電力施設応急対策計画 

［関西電力株式会社］ 

第 1 計画方針 

電気施設を災害から防護するため、各種施策を行うと

ともに、被害が発生した場合には、電力会社は速やかに

体制変更による修

正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

急復旧作業により電力の供給確保に努める。 

なお、電力施設応急対策計画に関する詳細な事項につ

いては、本計画と整合を図りながら関西電力㈱および関

西電力送配電㈱が別に定める防災業務計画によるものと

する。 

 

応急復旧作業により電力の供給確保に努める。 

なお、電力施設応急対策計画に関する詳細な事項につ

いては、本計画と整合を図りながら別に定める関西電力

防災業務計画によるものとする。 

4 12 - 161 第 2 計画内容 

3 給水の活動 

(2) 応急復旧対策 

イ 第 1次応急復旧対策 

ｂ 復旧班の編成と主務 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・仮復旧および本復旧による給水開始前の水質確認を行

う。 

・復旧通水手順は、試験通水－漏水調査－修理－通水とす

る。 

・（略） 

・（略） 

 

第 2 計画内容 

3 給水の活動 

(2) 応急復旧対策 

イ 第 1次応急復旧対策 

ｂ 復旧班の編成と主務 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・（略） 

・仮復旧および本復旧による給水開始後の水質確認を行

う。 

・復旧通水手順は、試験通水－漏水調査－修理－通水と

する。 

・（略） 

・（略） 

・仮復旧および本復旧による給水開始後の水質確認を行

語句修正および内

容の重複による修

正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

う。 

4 13 - 163 （削除） 4 農業集落排水施設の応急対策 

災害により、農業集落排水施設が被災した場合、下水

道施設に準じ、上記の応急措置を実施する。 

農業用排水施設が

廃止となったこと

に伴う修正 

4 16 - 166

～

168 

第 16章 自衛隊災害派遣要請計画 

第 2 計画内容 

2 災害派遣要請の依頼 

(3) （中略） 

知事は陸上自衛隊今津駐屯地司令である第 3 戦車大隊

長を優先として、次により要請する。 

優先

順 

要  請  

先 
所在地 電話等 

1 

今津駐屯地司

令である第 3

戦 車 大 隊 長

(以下｢第 3 戦

車大隊長 (今

津 駐 屯 地 司

令)｣という｡)

（窓口：第 3

係） 

滋 賀 県

高島市 

今 津 町

平郷 

NTT ： 0740-22-

2581 

(内線 勤務時間

内：235・272 

勤務時間外：249) 

県防災行政無線：

171-0（電話） 

171-1（FAX） 

自衛隊防災用携

帯 電 話 ： 090-

4030-1119 

2 

陸上自衛隊中

部方面総監部

防衛部防衛課

運用室 

兵 庫 県

伊 丹 市

緑 ヶ 丘

7-1-1 

NTT ： 072-782-

0001 

(内線：2259) 

第 16章 自衛隊災害派遣計画 

第 2 計画内容 

2 災害派遣要請の依頼 

(3) （中略）  

知事は陸上自衛隊今津駐屯地司令である第 3 戦車大隊

長を優先として、次により要請する。 

優先

順 

要  請  

先 
所在地 電話等 

1 

今津駐屯地司

令である第 3

戦 車 大 隊 長

(以下｢第 3 戦

車大隊長 (今

津 駐 屯 地 司

令)｣という｡)

（窓口：第 3

係） 

滋 賀 県

高島市 

今 津 町

平郷 

NTT ： 0740-22-

2581 

(内線：235・236) 

県 防 災 行 政 無

線：171 

INS ： 0740-22-

8048 

2 

陸上自衛隊中

部方面総監部

防衛部防衛課

運用室 

兵 庫 県

伊 丹 市

緑 ヶ 丘

7-1-1 

NTT ： 072-782-

0001 

(内線：2259) 

3 

大津駐屯地司

令である方面

混成団長 (以

滋 賀 県

大津市 

際川 1-

NTT ： 077-523-

0034 

(内線：230・232) 

県計画と整合を図

るための修正 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

3 

大津駐屯地司

令である方面

混成団長 (以

下｢方面混成

団長 (大津駐

屯地司令)｣と

いう｡)(窓口：

訓練科) 

滋 賀 県

大津市 

際川 1-

1-1 

NTT ： 077-523-

0034 

(内線：230・232) 

県防災行政無線：

100-714 

 

下｢方面混成

団長 (大津駐

屯地司令)｣と

いう｡)(窓口：

訓練科) 

1-1 県 防 災 行 政 無

線：100-714 

 

4 18 - 173 第 2 計画内容 

2 ボランティア活動実施体制 

(1) ボランティアの種類 

ア 専門ボランティア 

医師等専門技術を有するボランティア（被災建築物応急

危険度判定士、被災宅地危険度判定士、外国語通訳ボラン

ティア、カウンセラー、柔道整復師等）の派遣に関しては、

医師会等と協議のうえ、救援班および仮設住宅・建築班

が受入れを行い、必要な場所に派遣する。 

第 2 計画内容 

2 ボランティア活動実施体制 

(1) ボランティアの種類 

ア 専門ボランティア 

医師等専門技術を有するボランティア（被災宅地応急危

険度判定士、被災宅地危険度判定士、外国語通訳ボラン

ティア、カウンセラー、柔道整復師等）の派遣に関して

は、医師会等と協議のうえ、救援班および仮設住宅・建

築班が受入れを行い、必要な場所に派遣する。 

語句修正 

5 1 - 183

～

184 

第 2  計画内容 

2 復旧事業の方針 

(7) 農林水産業施設災害復旧（農地・農業用施設）の取

扱い手続きは次のとおりである。 

ア 農地・農業用施設災害復旧事業（暫定法） 

（図略） 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度および範

囲については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助

第 2  計画内容 

2 復旧事業の方針 

(7) 農林水産業施設災害復旧（農地・農業用施設および

林道）の取扱い手続きは次のとおりである。 

ア 農地・農業用施設災害復旧事業および林道（暫定法） 

（図略） 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度および範

囲については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助

市内に林道が存在

しないため削除 
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の暫定措置に関する法律、同施行令、同施行規則、農地農

業用施設災害復旧事業事務取扱要綱、同査定要領、その他

通達により運営される。 

の暫定措置に関する法律、同施行令、同施行規則、農地農

業用施設災害復旧事業事務取扱要綱、同査定要領、林道

施設災害復旧事業取扱要領、林道施設災害復旧事業およ

び林道災害関連事業費査定要領、その他通達により運営

される。 

5 2 - 185 第 2 計画内容 

2 激甚災害に係る財政援助措置 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以

下「激甚災害」という。）が発生した場合には、県および

市は災害の状況を速やかに調査し実状を把握して早期に

激甚災害の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速

かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

第 2 計画内容 

2 激甚災害に係る財政援助措置 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以

下「激甚災害」という。）が発生した場合には、県および

市は災害の状況を速やかに調査し実状を把握して早期に

激甚災害の指定が受け、公共施設の災害復旧事業が迅速

かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

語句修正 

5 2 - 188 (4) 災害復旧関係補助基準 

災害を受けた水道施設の復旧に対しては、国庫補助があ

るが、従前の国庫補助基準を示すと以下のとおりである。 

 

ア 国庫補助事業となる復旧事業費の要件 

上水道（市の場合） 

復旧費の額 1,900,000円以上でありかつ(給水人口)×130

円以上の場合 

イ 補助率 1/2 

ウ 工事の内容 

復旧工事は原形復旧とする。 

(4) 災害復旧関係補助基準 

災害を受けた水道施設の復旧に対しては、国庫補助が

あるが、従前の国庫補助基準を示すと以下のとおりであ

る。 

ア 国庫補助事業となる復旧事業費の要件 

(ｱ)上水道（市の場合） 

復旧費の額 1,900,000 円以上でありかつ(給水人

口)×130円以上の場合 

(ｲ)簡易水道（市の場合） 

復旧費の額 1,000,000 円以上でありかつ(給水人

口)×110円以上の場合 

草津市において簡

易水道の取り扱い

がないことに伴う

文言削除 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 
【報１－４】 

イ 補助率 1/2 

ウ 工事の内容 

復旧工事は原形復旧とする。 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 

（別紙） 

施 設 種 別 施 設 名 住 所 水 害 リ ス ク 

認知症対応型通所介護事業所 
しが健康医療生活協同組合 デイサービスセ

ンターにじの家 くさつ 
草津市野村7-9-17 地先の安全度マップ 

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームなぎさ 草津市集町260-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

認知症対応型共同生活介護事業所 
医療法人芙蓉会 グループホーム クローバ

ー 
草津市上笠4-24-19 地先の安全度マップ 

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム 常輝の里 草津市志那中町25 洪水浸水想定区域 

認知症対応型共同生活介護事業所 社会福祉法人 華頂会 グループホームはるか 草津市新浜町153-2 洪水浸水想定区域 

認知症対応型共同生活介護事業所 ケアタウン南草津 グループホーム 草津市矢橋町627-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム あん 常盤 草津市芦浦町326-7 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

小規模多機能型居宅介護事業所 
地域密着型小規模多機能居宅介護サービス 

フェイス 
草津市草津2-14-32 地先の安全度マップ 

小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 心 
草津市駒井沢町

246-1 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

小規模多機能型居宅介護事業所 
パナソニック エイジフリーケアセンター草

津野村・小規模多機能 
草津市野村1-24-10 地先の安全度マップ 

小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所こころね 
草津市南山田町

960-5 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

小規模多機能型居宅介護事業所 ステップアップ（小規模多機能型） 草津市矢橋町155-1 洪水浸水想定区域 

通所介護事業所 デイサービスセンターなぎさ 草津市集町260-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

通所介護事業所 第二菖蒲の郷デイサービスセンター 草津市追分南5-18-8 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 草津市南笠通所介護事業所 あさひ 草津市笠山1-1-46 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 マザーレイクデイサービスセンター 草津市笠山5-3-66 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 
社会福祉法人みのり 草津市上笠デイサービ

スセンター湯楽里 
草津市上笠1-9-11 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 
社会福祉法人寿会草津市北部デイサービスセ

ンター常輝の里 
草津市志那中町25 洪水浸水想定区域 

通所介護事業所 デイサービス 暖団 草津 草津市野村7-17-11 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 デイサービス ティエール・みなみ草津 草津市東矢倉2-2-33 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 ツクイ南草津 草津市南草津2-6-3 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 
社会福祉法人しあわせ会 草津市老上デイサ

ービスセンターきはん 
草津市矢橋町885-1 洪水浸水想定区域 

通所介護事業所 菖蒲の郷デイサービスセンター 草津市山寺町837 地先の安全度マップ 
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地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 

通所介護事業所 花まるデイサービス 草津市若竹町2-24 地先の安全度マップ 

通所介護事業所 リハビリスタジオ夕照 草津市矢橋町7-7 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 しづ井上内科 草津市青地町481-3 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 アキヨシデンタルクリニック 草津市青地町692-8 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 あさの内科クリニック 
草津市追分南 1-1-

14-1 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 あまつ歯科医院 
草津市追分南 2-1-5

ﾌｧﾐｰﾙDAN1 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人かがやき歯科クリニック 草津市追分南2-1-9 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人 西岡医院 草津市追分南2-12-2 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 二宮歯科医院 草津市大路1-8-4 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 あらい眼科 草津市大路2-1-27 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 さいクリニック 草津市大路2-1-27 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 神吉医院 草津市大路2-10-7 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 二宮第二歯科 草津市上笠2-7-17 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 香川歯科医院 草津市上笠3-18-21 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人清明会 あゆかわ歯科クリニック 草津市川原1-8-10 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 すぎうら皮ふ科医院 草津市川原2-15-10 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 第二富田クリニック 
草津市駒井沢町

395-1 
洪水浸水想定区域 

通所リハビリテーション事業所 草津ハートセンター 
草津市駒井沢町

407-1 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 ふせファミリー歯科 草津市志那中町8-6 洪水浸水想定区域 

通所リハビリテーション事業所 やまみち耳鼻咽喉科 草津市渋川1-2-15 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人耕悠会 草津いりえ歯科クリニック 草津市渋川1-2-26 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 由良クリニック眼科分院 草津市新浜町300 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 
医療法人社団ラナンキュラス会 麗ビューテ

ィー皮フ科クリニック 

草津市西大路町 4-

32 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人 佐竹クリニック 
草津市西大路町 8-

28-102 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 富田クリニック 草津市西渋川1-3-22 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人 智林会 山田産婦人科 
草津市西渋川 1-21-

14 
地先の安全度マップ 
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通所リハビリテーション事業所 医療法人社団 加藤内科医院 草津市野路1-6-5 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 南草津 野村整形外科 草津市野路1-6-27 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 村井歯科医院 
草津市野路 1-7-21-

208 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人 社団真和会 南草津歯科 草津市野路1-13-36 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 
医療法人芙蓉会南草津病院通所リハビリテー

ション 
草津市野路5-2-39 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人スマイル 玉川スマイルクリニック 草津市野路8-22-13 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 かんだクリニック 草津市野路町686 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 加地眼科 草津市野路町694-6 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 小川歯科 
草津市野路町 735-2 

ｱﾄﾚ-南草津1階 
地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 おおくぼ歯科医院 草津市野村2-2-1 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 伊藤医院 草津市野村2-9-1 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 
社会医療法人誠光会 老人保健施設草津ケア

センター 
草津市野村2-13-13 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 眞下草津医院 草津市野村2-22-8 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人社団清水医院 草津市野村4-13-11 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 岡診療所 草津市野村6-14-14 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 医療法人 コス小児科 草津市野村8-3-10 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 せの耳鼻咽喉科 草津市平井1-19-6 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 おぐまファミリークリニック 草津市南草津2-4-3 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 堀井歯科医院 
草津市南山田町

757-6 
洪水浸水想定区域 

通所リハビリテーション事業所 みやけ歯科 草津市矢倉1-3-57 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 あさい内科 草津市矢橋町104-1 地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 芝田歯科クリニック 
草津市矢橋町 1168-

5 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

通所リハビリテーション事業所 草津総合病院 草津市矢橋町1660 洪水浸水想定区域 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
でいさーびすとなりぐみ草津 草津市上笠2-18-16 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
アルクスタジオ草津支店 

草津市上笠 2-18-16 

2階 
地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
デイサービスぬくもり 草津市北山田町866 洪水浸水想定区域 
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地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
通所介護事業所 やじろべえのハウス 草津市木川町1607 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
リハプライド 草津中央 草津市草津町1512 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
リハステーション草津 デイサービス 草津市下笠町338-1 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
楽 地域密着型通所介護事業所 草津市野路町645-2 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 

労協センター事業団 草津地域福祉事業所 

デイサービス みんなの家 
草津市東草津1-2-35 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
デイホーム あたしン家 草津市東草津1-2-44 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
デイサービス リハビリあっとほーむ 草津市矢橋町7-8 地先の安全度マップ 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
ステップアップ（通所介護） 草津市矢橋町155-1 洪水浸水想定区域 

地域密着型通所介護事業所（療養

介護含む） 
あおばなデイサービスセンター 草津市山寺町441 地先の安全度マップ 

短期入所生活介護事業所 第二菖蒲の郷ショートステイ 草津市追分南5-18-8 地先の安全度マップ 

短期入所生活介護事業所 ショートステイ ぽぷら 草津市上笠1-1-22 地先の安全度マップ 

短期入所生活介護事業所 特別養護老人ホームゆうすいのさと 
草津市駒井沢町

400-1 
洪水浸水想定区域 

短期入所生活介護事業所 ショートステイえんゆうの郷 草津市南山田町761 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

短期入所生活介護事業所 特別養護老人ホーム 帆の里 草津市矢橋町500-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

短期入所生活介護事業所 菖蒲の郷ショートステイ 草津市山寺町837 地先の安全度マップ 

介護老人保健施設 介護老人保健施設草津ケアセンター 草津市野村2-13-13 地先の安全度マップ 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
特別養護老人ホーム第二菖蒲の郷 草津市追分南5-18-8 地先の安全度マップ 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
介護老人福祉施設なみき 草津市上笠1-1-16 地先の安全度マップ 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
特別養護老人ホームぽぷら 草津市上笠1-1-22 地先の安全度マップ 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
特別養護老人ホームゆうすいのさと 

草津市駒井沢町

400-1 
洪水浸水想定区域 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
特別養護老人ホームえんゆうの郷 草津市南山田町761 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
特別養護老人ホーム帆の里 草津市矢橋町500-1 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム） 
特別養護老人ホーム菖蒲の郷 草津市山寺町837 地先の安全度マップ 
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看護小規模多機能型居宅介護事業

所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所なでしこ

草津 

草津市西渋川 2-9-

48-11 
地先の安全度マップ 

介護医療院 社会医療法人誠光会草津介護医療院 草津市矢橋町1660 洪水浸水想定区域 

有料老人ホーム ステップアップ有料老人ホーム 草津市矢橋町155-1 洪水浸水想定区域 

有料老人ホーム すまいるＩ号館 草津市矢橋町628-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

軽費老人ホーム（ケアハウス） ケアハウスぽぷら 草津市上笠1-1-22 地先の安全度マップ 

サ高住（有料老人ホームではな

い） 
エイジフリーハウス草津野村 草津市野村1-24-10 地先の安全度マップ 

サ高住（有料老人ホームではな

い） 
イリーゼ草津 草津市野村6-17-36 地先の安全度マップ 

サ高住（有料老人ホームではな

い） 
ティエール・みなみ草津 草津市東矢倉2-2-33 地先の安全度マップ 

その他社会福祉施設 なごみの郷 草津市志那町2552 洪水浸水想定区域 

その他社会福祉施設 常盤東総合センター 草津市芦浦町319-1 洪水浸水想定区域 

その他社会福祉施設 新田会館 草津市木川町898-3 地先の安全度マップ 

その他社会福祉施設 西一会館 草津市草津町1446-1 地先の安全度マップ 

その他社会福祉施設 橋岡会館 草津市橋岡町71 地先の安全度マップ 

生活介護事業所 生活介護事業所あゆみ 草津市追分6-16-5 地先の安全度マップ 

生活介護事業所 障害福祉サービス事業所むつみ園 草津市山寺町666-1 地先の安全度マップ 

生活介護事業所 山寺作業所 草津市山寺町680-1 地先の安全度マップ 

身体障害者福祉センター（Ａ型） 滋賀県立障害者福祉センター 草津市笠山8-5-130 地先の安全度マップ 

地域活動支援センター 障害者福祉センター 草津市西渋川2-9-38 地先の安全度マップ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 こなんＳＳＮ 草津市集町160-3 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 シエスタ 草津市川原町231-1 洪水浸水想定区域 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 ワークステーションわかたけ 草津市川原町297-3 地先の安全度マップ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 若竹作業所 草津市山寺町657-1 地先の安全度マップ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 障害福祉サービス事業所むつみ園 草津市山寺町666-1 地先の安全度マップ 

就労継続支援（Ｂ型）事業所 障害者福祉サービス事業所第二むつみ園 草津市山寺町666-1 地先の安全度マップ 

就労移行支援事業所 クロスジョブ草津 
草津市大路 1-8-1 南

洋軒ﾋﾞﾙ 7階 
地先の安全度マップ 

就労移行支援事業所 滋賀障害者雇用支援センター 草津市大路2-11-15 地先の安全度マップ 



 

54 

 

地域防災計画風水害等対策編新旧対照表 

就労移行支援事業所 ワークステーションわかたけ 草津市川原町297-3 地先の安全度マップ 

就労移行支援事業所 スマイルプラス草津駅前センター 
草津市西渋川1-1-18 

ｲ-ｶﾑﾋﾞﾙ 3階 
地先の安全度マップ 

就労移行支援事業所 障害者福祉サービス事業所第二むつみ園 草津市山寺町666-1 地先の安全度マップ 

共同生活援助事業所 にぎやかの家 草津市上笠1-5-19 地先の安全度マップ 

共同生活援助事業所 ＤｅａｒＨｏｕｓｅ 草津市新堂町30-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

自立訓練（生活訓練）事業所 障害者福祉サービス事業所第二むつみ園 草津市山寺町666-1 地先の安全度マップ 

聴覚障害者情報提供施設 滋賀県立聴覚障害者センター 草津市大路2-11-33 地先の安全度マップ 

児童発達支援センター（福祉型） 発達支援センター湖の子園 草津市西渋川2-9-38 地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 放課後等デイサービス あおぞら 草津市上笠1-5-18 地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 放課後等デイサービス きぼう 草津市野路5-4-12 地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 辻義塾 草津市橋岡町75-1 地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 
草津地域福祉事業所みんなの家 児童デイサ

ービスもも 
草津市東草津1-2-35 地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 いまここplus放課後デイサービス 草津市平井1-1-13 地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 おひさまはうす 
草津市山寺町 1186-

2 
地先の安全度マップ 

放課後等デイサービス事業所 
草津地域福祉事業所みんなの家放課後等デイ

サービス第２ももスマイル 

草津市若竹町 8-10 

ﾕｳｺﾑﾋﾞﾙ東館 1 階

101 

地先の安全度マップ 

障害児相談支援事業所 おひさまはうす 草津市山寺町1186-2 地先の安全度マップ 

保育所等訪問支援事業所 おひさまはうす 草津市山寺町1186-2 地先の安全度マップ 

児童発達支援事業所 おひさまはうす 草津市山寺町1186-2 地先の安全度マップ 

一般診療所（有床） 第二富田クリニック 
草津市駒井沢町

395-1 
洪水浸水想定区域 

一般診療所（有床） 草津ハートセンター 
草津市駒井沢町

407-1 
地先の安全度マップ 

一般診療所（有床） 医療法人智林会 山田産婦人科 
草津市西渋川 1-21-

14 
地先の安全度マップ 

一般診療所（有床） 
医療法人産科婦人科ハピネスバ－スクリニッ

ク 
草津市矢橋町233-3 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

病院 滋賀県立精神医療センター 草津市笠山8-4-25 地先の安全度マップ 

病院 南草津野村病院 草津市野路1-6-5 地先の安全度マップ 

病院 医療法人芙蓉会南草津病院 草津市野路5-2-39 地先の安全度マップ 
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病院 草津総合病院 草津市矢橋町1660 洪水浸水想定区域 

児童センタ－ 笠縫東児童センター 草津市平井2-13-3 地先の安全度マップ 

一時預かり事業の用に供する施設 あさひこども園 草津市笠山1-1-40 地先の安全度マップ 

一時預かり事業の用に供する施設 京進のほいくえんHOPPA草津野村園 
草津市野村 6-11-4 ｺ

ﾝﾌｫ-ﾚT3 1階 
地先の安全度マップ 

一時預かり事業の用に供する施設 草津保育園 草津市東矢倉1-3-22 地先の安全度マップ 

一時預かり事業の用に供する施設 あゆみこども園 草津市平井2-13-3 地先の安全度マップ 

一時預かり事業の用に供する施設 くさつ優愛保育園モンチ 草津市南笠町777 地先の安全度マップ 

一時預かり事業の用に供する施設 さくら坂南保育園 草津市矢橋町189 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

家庭的保育事業所 家庭的保育の家「にっこり」 草津市下笠町1201 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

家庭的保育事業所 家庭的保育の家「つぼみ」 
草津市平井 2-6-24 ﾊ

ｲﾂｳｲﾝｸﾞA-103 
地先の安全度マップ 

小規模保育事業所Ａ型 豆の木保育園 
草津市大路 1-7-1 ﾘ-

ﾃﾞﾝｽﾀﾜ-草津109 
地先の安全度マップ 

小規模保育事業所Ａ型 第二あおば南草津保育園 
草津市野路町 3001 

めるべーゆ杉1階 
地先の安全度マップ 

小規模保育事業所Ａ型 ＴＡＭランド草津園 
草津市野村 1-3-2 Ｓ

Ｋキューブ１階 
地先の安全度マップ 

小規模保育事業所Ａ型 京進のほいくえんHOPPA草津野村園 
草津市野村 6-11-4 ｺ

ﾝﾌｫ-ﾚT3 1階 
地先の安全度マップ 

小規模保育事業所Ａ型 あおば南草津保育園 
草津市南草津3-1-2 

グランノーヴァ1階 
地先の安全度マップ 

小規模保育事業所Ａ型 京進のほいくえんHOPPA草津若竹園 
草津市若竹町 7-10 

ACT21 2階 
地先の安全度マップ 

認可外保育施設 プティット南草津ルーム 
草津市野路1-4-16 

MNK3ビル1階 
地先の安全度マップ 

保育所型認定こども園 TAMランド野路こども園 草津市野路8-16-10 地先の安全度マップ 

認可外保育施設 元気ひろば保育園 草津市野路町3014 地先の安全度マップ 

認可外保育施設 京滋ヤクルト販売㈱草津センター託児室 草津市野村1-22-25 地先の安全度マップ 

認可外保育施設 プティット草津ルーム 草津市野村4-13-14 地先の安全度マップ 

認可外保育施設 草津総合病院 院内託児所とっと 草津市矢橋町1660 洪水浸水想定区域 

認可外保育施設 キッズルームたんぽぽ 
草津市若竹町1-13 

吉岡ビル1階 
地先の安全度マップ 

（認可）保育所 志津保育園 草津市青地町946 地先の安全度マップ 

（認可）保育所 第四保育所 草津市芦浦町310-1 洪水浸水想定区域 
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幼保連携型認定こども園 あさひこども園 草津市笠山1-1-40 地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 認定こども園みのり 草津市上笠1-9-15 地先の安全度マップ 

（認可）保育所 草津大谷保育園 草津市北大萱町296 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 すぎのここども園 草津市木川町591-1 地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 ののみちこども園 草津市野路6-8-10 地先の安全度マップ 

（認可）保育所 第三保育所 草津市橋岡町202 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

（認可）保育所 草津保育園 草津市東矢倉1-3-22 地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 あゆみこども園 草津市平井2-13-3 地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 くさつ優愛保育園モンチ 草津市南笠町777 地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 さくら坂東こども園 草津市矢橋町235 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

(認定)保育所 さくら坂南保育園 草津市矢橋町189 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

（認可）保育所 第二博愛保育園 草津市矢橋町1165-5 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 たちばな大路こども園 草津市大路2-155 地先の安全度マップ 

幼保連携型認定こども園 矢橋ふたばこども園 草津市矢橋町888-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

幼稚園型認定こども園 笠縫東こども園 草津市平井3-8-2 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」志津 草津市青地町827-3 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」大路 草津市大路2-9-11 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」笠縫 草津市上笠1-6-2 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 にこに子 草津市上笠2-4-11 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」常盤 草津市志那中町119 洪水浸水想定区域 

放課後児童健全育成事業実施施設 さくら 草津市西渋川2-2-6 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」渋川 草津市西渋川2-9-38 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」笠縫東 草津市平井3-8-1 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 ＫＲＭ児童育成クラブ平井 草津市平井3-9-31 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」矢倉 草津市矢倉2-5-50 地先の安全度マップ 

放課後児童健全育成事業実施施設 「のびっ子」老上西 草津市矢橋町526-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 
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放課後児童健全育成事業実施施設 博愛児童クラブ 
草津市矢橋町 1163-

16 

洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

児童福祉施設等 医療法人 コス小児科 病児保育室 オルミス 草津市野村8-3-10 地先の安全度マップ 

児童福祉施設等 草津総合病院 病児保育室 陽だまり 草津市矢橋町1660 洪水浸水想定区域 

幼稚園 笠縫幼稚園 草津市上笠1-6-1 地先の安全度マップ 

幼稚園型認定こども園 認定こども園草津カトリック幼稚園 草津市草津1-9-21 地先の安全度マップ 

幼稚園 草津幼稚園 草津市草津2-13-24 地先の安全度マップ 

幼稚園型認定こども園 常盤こども園 草津市志那中町278 洪水浸水想定区域 

幼稚園型認定こども園 玉川こども園 草津市野路9-6-63 地先の安全度マップ 

幼稚園型認定こども園 山田こども園 
草津市南山田町

672-2 
地先の安全度マップ 

幼稚園 矢倉幼稚園 草津市矢倉2-5-21 地先の安全度マップ 

幼稚園 若竹幼稚園 草津市若竹町1-8 地先の安全度マップ 

小学校 志津小学校 草津市青地町827 地先の安全度マップ 

小学校 草津第二小学校 草津市大路2-7-62 地先の安全度マップ 

小学校 笠縫小学校 草津市上笠1-6-2 地先の安全度マップ 

小学校 草津小学校 草津市草津3-14-5 地先の安全度マップ 

小学校 常盤小学校 草津市志那中町119 洪水浸水想定区域 

小学校 渋川小学校 草津市西渋川2-8-55 地先の安全度マップ 

小学校 玉川小学校 草津市野路町9-6-12 地先の安全度マップ 

小学校 笠縫東小学校 草津市平井3-8-1 地先の安全度マップ 

小学校 矢倉小学校 草津市矢倉2-5-50 地先の安全度マップ 

小学校 老上西小学校 草津市矢橋町508-1 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

小学校 志津南小学校 草津市若草2-16-2 地先の安全度マップ 

中学校 新堂中学校 草津市新堂町111 
洪水浸水想定区域・

地先の安全度マップ 

中学校 玉川中学校 草津市野路東3-3-18 地先の安全度マップ 

高等学校 草津高等学校 草津市木川町955-1 地先の安全度マップ 

高等学校 湖南農業高等学校 草津市草津町1839 地先の安全度マップ 
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高等学校 綾羽高等学校 草津市西渋川1-18-1 地先の安全度マップ 

 


