
（ i ） 

 

〔目   次〕 

風水害対策編 

 

第１章 総則 

 第１節 計画作成の趣旨 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 1 

 第２節 防災の基本方針 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3 

 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 ･････････････････････ 7 

 第４節 防災面からみた下諏訪町の概要 ････････････････････････････････････････････････ 13 

 第５節 防災ビジョン ････････････････････････････････････････････････････････････････ 17 

 

第２章 災害予防計画 

 第１節 風水災害に強いまちづくり ････････････････････････････････････････････････････ 18 

 第２節 災害発生直前対策 ････････････････････････････････････････････････････････････ 24 

 第３節 情報の収集・連絡体制計画 ････････････････････････････････････････････････････ 26 

 第４節 活動体制計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 28 

 第５節 広域相互応援計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 31 

 第６節 救助・救急・医療計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 35 

 第７節 消防・水防活動計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 38 

 第８節 要配慮者支援計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 44 

 第９節 緊急輸送計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 53 

 第10節 障害物の処理計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 55 

 第11節 避難収容活動計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 56 

 第12節 孤立防止対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 65 

 第13節 食料品等の備蓄・調達計画 ････････････････････････････････････････････････････ 68 

 第14節 給水計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 70 

 第15節 生活必需品の備蓄・調達計画 ･･････････････････････････････････････････････････ 72 

 第16節 危険物施設等災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････ 74 

 第17節 電気施設災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 75 

 第18節 都市ガス施設予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 76 

 第19節 上水道施設災害予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････ 78 

 第20節 下水道施設災害予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････ 79 

 第21節 給湯施設災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 81 

 第22節 通信・放送施設災害予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････ 82 

 第23節 鉄道施設災害予防計画 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 85 

 第24節 災害広報計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 86 

 第25節 土砂災害等の災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････ 88 



（ ii ） 

 第26節 防災まちづくり計画 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 92 

 第27節 建築物災害予防計画 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 93 

 第28節 道路及び橋梁災害予防計画 ･････････････････････････････････････････････････････ 95 

 第29節 河川施設災害予防計画 ･････････････････････････････････････････････････････････ 97 

 第30節 ため池災害予防計画 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 99 

 第31節 農林水産物災害予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････ 100 

 第32節 二次災害の予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 102 

 第33節 防災知識普及計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 104 

 第34節 防災訓練計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 110 

 第35節 災害復旧・復興への備え ･･････････････････････････････････････････････････････ 113 

 第36節 自主防災組織等の育成に関する計画 ････････････････････････････････････････････ 115 

 第37節 企業防災に関する計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 117 

 第38節 ボランティア活動の環境整備計画 ･･････････････････････････････････････････････ 119 

 第39節 災害対策基金等積立及び運用計画 ･･････････････････････････････････････････････ 121 

第40節 風水害対策に関する調査研究及び観測 ･･････････････････････････････････････････ 122 

第41節 観光地の災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 123 

第42節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 ･･････････････････････････････････ 124 

 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 災害直前活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 125 

 第２節 災害情報の収集・連絡活動 ････････････････････････････････････････････････････ 140 

 第３節 非常参集職員の活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 147 

 第４節 広域相互応援活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 155 

 第５節 ヘリコプターの運用計画 ･･････････････････････････････････････････････････････ 159 

 第６節 自衛隊災害派遣活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 163 

 第７節 救助・救急・医療活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 167 

 第８節 消防・水防活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 171 

 第９節 災害時要援護者に対する応急活動 ･･････････････････････････････････････････････ 174 

 第10節 緊急輸送活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 177 

 第11節 障害物の処理活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 180 

 第12節 避難収容活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 183 

 第13節 孤立地域対策活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 196 

 第14節 食料品等の調達・供給活動 ････････････････････････････････････････････････････ 199 

 第15節 飲料水の調達・供給活動 ･･････････････････････････････････････････････････････ 202 

 第16節 生活必需品の調達・供給活動 ･･････････････････････････････････････････････････ 204 

 第17節 保健衛生・感染症予防活動 ････････････････････････････････････････････････････ 206 

 第18節 死体の捜索及び処置等の活動 ･･････････････････････････････････････････････････ 209 

 第19節 廃棄物の処理活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 211 

 第20節 社会秩序維持、物価安定等に関する活動 ････････････････････････････････････････ 214 

 第21節 危険物施設等応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 216 



（ iii ） 

 第22節 電気施設応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 219 

 第23節 都市ガス施設応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 221 

 第24節 上水道施設応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 223 

 第25節 下水道施設応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 224 

 第26節 給湯施設災害応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 226 

 第27節 通信・放送施設応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････ 227 

 第28節 鉄道施設応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 230 

 第29節 災害広報活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 232 

 第30節 土砂災害等応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 234 

 第31節 建築物災害応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 236 

 第32節 道路及び橋梁応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 238 

 第33節 河川施設応急活動 ････････････････････････････････････････････････････････････ 240 

 第34節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 ･･････････････････････････････････････････ 241 

 第35節 ため池災害応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 245 

 第36節 農林水産物災害応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････ 246 

 第37節 文教活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 248 

 第38節 飼養動物の保護対策 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 252 

 第39節 ボランティアの受入れ体制 ････････････････････････････････････････････････････ 253 

 第40節 義援物資・義援金の受入れ体制 ････････････････････････････････････････････････ 255 

第41節 災害救助法の適用 ････････････････････････････････････････････････････････････ 257 

第42節 観光地の災害応急対策 ････････････････････････････････････････････････････････ 260 

 

第４章 災害復旧計画 

 第１節 復旧・復興の基本方針の決定 ･･････････････････････････････････････････････････ 261 

 第２節 迅速な原状復旧の進め方 ･･････････････････････････････････････････････････････ 262 

 第３節 計画的な復興 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 264 

 第４節 資金計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 267 

 第５節 被災者等の生活再建等の支援 ･･････････････････････････････････････････････････ 268 

 第６節 被災農林業及び中小企業等の復興 ･･････････････････････････････････････････････ 273 

 第７節 被災した観光地の復興 ････････････････････････････････････････････････････････ 274 



（ iv ） 

 

震災対策編 

 

第１章 総則 

 第１節 計画作成の趣旨 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 275 

 第２節 防災の基本方針 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 276 

 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 ････････････････････ 277 

 第４節 防災面からみた地域的概要 ････････････････････････････････････････････････････ 278 

 第５節 被害想定 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 280 

 第６節 防災ビジョン ････････････････････････････････････････････････････････････････ 285 

 

第２章 災害予防計画 

 第１節 地震に強いまちづくり ････････････････････････････････････････････････････････ 286 

 第２節 情報の収集・連絡体制計画 ･････････【風水害対策編第２章第３節（P.26）準用】･･･ 290 

 第３節 活動体制計画 ･････････････････････【風水害対策編第２章第４節（P.28）準用】･･･ 290 

 第４節 広域相互応援計画 ･････････････････【風水害対策編第２章第５節（P.31）準用】･･･ 290 

 第５節 救助・救急・医療計画 ･････････【風水害対策編第２章第６節（P.35）一部準用】･･･ 290 

 第６節 消防・水防計画 ･･･････････････････【風水害対策編第２章第７節（P.38）準用】･･･ 291 

 第７節 災害時要援護者計画 ･･･････････････【風水害対策編第２章第８節（P.44）準用】･･･ 291 

 第８節 緊急輸送計画 ･････････････････････【風水害対策編第２章第９節（P.53）準用】･･･ 291 

 第９節 障害物の処理計画 ･････････････【風水害対策編第２章第10節（P.55）一部準用】･･･ 291 

 第10節 避難収容活動計画 ･････････････【風水害対策編第２章第11節（P.56）一部準用】･･･ 291 

 第11節 孤立防止対策 ･････････････････････【風水害対策編第２章第12節（P.65）準用】･･･ 292 

 第12節 食料品等の備蓄・調達計画 ･････････【風水害対策編第２章第13節（P.68）準用】･･･ 292 

 第13節 給水計画 ･････････････････････････【風水害対策編第２章第14節（P.70）準用】･･･ 292 

 第14節 生活必需品の備蓄・調達計画 ･･･････【風水害対策編第２章第15節（P.72）準用】･･･ 292 

 第15節 危険物施設等災害予防計画 ･････【風水害対策編第２章第16節（P.74）一部準用】･･･ 293 

 第16節 電気施設災害予防計画 ･････････････【風水害対策編第２章第17節（P.75）準用】･･･ 293 

 第17節 都市ガス施設災害予防計画 ･････････【風水害対策編第２章第18節（P.76）準用】･･･ 293 

 第18節 上水道施設災害予防計画 ･･･････【風水害対策編第２章第19節（P.78）一部準用】･･･ 294 

 第19節 下水道施設災害予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････ 294 

 第20節 給湯施設災害予防計画 ･････････【風水害対策編第２章第21節（P.81）一部準用】･･･ 296 

 第21節 通信・放送施設災害予防計画 ･･･【風水害対策編第２章第22節（P.82）一部準用】･･･ 296 

 第22節 鉄道施設災害予防計画 ･････････････【風水害対策編第２章第23節（P.85）準用】･･･ 298 

 第23節 災害広報計画 ･････････････････････【風水害対策編第２章第24節（P.86）準用】･･･ 298 

 第24節 土砂災害等の災害予防計画 ･････････【風水害対策編第２章第25節（P.88）準用】･･･ 298 



（ v ） 

 第25節 防災まちづくり計画 ･･･････････････【風水害対策編第２章第26節（P.92）準用】･･･ 298 

 第26節 建築物災害予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 299 

 第27節 道路及び橋梁災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････ 302 

 第28節 河川施設災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 304 

 第29節 ため池災害予防計画 ･･･････････････【風水害対策編第２章第30節（P.99）準用】･･･ 304 

 第30節 農林産物災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････････ 305 

 第31節 積雪期の地震災害予防計画 ････････････････････････････････････････････････････ 307 

 第32節 二次災害の予防計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 309 

 第33節 防災知識普及計画 ････････････【風水害対策編第２章第33節（P.104）一部準用】･･･ 312 

 第34節 防災訓練計画 ････････････････････【風水害対策編第２章第34節（P.110）準用】･･･ 312 

 第35節 災害復旧・復興への備え ･･････････【風水害対策編第２章第35節（P.113）準用】･･･ 313 

 第36節 自主防災組織等の育成に関する計画 【風水害対策編第２章第36節（P.115）準用】･･･ 313 

 第37節 企業防災に関する計画 ････････【風水害対策編第２章第37節（P.117）一部準用】･･･ 313 

 第38節 ボランティア活動の環境整備計画 ･･【風水害対策編第２章第38節（P.119）準用】･･･ 313 

 第39節 災害対策基金等積立及び運用計画 ･･【風水害対策編第２章第39節（P.121）準用】･･･ 313 

第40節 震災対策に関する調査研究及び観測 ････････････････････････････････････････････ 313 

第41節 観光地の災害予防計画 ････････････【風水害対策編第２章第41節（P.123）準用】･･･ 314 

第42節 住民及び事業所による地区内の防災活動の推進  

                     【風水害対策編第２章第41節（P.124）準用】･･･ 314 

 

第３章 災害応急対策計画 

 第１節 災害情報の収集・連絡活動 ････････････････････････････････････････････････････ 315 

 第２節 非常参集職員の活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 319 

 第３節 広域相互応援活動 ････････････【風水害対策編第３章第４節（P.155）一部準用】･･･ 325 

 第４節 ヘリコプターの運用計画 ･･････････【風水害対策編第３章第５節（P.159）準用】･･･ 325 

 第５節 自衛隊災害派遣活動 ･･････････････【風水害対策編第３章第６節（P.163）準用】･･･ 326 

 第６節 救助・救急・医療活動 ････････････【風水害対策編第３章第７節（P.167）準用】･･･ 326 

 第７節 消防・水防活動 ･･････････････【風水害対策編第３章第８節（P.171）一部準用】･･･ 326 

 第８節 災害時要援護者に対応する応急活動 【風水害対策編第３章第９節（P.174）準用】･･･ 328 

 第９節 緊急輸送活動 ････････････････････【風水害対策編第３章第10節（P.177）準用】･･･ 328 

 第10節 障害物の処理活動 ････････････････【風水害対策編第３章第11節（P.180）準用】･･･ 328 

 第11節 避難収容活動 ････････････････【風水害対策編第３章第12節（P.183）一部準用】･･･ 328 

 第12節 孤立地域対策活動 ････････････････【風水害対策編第３章第13節（P.196）準用】･･･ 330 

 第13節 食料品等の調達・供給活動 ････････【風水害対策編第３章第14節（P.199）準用】･･･ 330 

 第14節 飲料水の調達・供給活動 ･･････････【風水害対策編第３章第15節（P.202）準用】･･･ 330 

 第15節 生活必需品の調達・供給活動 ･･････【風水害対策編第３章第16節（P.202）準用】･･･ 330 

 第16節 保健衛生・感染症予防活動 ････････【風水害対策編第３章第17節（P.206）準用】･･･ 330 



（ vi ） 

 第17節 死体の捜索及び処置等の活動 ･･････【風水害対策編第３章第18節（P.209）準用】･･･ 330 

 第18節 廃棄物の処理活動 ････････････････【風水害対策編第３章第19節（P.211）準用】･･･ 331 

 第19節 社会秩序維持、物価安定等に関する活動【風水害対策編第３章第20節（P.214）準用】･･･ 331 

 第20節 危険物施設等応急活動 ････････････【風水害対策編第３章第21節（P.216）準用】･･･ 331 

 第21節 電気施設応急活動 ････････････････【風水害対策編第３章第22節（P.219）準用】･･･ 331 

 第22節 都市ガス施設応急活動 ････････････【風水害対策編第３章第23節（P.221）準用】･･･ 332 

 第23節 上水道施設応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 332 

 第24節 下水道施設応急活動 ･･････････････【風水害対策編第３章第25節（P.224）準用】･･･ 333 

 第25節 給湯施設応急活動 ････････････････【風水害対策編第３章第26節（P.226）準用】･･･ 333 

 第26節 通信・放送施設応急活動 ･･････････【風水害対策編第３章第27節（P.227）準用】･･･ 333 

 第27節 鉄道施設応急活動 ････････････････【風水害対策編第３章第28節（P.230）準用】･･･ 333 

 第28節 災害広報活動 ････････････････････【風水害対策編第３章第29節（P.232）準用】･･･ 333 

 第29節 土砂災害等応急活動 ･･････････････【風水害対策編第３章第30節（P.234）準用】･･･ 333 

 第30節 建築物災害応急活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 334 

 第31節 道路及び橋梁応急活動 ････････････【風水害対策編第３章第32節（P.238）準用】･･･ 335 

 第32節 河川施設応急活動 ････････････････【風水害対策編第３章第33節（P.240）準用】･･･ 335 

 第33節 二次災害の防止活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 336 

 第34節 ため池災害応急活動 ･･････････････【風水害対策編第３章第35節（P.245）準用】･･･ 340 

 第35節 農林産物災害応急活動 ････････････【風水害対策編第３章第36節（P.246）準用】･･･ 340 

 第36節 文教活動 ････････････････････【風水害対策編第３章第37節（P.248）一部準用】･･･ 340 

 第37節 飼養動物の保護対策 ･･････････････【風水害対策編第３章第38節（P.252）準用】･･･ 341 

 第38節 ボランティアの受入れ体制 ････････【風水害対策編第３章第39節（P.253）準用】･･･ 341 

 第39節 義援物資・義援金の受入れ体制 ････【風水害対策編第３章第40節（P.255）準用】･･･ 341 

第40節 災害救助法の適用 ････････････････【風水害対策編第３章第41節（P.257）準用】･･･ 341 

第41節 観光地の災害応急対策 ････････････【風水害対策編第３章第42節（P.260）準用】･･･ 341 

 

第４章 災害復旧計画  

 第１節 復旧・復興の基本方針の決定 ･･････【風水害対策編第４章第１節（P.261）準用】･･･ 342 

 第２節 迅速な原状復旧の進め方 ･･････････【風水害対策編第４章第２節（P.262）準用】･･･ 342 

 第３節 計画的な復興 ････････････････【風水害対策編第４章第３節（P.264）一部準用】･･･ 342 

 第４節 資金計画 ････････････････････････【風水害対策編第４章第４節（P.267）準用】･･･ 342 

 第５節 被災者等の生活再建等の支援 ･･････【風水害対策編第４章第５節（P.268）準用】･･･ 342 

 第６節 被災農林業及び中小企業等の復興 ･･【風水害対策編第４章第６節（P.273）準用】･･･ 343 

 

第５章 東海地震に関する事前対策活動 

 第１節 総則 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 344 

 第２節 東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令時の活動体制 ･･････････････････････････ 345 



（ vii ） 

 第３節 情報収集伝達計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 347 

 第４節 広報計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 351 

 第５節 避難活動等 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 353 

 第６節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画 ･･････････････････････････････････････････ 356 

 第７節 医療救護及び保健衛生活動計画 ････････････････････････････････････････････････ 357 

 第８節 児童生徒等の保護活動計画 ････････････････････････････････････････････････････ 359 

 第９節 障がい者・高齢者等の保護活動計画 ････････････････････････････････････････････ 361 

 第10節 火災等の対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 362 

 第11節 警備対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 363 

 第12節 防災関係機関の講ずる措置 ････････････････････････････････････････････････････ 364 

 第13節 売り惜しみ・買い占め等の防止 ････････････････････････････････････････････････ 366 

 第14節 交通対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 367 

 第15節 緊急輸送 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 369 

 第16節 他機関に対する応援要請 ･･････････････････････････････････････････････････････ 371 

 第17節 町が管理又は運営する施設に関する対策 ････････････････････････････････････････ 372 

 第18節 事業所等における地震防災応急対策計画 ････････････････････････････････････････ 374 

 第19節 大規模な地震に係る防災訓練計画 ･･････････････････････････････････････････････ 375 

 第20節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 ････････････････････････････････････ 376 

 

第６章 南海トラフ地震臨時の運用 

 第１節 総則 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 378 

 第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 ･･････････････････････････････････････ 380 

 第３節 情報の収集伝達計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 381 

 第４節 広報計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 382 

 第５節 災害対応対策をとるべき期間 ･･････････････････････････････････････････････････ 384 

 第６節 避難対策等 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 385 

 第７節 住民の防災対応 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 387 

 第８節 企業等対策計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 388 

 第９節 防災関係機関のとるべき措置 ･･････････････････････････････････････････････････ 391 

 第10節 防災関係機関との連携協力の確保 ･･････････････････････････････････････････････ 393 

 第11節 地震防災上必要な教育及び広報活動計画 ････････････････････････････････････････ 394 



（ viii ） 

 

原子力災害対策編 

 

第１章 総則 

 第１節 計画作成の趣旨 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 396 

 第２節 防災の基本方針 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 397 

 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 ････････････････････ 397 

 

第２章 災害に対する備え ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 399 

 

第３章 災害応急対策 

 第１節 基本方針 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 400 

 第２節 情報の収集・連絡活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 400 

 第３節 活動の体制 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 401 

 第４節 モニタリング等 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 402 

 第５節 健康被害防止計画 ････････････････････････････････････････････････････････････ 402 

 第６節 住民等への的確な情報伝達 ････････････････････････････････････････････････････ 402 

 第７節 屋内退避・避難誘導等の防護活動 ･･････････････････････････････････････････････ 403 

 第８節 緊急輸送活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 404 

 第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 ･･････････････････････････････････････････････････ 405 

 第10節 県外からの避難者受入れ活動 ･･････････････････････････････････････････････････ 405 

 

第４章 災害からの復旧・復興 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 407 

 

第５章 核燃料物資等輸送事故災害への対応 ･･････････････････････････････････････････････ 407 

  

 



（ ix ） 

 

その他災害対策編 

 

＜火山災害対策編＞ 

 第１節 火山災害に強いまちづくり ････････････････････････････････････････････････････ 408 

 第２節 災害発生直前対策 ････････････････････････････････････････････････････････････ 409 

 第３節 災害応急対策 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 411 

 第４節 災害復旧計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 411 

 

＜雪害対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 雪害に強い地域づくり ････････････････････････････････････････････････････････ 412 

 第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え ･･････････････････････････ 414 

 第３節 観測・予測体制の充実 ････････････････････････････････････････････････････････ 416 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 災害直前活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 417 

 第２節 除雪等の実施 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 417 

 

＜航空災害対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 情報の収集・連絡体制の整備 ･･････････････････････････････････････････････････ 422 

 第２節 災害応急体制の整備 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 422 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 情報の収集・連絡・通信の確保 ････････････････････････････････････････････････ 423 

 第２節 活動体制計画 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 424 

 第３節 捜索、救助・救急及び消火活動 ･･･････････････････････････････････････････････ 425 

 第４節 関係者等への情報伝達活動 ････････････････････････････････････････････････････ 425 

 

＜道路災害対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 道路交通の安全のための情報の充実 ････････････････････････････････････････････ 427 

 第２節 道路（橋梁等を含む）の整備 ･･････････････････････････････････････････････････ 427 

 第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え ･･････････････････････････ 428 

 



（ x ） 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 発生直後の情報の収集・提供・連絡及び通信の確保 ･･････････････････････････････ 429 

 第２節 救急・救助・消火活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 430 

 第３節 災害応急対策の実施 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 430 

 第４節 関係者への情報伝達活動 ･･････････････････････････････････････････････････････ 431 

 第５節 道路（橋梁等を含む）応急復旧活動 ････････････････････････････････････････････ 432 

 

＜鉄道災害対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 鉄道交通の安全のための情報の充実 ････････････････････････････････････････････ 434 

 第２節 鉄道施設・設備の整備・充実等 ････････････････････････････････････････････････ 434 

 第３節 鉄道交通に携わる人材の育成 ･･････････････････････････････････････････････････ 436 

 第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え ･･････････････････････････ 437 

 第５節 再発防止対策の実施 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 439 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 ････････････････････････････････････ 440 

 第２節 活動体制及び応援体制 ････････････････････････････････････････････････････････ 440 

 第３節 救助・救急・消火活動 ････････････････････････････････････････････････････････ 442 

 第４節 緊急交通路及び代替交通手段の確保 ････････････････････････････････････････････ 442 

 第５節 関係者等への情報伝達活動 ････････････････････････････････････････････････････ 443 

 

＜危険物等災害対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 危険物等関係施設の安全性の確保 ･･････････････････････････････････････････････ 445 

 第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ････････････････････････････････ 446 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 ････････････････････････････････････ 447 

 第２節 災害の拡大防止活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 448 

 第３節 危険物等の大量流出に対する応急対策 ･･････････････････････････････････････････ 449 

 

＜大規模な火事災害対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 災害に強いまちづくり ････････････････････････････････････････････････････････ 452 

 第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え ･･････････････････････････ 453 

 



（ xi ） 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 消火活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 457 

 第２節 避難誘導活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 458 

 

第３章 災害復旧・復興計画 

 第１節 計画的復興の進め方 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 459 

 

＜林野火災対策編＞ 

第１章 災害予防計画 

 第１節 林野火災に強いまちづくり ････････････････････････････････････････････････････ 461 

 第２節 林野火災防止のための情報の充実 ･･････････････････････････････････････････････ 462 

 第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え ･･････････････････････････ 463 

 

第２章 災害応急対策計画 

 第１節 林野火災の警戒活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 464 

 第２節 発災直後の情報の収集・連絡体制 ･･････････････････････････････････････････････ 465 

 第３節 活動体制の確立 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 466 

 第４節 消火活動 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 466 

 第５節 二次災害の防止活動 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 467 

 

第３章 災害復旧計画 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 468 

 



（ xii ） 

 

資料編 

 

〔防災関係機関・協力団体〕 

 ○ 防災関係機関及び連絡先一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 470 

 

〔災害危険箇所〕 

 ○ 急傾斜地崩壊危険区域 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 475 

 ○ 砂防指定地 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 475 

 ○ 地すべり危険箇所 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 477 

 ○ 山腹崩壊危険地区 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 478 

 ○ 崩壊土砂流出危険地区 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 478 

 ○ 民有林林道における災害発生危険箇所 ･･･････････････････････････････････････････････ 479 

 ○ 土石流危険渓流 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 479 

 ○ 土砂崩落危険箇所 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 480 

 ○ 急傾斜地崩壊危険箇所 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 481 

 ○ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 ･･･････････････････････････････････････････ 482 

 ○ 重要水防区域 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 488 

 ○ 水防上重要な水門・樋門 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 488 

 ○ 水防警報指定河川 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 489 

 ○ 水位周知指定河川 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 489 

 ○ 要配慮者利用施設（浸水想定区域、土砂災害警戒区域） ･･･････････････････････････････ 490 

 ○ 危険物施設等の状況 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 491 

 

〔水位・雨量観測所〕 

 ○ 水位観測所 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 492 

 ○ 雨量観測所 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 492 

○ 水力発電所の現況 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 492 

 

〔防災拠点〕 

 ○ 広域防災拠点 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 492 

 

〔避難・救護・備蓄〕 

 ○ 指定避難施設 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 493 

 ○ 指定避難所 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 494 

 ○ 協定による避難所、避難場所 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 495 

 ○ 町会一次集合場所及び想定避難先 ･･･････････････････････････････････････････････････ 496 

 ○ 水防倉庫別備蓄資材一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 500 

 ○ 水防用具の現有 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 500 



（ xiii ） 

 ○ 水防資機材取扱業者一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 501 

○ 救助の実施要領の基準（概要） ･････････････････････････････････････････････････････ 501 

 

〔応 急・復 旧〕 

 ○ 下諏訪町水道事業指定給水装置工事事業者一覧 ･･･････････････････････････････････････ 505 

 ○ 下水道排水設備指定工事店一覧 ･････････････････････････････････････････････････････ 507 

 ○ 温泉事業指定給湯装置工事事業者一覧 ･･･････････････････････････････････････････････ 508 

 

〔消   防〕 

 ○ 消防力の現況 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 509 

 ○ 消防水利の状況 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 509 

 ○ 下諏訪町消防団組織図 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 509 

 

〔通 信・輸 送〕 

○ 町防災行政無線施設一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 511 

○ 下諏訪町消防団無線局一覧表 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 512 

 ○ 町有車両一覧  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 514 

 ○ 物資輸送拠点  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 515 

 ○ 拠点ヘリポート ････････････････････････････････････････････････････････････････ 515 

 

〔下諏訪町の概況及び災害履歴〕 

 ○ 地目面積 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 515 

 ○ 人口・世帯数の推移 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 515 

 ○ 長野県に接近し被害を及ぼした台風の進路 ･･･････････････････････････････････････････ 516 

 ○ 過去の災害記録 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 517 

 

〔文 化 財〕 

 ○ 指定文化財一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 518 

 

〔条   例〕 

 ○ 下諏訪町防災会議条例 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 521 

 ○ 下諏訪町防災会議委員 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 523 

 ○ 下諏訪町災害対策本部条例 ･････････････････････････････････････････････････････････ 525 

 ○ 下諏訪町地震災害警戒本部条例 ･････････････････････････････････････････････････････ 526 

 ○ 下諏訪町水防協議会条例 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 527 

 

〔協 定 書〕 

 ○ 諏訪地域広域市町村圏災害時の相互応援協定書 ･･･････････････････････････････････････ 528 

○ 災害時における相互応援協定 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 530 

○ 長野県消防相互応援協定書 ･････････････････････････････････････････････････････････ 532 



（ xiv ） 

 ○ 長野県市町村災害時相互応援協定書 ･････････････････････････････････････････････････ 535 

 ○ 長野県市町村災害時相互応援協定実施細則 ･･･････････････････････････････････････････ 538 

○ 災害時の医療救護活動に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････････････ 540 

○ 災害時の医療救護活動に関する実施細則 ･････････････････････････････････････････････ 542 

 ○ 災害時における応急措置に関する協定 ･･･････････････････････････････････････････････ 543 

 ○ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 ･･･････････････････････････････ 544 

 ○ 災害用備蓄医薬品の保管業務委託契約書 ･････････････････････････････････････････････ 546 

 ○ 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････････ 550 

 ○ 災害時の歯科医療救護活動に関する実施細則 ･････････････････････････････････････････ 552 

 ○ 下諏訪町とエルシーブイ株式会社との災害緊急放送に関する相互協定 ･･･････････････････ 553 

 ○ 長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱 ･･･････････････････････････････････････ 555 

 ○ 災害時における水道施設の応急措置に関する協定 ･････････････････････････････････････ 558 

 ○ 緊急時における岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村の水道応急連結管に 

関する協定書 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 560 

 ○ 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定書 ･････････････････････････････････ 561 

 ○ 地域気象情報配信サービスに関する覚書 ･････････････････････････････････････････････ 563 

○ 自家用電気工作物の保安管理業務委託契約書 ･････････････････････････････････････････ 564 

○ 保安管理業務の細目及び基準 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 568 

 ○ 災害時における応急対策業務に関する協定書 ･････････････････････････････････････････ 573 

○ 災害時の医療救護活動に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････････････ 575 

○ 災害時の医療救護活動に関する実施細則 ･････････････････････････････････････････････ 577 

 ○ 災害時の情報交換に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････････････････ 578 

 ○ 災害時における電気の保安に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････････ 579 

 ○ 災害時における電気の保安に関する協定書に付帯する覚書 ･････････････････････････････ 581 

 ○ 全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害時相互応援協定書 ･･･････････････････････ 582 

 ○ 災害時における応援協力に関する協定書 ･････････････････････････････････････････････ 584 

 ○ 災害時における石油燃料の供給等に関する協定書 ･････････････････････････････････････ 586 

 ○ 臨時災害放送局の開設及び運用に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････ 588 

 ○ 災害時における飲料水等の供給に関する協定書 ･･･････････････････････････････････････ 590 

 ○ 諏訪地域災害時の医療救護応援活動に関する協定書  ･･･････････････････････････････････ 592 

 ○ 災害時におけるＬＰガスに係る協力に関する協定書  ･･･････････････････････････････････ 595 

 ○ 災害時における避難者支援に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････････ 598 

 ○ 災害時における応急対策業務の協力要請に関する協定書  ･･･････････････････････････････ 601 

 ○ 下諏訪町と長和町との災害時における相互応援に関する協定書  ･････････････････････････ 603 

 ○ 災害時における救援物資提供に関する協定書  ･････････････････････････････････････････ 606 

 ○ 災害時における資機材レンタルの協力に関する協定書  ･････････････････････････････････ 608 

 ○ 災害時の情報収集に関する応援協定書  ･･･････････････････････････････････････････････ 611 

 ○ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する応援協定書  ･････････････････････････ 613 

 ○ 災害時における避難者支援に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････････ 615 

 ○ 災害時における避難者支援に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････････ 618 



（ xv ） 

 ○ 災害時における要配慮者の避難施設としての使用に関する協定書  ･･･････････････････････ 621 

 ○ 災害発生時における遺体搬送に関する協定書  ･････････････････････････････････････････ 623 

 ○ 大規模災害等発生時における帰宅困難者対応に関する協定書  ･･･････････････････････････ 627 

 ○ 災害時における災害救助犬に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････････ 630 

 ○ 災害時における飲料水等の供給に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････ 632 

 ○ 防災・減災に関する応援協定  ･･･････････････････････････････････････････････････････ 634 

 ○ 大規模土砂災害等に備えた相互協力に関する協定  ･････････････････････････････････････ 636 

 ○ 災害時における避難者支援に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････････ 638 

 ○ 災害時における生活物資等の供給及び防災教育の支援に関する協定書  ･･･････････････････ 641 

 ○ 災害時における物資供給に関する協定書  ･････････････････････････････････････････････ 644 

 ○ 災害時における物資供給に関する協定書  ･････････････････････････････････････････････ 646 

 ○ 災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書  ･････････････････････････････ 648 

 ○ 災害時における電力供給等の相互連携・協力に関する協定書  ･･･････････････････････････ 651 

 ○ 長野県広域防災拠点施設に関する協定  ･･･････････････････････････････････････････････ 653 

 ○ 災害時における応急物資の供給に関する協定書  ･･･････････････････････････････････････ 656 

 ○ 災害に係る情報発信等に関する協定  ･････････････････････････････････････････････････ 658 

 ○ 災害廃棄物等の処理に関する基本協定書  ･････････････････････････････････････････････ 660 

 ○ 災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定書  ･･･････････････････････････････････ 663 

○ 災害時における避難施設等の開設に関する協定書  ･････････････････････････････････････ 666 

○ 災害時における相互協力に関する協定書  ･････････････････････････････････････････････ 669 

 

〔様 式 等〕 

 ○ 被害認定基準 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 672 

 ○ 被害状況報告等の様式 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 673 


