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第１節 防災意識の高揚計画 

総務課 総合政策課 学校教育課 

 

 町は、災害発生時に町全体が協力して円滑かつ効果的な災害対策活動が行われるよう、住民へ

の適切な防災意識の高揚に努めるとともに、児童・生徒や防災上重要な施設の管理者、職員に対

する防災教育を積極的に行う。 

 

１ 住民の防災意識の高揚 

 (１) 自主防災思想の普及、徹底 

   「自らの身の安全は自ら守る」ということが防災の基本であり、住民はその自覚を持ち、

平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時は、自ら身の安全を守るよう行動

することが重要である。平常時には、町、県、自主防災組織等が行っている防災活動に協力

する一方で、風水害の原因となる気象現象について基本的な知識を身に付けるよう努め、災

害時には、的確に身を守る、初期消火を行う、近隣の負傷者及び要配慮者を助ける、避難場

所で自ら活動する、あるいは町、県、地域自主防災組織等が行っている防災活動に協力する

など、防災への寄与に努めることが求められる。 

   このため、町は、県及び防災関係機関と連携し、住民に対し、自主防災思想や正確な防

災・気象に関する知識、特に「生命（いのち）・身体（み）を守る」ことに関する知識の普

及、徹底を図る。 

  【生命・身体を守る方法】：内閣府（防災担当)「減災のてびき～今すぐできる７つの備え

～」より 

  （共通） 

  ◆ ラジオやテレビの気象情報に注意する。 

  ◆ インターネットや携帯電話等から気象情報を入手する方法を知っておく。 

  ◆ 停電に備えて、懐中電灯を用意する。 

  ◆ 非常時の持ち出し用の荷物を用意し、点検しておく。 

  ◆ 日頃から避難場所や避難経路、近所の危険箇所を確認しておく。 

  ◆ 自分が住む地域が、過去に風水害を経験した土地かどうか、日頃から調べておく。 

  （水害） 

  ◆ 河川や用水路、田んぼや低地などを見に行くなどの外出を控える。 

  ◆ 地面の大半がコンクリートやアスファルトで覆われている都市部で短時間の大雨が発生

したときは、地下街や地下室等の水没に注意する。 

  （竜巻等の突風） 

  ◆ 次のような発達した積乱雲が近づく兆しがあるときは、頑丈な建物の中など安全な場所

に避難する。 

   ・ 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる。 
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   ・ 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする。 

   ・ ヒヤッとした冷たい風が吹き出す。 

   ・ 大粒の雨やひょうが降り出す。 

  ◆ 屋内では次のような行動をとる。 

   ・ 雨戸やシャッター、窓やカーテンを閉める。 

   ・ 窓から離れる。ガラス窓の周辺は大変危険。 

   ・ １階の窓のない部屋の中央に移動する。 

   ・ 丈夫な机やテーブルの下に入り、下向きに身を小さくして頭や首筋を腕で覆う。 

  ◆ 屋内に避難できないときは、次のような行動をとる。 

   ・ 頑丈な構造物の物陰に入り、下向きに身を小さくして頭や首筋を腕で覆う。 

   ・ 物置や車庫・プレハブの中や電柱や太い木、橋や陸橋の下などは倒壊の可能性が高く

危険なので、避難場所としては避ける。 

   ・ 身を隠す場所がないときは、窪地等に入り、下向きに身を小さくして頭や首筋を腕で

覆う。 

 (２) 防災知識の普及啓発推進 

   町は、県及び防災関係機関と連携し、住民一人ひとりが常に防災に関心を持ち、自らの問

題として受け止め、防災に対する正しい知識と技術を身につけられるよう、民間団体等とも

連携しながら防災知識の普及啓発を推進する。 

   また、町は、家庭等で普段からできる防災対策について、住民（特に若い世代）へ継続的

に周知していくとともに、避難勧告・避難指示（緊急）の意味やその発令があったときにと

るべき避難行動について周知を図る。さらに、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置

としては、指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、

指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自

身が判断する場合は、近隣の緊急的な退避場所への移動又は屋内での退避等を行うべきこと

について、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

  ア 普及啓発活動 

   (ア) 主な普及啓発活動 

    ａ 防災講演会・講習会・出前講座等の開催 

    ｂ ハザードマップ、防災パンフレット、ちらし等の配布 

    ｃ 広報紙等による広報活動の実施 

    ｄ 防災行政無線による放送 

    ｅ 広報車による巡回の実施 

    ｆ ホームページやメールによる防災情報の提供 

    ｇ 防災訓練の実施の促進 

    ｈ 防災器具、災害写真等の展示 

    ｉ 各種表彰の実施 

   (イ) 消防団員（水防団員）等による防災普及啓発活動の促進 
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     町は、県と連携し、消防団員（水防団員）等による地域の巡回指導を促進するととも

に、重要水防箇所、災害危険箇所・区域の場所、風水害等発生時にとるべき行動、避難

場所・経路等の周知を行い、防災知識の普及を図る。 

   (ウ) 効果的な防災情報の提供 

     防災知識の普及に当たって、町は、県と連携し、インターネット等ＩＴ技術を活用

し、災害対策情報の発信を積極的に実施する。また、放送機関・報道機関等の協力を得

て訴求効果の高いものを活用した啓発を実施するよう努める。 

  イ 普及広報事項 

   (ア) 災害予防思想の普及 

   (イ) 台風その他に関する事項 

    ａ 気象情報 

    ｂ 家屋・屋根・アンテナ・看板等の補強準備 

    ｃ 断水に対する準備 

    ｄ 火気の点検 

   (ウ) 火災に関する事項 

    ａ 火災予防思想の普及 

    ｂ その他火災予防に関し、必要な事項 

 (３) 啓発強化期間 

   特に次の期間において、各種講演会、イベント等を開催し、防災意識の高揚、防災知識の

普及啓発に一層努める。 

  ア 防災とボランティア週間（１月15日～１月21日） 

  イ 水防月間（５月１日～５月31日） 

  ウ 防災週間（８月30日～９月５日） 

  エ とちぎ防災の日（３月11日） 

２ 児童・生徒及び教職員に対する防災教育 

  町及び町教育委員会は、本章第20節「文教施設等災害予防対策計画」のとおり、安全教育指

導資料等の活用や防災に関する各種研修の実施により教職員の防災意識の高揚と指導力の向上

を図ることにより、学校教育を通じた児童・生徒等に対する防災教育の充実に努め、避難訓練

等を通じて学校、家庭及び地域における防災の知識や避難方法等を習得させる。 

３ 防災上重要な施設の管理者等に対する防災教育 

  町は、県及び防災関係機関と連携し、次のような防災上重要な施設の管理者等に対して防災

教育を実施し、防災意識の高揚並びに資質の向上を図るとともに、特に被害拡大防止、初期応

急対策、避難誘導等の行動力及び指導力を養うなど緊急時に対処できる自衛防災体制の確立を

図る。また、その他の企業・事業所等の管理者に対しても防災教育を行い、平常時の予防、災

害時の応急対応について知識の普及に努める。 

 (１) 危険物、火薬類、高圧ガス、毒物、劇物等の危険物の保安管理施設 

 (２) 病院、社会福祉施設 
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 (３) ホテル、旅館、大規模小売り店舗等の不特定多数の者が利用する施設 

４ 職員に対する防災教育 

  町は、職員に対して、災害時において適切に状況を判断し、的確な防災活動を遂行できるよ

う、講習会や研修会の開催、防災活動に関するマニュアル等の作成・配布を行うとともに、定

期的な防災訓練を実施し、防災教育の徹底に努める。 

 (１) 気象予警報、洪水、竜巻等突風や災害危険箇所等災害に関する知識 

 (２) 災害に対する予防、応急対策に関する知識 

 (３) 災害発生時における職員がとるべき行動と具体的役割（職員の初動体制と役割分担等） 

 (４) 防災行政ネットワーク等通信施設の利用方法 

 (５) その他災害対策上必要な事項 

５ 防災に関する調査研究 

  災害は、広範囲にわたる複雑な現象であり、地域特性を有するとともに、予防、応急対策に

当たっては高度な知識と技術が要求される。 

  このため、町は、県及び防災関係機関と緊密な連携を取り合い、地域の危険度測定、災害発

生の予測、災害発生時の被害の予測など基礎的な調査研究を推進するよう努める。 

６ 防災知識の普及、訓練における要配慮者への配慮 

  町は、防災知識の普及、訓練を実施する際は、一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の

者、介護保険における要介護・要支援認定者、障がい者、妊産婦、乳幼児、難病患者、透析患

者、外国人（日本語の理解が十分でない者）等の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。 

７ 言い伝えや教訓の継承 

  町及び住民は、過去に発生した災害に関する言い伝えや、過去の災害の教訓等を有する地域

について、大人からこどもへ語り継ぐ機会を設けたり、郷土史に編纂したりする等、これらが

風化することなく後世に継承されるように努める。 

８ 町職員向け災害救助法等の研修への参加 

  災害救助法、被災者生活再建支援法、激甚災害の法制度等について理解を深めるために、県

が実施する市町職員向けの研修会に積極的に参加する。 

９ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ２－Ａ 災害に強いまちづくり 

【施策の展開】 

 施策２－Ａ－１ 防災体制の強化 

 ○住民の地域防災活動への積極的な参加、防災関係団体の相互の連携及び協力等により、地域で一体と

なった防災力の充実・強化を図ります。 

 ○住民への防災教育の推進や少年消防クラブ等の育成強化を図ります。 

 ○震災被害の軽減対策として、建築物の耐震化を効果的に促進し、災害に強い地域づくりを進めます。 
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第２節 自主防災組織・消防団の育成・強化計画 

総務課 住民課 健康福祉課 商工観光課 

 

 災害発生時に対応できる体制を整えるため、自助、互助・共助の精神に基づき、自主防災組織

の育成・強化、消防団の活性化を行う。 

 

１ 現状と課題 

  地域防災活動は、主に、地域住民同士で困ったときには隣近所でお互いに助け合う「互助」

の精神に基づき自主的に組織された「自主防災組織」と、各自の職業に従事しながら、災害が

発生したときは郷土愛護の精神に基づき活動する「消防団」の役割が重要な担い手となってい

るが、本町におけるそれらの現状は次のとおりである。 

 (１) 自主防災組織 

   平成29年４月現在、本町には81の自治会が組織されている。その一つひとつが自主防災組

織として機能を充実するように、今後も住民の居住動向等を見据えながら、それらの活性

化・育成促進を図るとともに、他の自主防災組織の育成促進も進める。また、町と自主防災

組織、さらに自主防災組織同士での連携を強化していく。 

 (２) 消防団 

   地域の消防力を強化するためにも、消防団の強化は不可欠であるが、消防団員数の確保が

年々厳しい状況となっており、更に将来的には団員の高齢化の進行が予想されており、今後

の団員の確保と活性化が課題となっている。 

   本町の消防団は、３分団15部、203人で組織されている。（資料３－１） 

２ 個人・企業等における対策 

 (１) 住民個人の対策 

   住民は、一人ひとりが自らの身の安全は自ら守る「自助」の精神に基づき、自ら各種手段

を講ずるとともに、自発的に防災活動に参加する等、平常時から災害に対する備えを進め

る。 

   町は、県と連携し、住民に対する防災意識の高揚を図る。 

  ア 住民個人が行う主な災害対策 

   (ア) 防災に関する知識の取得 

    ａ 天気予報や気象情報 

    ｂ 気象注警報、水防警報、洪水予報、竜巻注意情報等の警戒情報 

    ｃ 過去に発生した風水害被害状況 

    ｄ ハザードマップ等による近隣の災害危険箇所の把握 

    ｅ 災害時にとるべき生命（いのち）・身体（み）を守るための行動（避難勧告等発表

時の行動、避難方法、避難場所での行動等）等 

   (イ) 家族防災会議の開催 
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    ａ 避難所等・経路の確認 

    ｂ 非常持出品、備蓄品の選定 

    ｃ 家族の安否確認方法（ＮＴＴの「災害用伝言ダイヤル」、携帯電話の「災害用伝言

板」の活用等） 

    ｄ 災害時の役割分担（非常持出品の搬出、幼児や高齢者に対する責任等）等 

   (ウ) 非常用品等の準備、点検 

    ａ 飲料水、食料、衣料品、医薬品、携帯ラジオ、懐中電灯等の非常持出品の準備・点

検 

    ｂ 飲料水、食料、生活必需品等の３日分相当の非常備蓄品の準備・点検 

    ｃ 土のう、スコップ、大工道具等資機材の整備・点検 

   (エ) 医療機関から処方された治療薬、人工呼吸器等の医療機器の停電時における非常用電

源、介護用品の準備・点検 

   (オ) 応急救護方法の習得（心肺蘇生法、止血法、ＡＥＤの使用方法等） 

   (カ) 町、県又は地域（自治会、自主防災組織等）で行う防災訓練、防災講演会等への積極

的参加 

   (キ) 地域（自治会、自主防災組織等）が行う、地域の相互協力体制の構築への協力等 

 (２) 企業、事業所等の対策 

  ア 企業、事業所等は、困ったときは共に助け合う「共助」の精神に基づいて、災害時に果

たす社会的役割（従業員や顧客等の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢

献や地域との共生）を十分に認識し、災害時において被害を最小限に食い止めることがで

きるよう、平常時から、災害時において重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ※）

を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、従業員へ

の防災教育の実施等防災活動の推進に努める。また、地域社会の一員として、行政や地域

の行う防災活動に協力できる体制を整える。 

  イ 町は、県と連携し、アの取組に資する情報提供等を進める。さらに、企業、事業所等の

職員の防災意識の高揚や防災知識の啓発を図るとともに、消防団協力事業所表示制度の周

知、優良企業表彰、防災に係る取組の積極的評価により企業防災力の促進策を図る。ま

た、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけや、防災に関するアドバイスを行う。 

   ※ 事業継続計画の概要 

      事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）とは、自然災害等の緊急事態に遭遇した場合

において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続又は早期復旧を可能とする

ために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計

画のこと。 

３ 自主防災組織の整備 

 (１) 自主防災組織の役割 

   大規模な風水害等が発生した際の初動期には、情報等も混乱し、防災関係機関による適切

な対応が困難となることから、困ったときには隣近所でお互いに助け合う「互助」の精神に
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基づき地域住民が相互に助け合い、避難実施や救出救護に努めることが被害の軽減に大きな

役割を果たす。各地域は、「自分たちの地域は自分たちで守る」との自覚のもと、住民の隣

保協同の精神に基づく自発的な防災組織（以下、「自主防災組織」という。）を作り、平常時

から、地域を守るために各種手段を講ずるとともに、災害発生時には、連帯して活動を行

う。 

 (２) 自主防災組織の対策 

  ア 危険箇所等の把握 

    地域内の危険物集積地域、ブロック塀の安全度等の把握と改善に努めるとともに、避難

経路、避難場所、消火栓や防火水槽等の消防水利の所在及び状態を点検・確認し、危険箇

所や避難場所への経路等を記載した防災・避難マップを作成するなど、平常時から地域全

体で危険箇所等の把握や情報共有に努める。 

  イ 防災資機材の整備 

    各地域の実情に応じ、情報収集・伝達、水防、救出・救護、避難誘導等の活動用資機材

の備蓄を共同で整備する。また、防災訓練等を通して、これらの資機材の使用方法の習熟

に努める。 

  ウ 防災知識の技術習得 

    町や県が実施する研修会・講演会の参加や、消防機関等が実施する救命講習等の受講に

より、災害対策に関する正しい知識の技術習得を行う。 

  エ 地域の避難行動要支援者の把握 

    町、消防機関、女性防火クラブ、民生委員・児童委員、地域包括支援センター等福祉関

係者の連携のもと、定期的な連絡会議の開催や合同による巡回相談・指導により、地域の

避難行動要支援者の把握と避難行動要支援者名簿の整備、さらに災害時における救助・救

護体制の確立に努める。 

  オ 活動体制・連携体制の確立 

    防災訓練や会合等を通して、災害時の応急・復旧対策活動における組織の活動体制、消

防団、他自主防災組織、ボランティア団体等との連携体制を確立する。 

 (３) 自主防災組織の育成・強化 

  ア 組織化及び活性化の促進 

    町は、県と連携し、自主防災組織の100％組織化を目指し、既存の自治会等を積極的に

活用し、結成推進、育成を推進する。その際、「壬生町自主防災組織補助金交付要綱」に

よる助成制度の周知及び当該制度の活用促進を図り、自主防災組織の活動を支援する。ま

た、結成後の活動の惰性化を防ぐため、組織のリーダーを中心として意識の高揚を常に図

るとともに、平常時の防災活動を楽しみながら参加できる環境を作り上げるなどの工夫を

行い、自主防災組織活動の活性化を図る。 

    さらに、男女双方の視点による防災活動が可能となるよう、女性の参画促進と女性リー

ダーの育成を図る。 

   (ア) 自主防災組織への資機材の整備支援 
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   (イ) 自主防災組織が行う防災マップ作成の支援 

   (ウ) 自主防災組織が行う防災訓練実施の支援 

   (エ) 自主防災組織に対する各種研修会・説明会の開催 

   (オ) 広報活動（地域住民に対する自主防災組織に関する知識の普及等） 

  イ 商店会等の地域団体の活用 

    町は、自治会等のほか、商店会や地域活動を行っている団体・グループを活用し、自主

防災体制の充実・強化を行う。 

４ 消防団（水防団）の活性化の推進 

  消防団（水防団）は、災害時においては水防、救助・救護、避難誘導等を実施するととも

に、平常時においては地域に密着したきめ細かい予防活動、啓発活動等を実施するなど、地域

防災の核として大きな役割を果たしている。 

  このため、町は、県と連携し、次の事業を実施し、消防団（水防団）の育成・強化と装備の

充実を図るとともに、団員の加入促進等を行い、地域の防災力の向上、地域住民の安全確保を

図る。 

  また、消防団は、定例の活動のほか、防災訓練や会合等を通じて自主防災組織やボランティ

ア団体等との連携を図る。 

 (１) 団活性化総合計画の策定 

 (２) 団活動に必要な各種資材の整備・充実 

 (３) 団員に対する各種教育訓練の実施 

 (４) 地域住民に対する団活動や加入促進の広報等 

５ 女性防火クラブの育成・強化 

  町は、地域の防火・防災意識の高揚と自主防災活動の活性化を図るため、女性防火クラブの

育成・強化を推進する。 

６ 人的ネットワークづくりの推進 

  災害発生時における被害を最小限に防ぐため、町は、県の協力を得て、消防本部、警察署等

の防災関係機関、自主防災組織、女性防火クラブ等の地域組織、民生・児童委員等の福祉関係

者及び本章第３節「ボランティア活動支援計画」に定めるボランティア等との連携を促進する

ことにより、人的ネットワークを形成し、災害情報の地域住民への伝達や避難誘導、救出・救

護といった応急活動が、相互扶助により効果的に実施される体制づくりに努める。 

７ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

  町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者が、当該地区における防災

力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の

構築等自発的な防災活動の推進に努めるため、必要に応じて、当該地区内における自発的な防

災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として町防災会議に提案することが

できる。 

  町は、町防災会議において、提案された計画の趣旨を踏まえた上で、必要に応じて、本計画

に当該計画を位置付ける。 
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８ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－１－２ 壬生創生プランの展開 

 基本目標４ 壬生町で安心して元気に暮らす 

  戦略プロジェクト４－１ 安全で利便性の高いまちづくり 

【プロジェクトの概要】 

 ○地域の安全・安心を高めるため、自主防災組織の設置促進や町全体の避難訓練等を行います。 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ２－Ａ 災害に強いまちづくり 

【施策の展開】 

 施策２－Ａ－２ 消防・救急体制の強化 

 ○消防機能を強化するため、常備消防と消防団の連携を推進します。 

 ○消防団員が活動しやすい環境の整備に努めるとともに、消防防災関連施設・機材の整備を図ります。 

 ○効果的な応急手当の普及啓発や各種講習会を実施し、救命率の向上を図ります。 
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第３節 ボランティア活動支援計画 

総務課 住民課 健康福祉課 農政課 建設課 都市計画課 

 

 町は、災害時におけるボランティアの果たす役割の重要性を認識し、災害時に備えたボランテ

ィアネットワークの形成等に努め、災害時に対応できる体制の整備を促進する。 

 

１ ボランティアの環境整備 

  町は、県及び町社会福祉協議会等と連携して、住民のボランティア意識を高揚させるととも

に、ボランティア活動者に対する情報提供、活動拠点の整備等、各般にわたる施策を展開し

て、ボランティア活動の環境整備に努める。 

 (１) ボランティアに係る広報の実施 

   様々な広報媒体を通じて、町のボランティア活動の受入・支援体制やボランティア団体の

活動事例等を紹介することにより、住民のボランティアに関する意識の啓発及びボランティ

ア活動への参加の促進に努める。 

 (２) ボランティア登録制度の確立 

   町社会福祉協議会等と協力し、各種ボランティア団体等の事前登録を実施する。 

   また、医療、建築、通訳等の専門ボランティアについても登録制度等を導入し、人材の確

保を図る。 

 (３) 災害ボランティア、災害ボランティアコーディネーターの養成・研修事業の実施 

  ア 防災活動への援助技術等の研修を推奨し、災害救助活動を調整するボランティアリーダ

ー、コーディネーター等の養成を図る。 

  イ ボランティアを対象とする講習会等を推奨し、災害時の活動に必要な知識の習得や訓練

の機会を提供する。 

 (４) ボランティア活動拠点等の指定 

   災害時にボランティア活動が効果的に行えるよう、あらかじめボランティア活動の拠点施

設を指定しておくとともに、当該施設において必要な機器・資材の整備に努める。 

 (５) 補償体制の検討 

   ボランティアが安心してボランティア活動に参加できるよう、ボランティア保険等の補償

制度を検討する。 

２ ボランティア団体との連携 

  町は、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、平常時から町社会福祉協議

会、ボランティア団体、災害時に各種支援活動を行うＮＰＯ法人等民間組織との連携を図り、

ボランティア活動に必要な体制を整備する。 

 (１) 町災害ボランティアセンターの設置手続の明確化 

   町災害ボランティアセンターは、災害時にボランティアニーズが発生した場合、町社会福

祉協議会内において、ボランティア団体等の協力を得て組織されるものである。町は、町災
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害対策本部と町災害ボランティアセンターの連携・協力体制を確保するため、町社会福祉協

議会等と平常時より協議を行い、その設置手続等について明確にしておく。 

 (２) 町災害ボランティアセンターからの情報提供方法の確立 

   町及び町社会福祉協議会は、災害時における町のボランティア受入体制、受付窓口、被災

地のボランティアニーズ等、町災害ボランティアセンターからの情報発信・提供方法につい

て、あらかじめ定めておく。 

３ 災害時ボランティアの活動内容 

  災害時ボランティアとは、災害発生時に被災地域や被災者の自立を支援することを目的とし

た善意の活動を行う個人・団体をいう。災害時におけるボランティア活動には、以下に例示す

るように、専門知識、技術や特定の資格を必要とする専門ボランティアと、被災者の生活支援

を目的に専門作業以外の作業に自主的に参加する一般ボランティアとがある。 

 (１) 専門ボランティア 

  ア 医療 

  イ 高齢者、障がい者等の介護及び情報の収集・伝達 

  ウ 農林、土木・建築物関係（農地、農業用施設の災害復旧に係る技術者、重機関係有資格

者などによるボランティア） 

  エ 輸送（航空機、船舶、特殊車両等の操縦・運転） 

  オ 通訳（外国語、手話） 

  カ アマチュア無線による通信 

 (２) 一般ボランティア 

  ア 災害情報・生活情報等の収集、伝達 

  イ 避難所等における炊き出し、清掃等の被災者支援 

  ウ 救援物資、資器材の仕分け・配給 

  エ 軽易な応急・復旧作業 

  オ 災害時ボランティアの受入業務 

４ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 １－Ａ 住民と進める協働のまちづくり 

【施策の展開】 

 施策１－Ａ－１ 住民参画と協働の推進 

 ○「町民活動支援センター“みぶりん”」が中心となって、「各団体間の調整（コーディネート）」をし、

「町全体のボランティア意識の啓発」を図ります。 

 施策１－Ａ－２ 地域主体のまちづくりの促進 

 ○社会貢献活動に携わるボランティアなどの育成を支援し、新たなコミュニティの形成に努めます。 
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第４節 防災訓練計画 

総務課 学校教育課 

 

 自主防災組織、事業所、防災関係機関が個別に、また、それぞれ連携のもとに防災訓練を継続

的に実施し、災害発生時の対応能力の向上を図るとともに、各自の役割に応じた活動が円滑かつ

組織的に行えるよう、町は、総合防災訓練を実施する。 

 

１ 総合防災訓練 

  地域防災計画の検証や防災関係機関との連携強化、さらには防災意識の高揚を図るため、住

民や防災関係機関、学校、事業所等の参加を得て、次のような内容を組み合わせた総合防災訓

練を隔年で実施する。実施に当たっては、東日本大震災の経験を踏まえ、実践的な訓練想定を

設定し、自助、互助・共助による活動を重視する。 

  また、町は、災害時の応急対策活動に果たす住民の役割の重要性に鑑み、広く自主防災組織

等地域住民の参加を求めるとともに、自主防災組織等住民は、防災対策の重要性を認識し、各

種の防災訓練に積極的に参加するよう努める。 

  さらに、訓練の実施に際しては、浸水想定区域を踏まえ、実際に道路の通行を禁止、制限し

て実施するなど、実践に即した訓練とする。 

 (１) 職員の動員及び災害対策本部、現地災害対策本部の設置訓練 

 (２) 情報の収集・伝達及び災害広報訓練 

 (３) 消火、救出、救助訓練 

 (４) 避難誘導、避難所・救護所設置運営及び炊き出し訓練 

 (５) 応急救護、応急医療訓練 

 (６) 広域応援訓練 

 (７) 警戒区域の設定及び交通規制訓練 

 (８) 救援物資及び緊急物資輸送訓練 

 (９) ライフライン機関の応急復旧訓練等 

２ 通信訓練 

  町及び防災関係機関等は、被害状況の把握及び応急対策の指令を迅速かつ適切に行えるよう

定期的に通信訓練を実施する。 

３ 非常招集訓練 

  町及び防災関係機関等は、災害時における職員の動員を迅速に行うため、非常招集訓練を適

宜実施する。 

  なお、訓練計画策定に当たっては、次の点に留意する。 

 (１) 平素における非常招集措置の整備 

  ア 招集対象者の住所、居所及び連絡方法等 

  イ 招集の区分 
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  ウ 招集命令伝達、示達要領 

  エ 非常招集の命令簿、非常招集記録簿 

  オ 非常招集の業務分担、配置要領 

  カ 待機命令の基準 

  キ その他非常招集のために必要とする事務処理 

 (２) 非常招集命令の伝達・示達 

   災害の緊急性から、最も早く到着する方法を講ずべきものであり、加入電話、無線放送、

電報及び口頭による伝達も迅速正確を期すること。 

 (３) 集合の方法 

   第一義的には、迅速に行うべきものであるが、訓練においては、通常の通路が崩壊等によ

り交通不可能などの被害を想定して実施すること。 

 (４) 点 検 

   訓練後は実施効果の検討を行い、訓練の改善・是非の資料として、次の事項を確認点検す

るとともに、これらを中心とした訓練記録を記載しておく。 

  ア 伝達方法、内容の確認点検 

  イ 発受時間及び集合所要時間の確認点検 

  ウ 集合人員の確認点検 

  エ その他必要事項の確認点検 

４ 消防訓練 

  町は、火災予防及び消防戦術上における消防機関の活動を円滑にするため、次の内容からな

る消防訓練を実施するものとし、自衛消防についても随時消防訓練を行うよう指導し、必要に

応じて町の消防機関も協力する。 

  なお、訓練は消防機関とその他の消防団体が行うものとに区分する。 

 (１) 消防機関が行うもの 

  ア ポンプ操法 

  イ 放水訓練 

  ウ 礼式規律訓練 

  エ 消防戦術 

  オ 警備救助活動 

 (２) その他の消防団体が行うもの 

  ア 通報訓練 

  イ ポンプ操法 

  ウ 消火訓練 

  エ 避難訓練 

５ 水防訓練 

  町は、その区域の水防活動の円滑な遂行を図るため、独自に、又は共同して年１回以上水防

訓練を実施する。 



 □2 〈１.予防〉第４節 防災訓練計画  

〔壬生防２〕 114 

６ 防災図上訓練 

  町及び防災関係機関等は、災害時における迅速かつ的確な災害応急対策の実施を図るため、

大規模災害を想定した防災図上訓練を定期的に繰り返し実施する。 

  特に発災初動時における迅速・的確な災害対策本部活動の重要性を考慮し、参加者自身の状

況判断や対応策の立案を求められる内容を盛り込むなど実践的な訓練を行い、緊急時に適切な

対応を措置できる体制の強化に努める。 

  なお、訓練の実施に当たっては、ハザードマップや被害想定等を考慮し、より現実的な内容

となるよう努める。 

７ 住民及び事業所等の訓練 

  自治会及び自主防災組織、事業所等は、災害時の自主的な防災行動力を高め、また、防災意

識の高揚、組織活動の習熟及び防災関係機関との連携を図るため、積極的に総合防災訓練へ参

加するとともに、次に掲げる項目を中心に、防災訓練を実施することなどを通じて、地域住民

が主体となった自助、互助・共助による活動の充実に努める。 

 (１) 情報伝達訓練 

 (２) 避難訓練、避難誘導訓練 

 (３) 初期消火訓練 

 (４) 救出・救護訓練 

 (５) 炊き出し訓練 

 (６) 避難行動要支援者避難支援訓練 等 

８ 児童生徒等の防災訓練 

  各学校は、災害を想定した避難訓練を定期的に実施し、児童生徒の避難行動、教職員による

誘導・防災活動等の習熟に努める。 

  特に児童生徒等一人ひとりが的確な判断と機敏な行動がとれるよう、次のような教育を行う

とともに、実践的な訓練の実施に努める。 

 (１) 災害に関する基礎知識 

 (２) 学校の立地条件、地域の危険箇所等に関する知識 

 (３) 避難所、避難場所等に関する知識 

 (４) 自衛意識に関する知識 

 (５) 事後の対応 

９ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ２－Ａ 災害に強いまちづくり 

【施策の展開】 

 施策２－Ａ－１ 防災体制の強化 

 ○住民の地域防災活動への積極的な参加、防災関係団体の相互の連携及び協力等により、地域で一体と

なった防災力の充実・強化を図ります。 
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第５節 避難行動要支援者支援計画 

総務課 健康福祉課 こども未来課 建設課 

 

 町は、県と連携し、災害時の一連の行動に支援を必要とする「避難行動要支援者」に対して、

避難行動要支援者名簿の作成、情報伝達・避難誘導等の迅速な対応が可能な体制の整備及び公共

施設のバリアフリー化等の対策を実施し、災害時の全面的な安全確保を図る。 

 

１ 現状と課題 

  災害が発生した場合において、人的な被害を最小限にとどめるためには、住民一人ひとりが

必要な情報を迅速、的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの行

動をとる必要がある。 

  こうした災害時の一連の行動において特に配慮を要する者である一人暮らしの高齢者及び高

齢者のみの世帯の者、介護保険における要介護・要支援認定者、障がい者、妊産婦、乳幼児、

難病患者、透析患者、外国人（日本語の理解が十分でない者）などの要配慮者のうち、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものである避難行動要支援者は、本町におい

ても年々増加しており、この傾向は今後も続くものと思われる。 

  平成16年に発生した新潟・福島豪雨、福井豪雨、新潟県中越地震では、逃げ遅れた高齢者が

犠牲となるケースや被災後のストレスや心労により高齢者が死亡するケースが多く見られた。

また、平成23年３月に発生した東日本大震災においても、津波等による犠牲者の約65％が60歳

以上、震災関連死では65歳以上の高齢者が約９割を占める状況（復興庁調査）となっている。 

  これらのことから、避難行動要支援者に対する対策を一層強化する必要がある。 

２ 地域における安全性の確保 

 (１) 町における計画 

   町は、避難行動要支援者対策に係る全体的な考え方を整理し、地域防災計画の中で、次の

事項を定めておくとともに、下位計画として全体計画を策定する。 

  ア 避難支援等関係者となる者 

  イ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

  ウ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

  エ 名簿の更新に関する事項 

  オ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために町が求める措置及び町が講ずる措置 

  カ 要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

  キ 避難支援等関係者の安全確保 

  ク その他必要事項 

 (２) 避難行動要支援者名簿の作成 

  ア 要配慮者の把握 
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    町は、避難行動要支援者に該当する者を把握するために、町内の関係部局で把握してい

る高齢者や障がい者等の情報を集約するよう努めるとともに、必要に応じ県やその他の機

関に対して情報提供を求める。 

  イ 避難行動要支援者名簿の作成 

    町は、避難行動要支援者の範囲について要件を設定し、要件に該当する者について、氏

名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする

事由、その他避難支援等の実施に関し、町長が必要と認める事項を名簿に掲載する。 

    また、上記避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、必要に応じて名簿を整備し、

避難支援を行う。 

  ウ 避難行動要支援者名簿の更新 

    避難行動要支援者の状況は常に変化することから、町は、避難行動要支援者名簿を更新

する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情報を最新の状態に保つよう努める。 

 (３) 地域支援体制の整備 

   避難行動要支援者を災害から守るためには、地域の人々が相互に助けあう環境が整備され

ることが重要である。そのため、町は、自主防災組織、自治会、消防団、民生委員・児童委

員、壬生町地域見守りチーム員、地域包括支援センター、警察署、医療機関、福祉関係機関

等と協力して、避難行動要支援者への災害情報の伝達及び避難誘導、安否確認等を行う地域

支援体制を整備する。 

  ア 関係機関による名簿情報の共有 

    町は、消防本部、消防団、警察署、自治会、民生委員・児童委員、壬生町地域見守りチ

ーム員、地域包括支援センター、町社会福祉協議会、自主防災組織、女性防火クラブ、そ

の他の避難支援等の実施に携わる関係者をあらかじめ避難支援等関係者として定め、避難

支援に必要な避難行動要支援者の情報を平常時から共有する。 

    なお、名簿情報の共有に当たっては、名簿掲載者に対し、平常時から名簿情報を外部提

供することへの同意を得るほか、関係者に対しては、必要に応じ誓約書等の提出を求める

など守秘義務を確保する。 

  イ 名簿情報の活用 

    町は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、名簿情報に基づき避難支援を

行う。平常時からの情報提供に不同意であった者についても、生命又は身体を保護するた

めに特に必要と認められる場合には、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係

者その他の者に名簿情報を提供することができる。この場合には、名簿情報を提供するこ

とについて本人の同意を得ることを要しない。 

  ウ 避難支援の具体化 

    町は、避難行動要支援者の個々の状況に応じた避難支援を迅速に行うため、本人や避難

支援等関係者と打合せをするなどして、発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当

たっての留意点及び避難場所、避難経路等の具体的な支援方法等を個別計画として定め

る。 
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 (４) 救出・救護体制及び避難誘導・搬送体制の強化 

   災害が同時多発すると、消防、警察等の救急・救助活動が大幅に制約されることが予想さ

れるため、町は、自治会、民生委員・児童委員、消防団、自主防災組織、女性防火クラブ等

と連携し、地域における避難行動要支援者に対する支援体制を築き、救出・救護体制の確

立・強化を図る。また、避難場所への避難誘導、搬送についても、同様に連携し、体制の確

立・強化を図る。 

 (５) 福祉避難所の確保等 

   町は、身体介護や医療相談等の必要な生活支援が受けられるなど、避難行動要支援者が安

心して避難生活ができる体制・設備を整備した避難所を福祉避難所として指定し、必要数を

確保する。また、様々な媒体を活用し、福祉避難所に関する情報を平常時から住民に事前周

知するとともに、要配慮者のニーズに適切に応えられるよう、相談窓口の設置体制を整備す

る。なお、現在、福祉避難所として「保健福祉センター」が指定されている。 

 (６) 幼児対策 

   町は、県と連携し、保育園・幼稚園の管理責任者に対し、災害時における幼児の安全確保

の方法、保護者等との連絡体制等を具体的に定めておくとともに、避難訓練等の防災訓練を

計画的に実施するよう指導する。 

 (７) 防災知識の普及・啓発 

   町は、県と連携し、避難行動要支援者及びその家族に対し、パンフレット、ちらし等を配

布する等広報の充実を図るとともに、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、災害に

対する基礎知識等の理解を高めるよう努める。 

３ 社会福祉施設等における安全性の確保 

 (１) 施設の整備 

  ア 公立社会福祉施設 

    町は、県と連携し、公立社会福祉施設について、施設の耐久性を定期的に点検し、建築

年数や老朽度合等に応じて必要な修繕等を行うとともに、応急対策用資機材や非常用食料

等の備蓄に努める。また、施設内部や周辺のバリアフリー化に努める。 

  イ 民間社会福祉施設 

    町は、県と連携し、民間社会福祉施設の管理責任者に対して、公立社会福祉施設と同様

の適切な対策を行うよう指導を行う。また、非常用通報装置の設置についても指導していく。 

    さらに、消防本部と連携して、自力避難が困難な者が多数入所する社会福祉施設（乳児

院、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障がい者支援施設等）のうち、スプリンクラ

ーの義務設置施設については、早急に設置を指導するとともに、義務設置でない施設に対

しても設置を促進する。 

 (２) 緊急連絡体制の確保 

   町は、社会福祉施設と協議し、災害時の情報連絡窓口について相互に確認・把握しておく

など、緊急連絡体制の確保に努める。 

 (３) 社会福祉施設機能の弾力的運用 
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   町は、県と連携し、災害により被災した高齢者、障がい者等要配慮者に対する支援が円滑

に行われるよう、特別養護老人ホーム等のショートステイ等の活用による高齢者処遇など、

災害時における社会福祉施設機能の弾力的運用が可能な体制の整備を図る。 

 (４) 夜間体制の充実 

   町は、県と連携し、社会福祉施設の管理責任者に対し、夜間、休日の職員の勤務体制につ

いては、施設の性格、規模、介護需要の必要性等により、実態に応じた体制をとるよう指導

を行う。特に、特別養護老人ホーム、障がい者支援施設については、管理宿直員を配置する

よう指導を行う。 

 (５) 防災教育・訓練の充実 

   町は、社会福祉施設の管理責任者に対し、職員、利用者の防災訓練を定期的に実施すると

ともに、施設の近隣住民に対しても利用者の避難の際の協力を要請し、地域ぐるみの自主防

災体制を確立するなど災害時の避難対策を確立するよう指導する。 

４ 災害時に重要な役割を果たす公共的施設における対策 

 (１) 「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく対策 

   町は、県と連携し、高齢者及び障がい者等が災害時においてもできるだけ支障の少ない生

活が過ごせるよう、「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、自ら設置又は管理

する公共的施設（避難場所となる学校、社会福祉施設及び公園等）について、出入口、廊

下、階段等のバリアフリー化や専用のトイレ、駐車場等の設置等、要配慮者に配慮した対策

を推進する。 

 (２) 一時避難のための配慮 

   町は、県と連携し、洪水等の際に自力での避難が極めて困難な避難行動要支援者のため

に、自ら設置又は管理する公共的施設（社会福祉施設、避難所となる施設等）について、２

階建て以上にするなど、一時避難が可能なよう配慮する。 

５ 外国人に対する対策 

 (１) 多言語化による外国人（日本語の理解が十分でないもの）への防災知識の普及 

   町は、県と連携し、町の広報紙等への多言語による防災啓発記事の掲載や多言語による防

災啓発パンフレットの作成・配布等多言語による防災知識の普及啓発や避難場所、緊急連絡

先等の情報提供に努める。また、避難場所標識や避難場所案内板等の多言語化やマークの共

通化（平成13年度に消防庁に設置された「避難標識に関する調査検討委員会」により提言さ

れたマーク）に努める。 

 (２) 地域等における安全性の確保 

   町は、外国人の地域等における安全性の確保のため、次の点に留意する。 

  ア 外国人の中には、これまで自然災害の体験や防災訓練への参加が少ない者もおり、災害

時の行動に支障を来すことが予想されることから、外国人を含めた防災訓練の実施に努め

る。 

  イ 自主防災組織等によりこれらの外国人を地域全体で支援する体制を推進する。 

  ウ 外国人雇用者の多い企業、事業者等の責任者に対して、これらの者への対策や防災教育 
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   を実施するよう指導する。 

 (３) 災害時外国人サポーターの確保 

   町は、県と連携し、通訳・翻訳ボランティア等外国人支援者の確保に努める。 

 (４) 災害時における外国人支援体制の整備 

   町は、県や国際交流協会から支援を受けながら、災害時に多言語による情報提供や相談業

務などを行うことにより、外国人（日本語の理解が十分でない者）の安全体制の確保に努め

る。 
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第６節 物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備計画 

総務課 建設課 

 

 大規模災害発生直後の被災地域住民の生活を確保するため、食料・飲料水・生活必需品・防災

資機材等の現物備蓄及び流通備蓄調達体制を整備する。 

 

１ 食料、生活必需品の備蓄、調達体制の整備 

 (１) 町の備蓄推進 

   町は、食料、生活必需品の備蓄に当たり、地域の実情に応じた備蓄品目を選定するととも

に、備蓄品目の性格に応じ、集中備蓄又は避難所の位置を考慮した分散備蓄を行うよう努め

る。さらに、関係機関との協定締結により流通備蓄を行うほか、必要に応じて近隣市町との

共同備蓄を行い、災害時に必要となる食料及び生活必需品の供給に万全を期するよう努める。 

   なお、目標数量については、県の地震被害想定（第１編第５節「地震被害想定」参照）等

を参考に設定し、計画的に備蓄を行うよう努める。 

  ア 現物備蓄の実施 

    次のような品目について、防災拠点に備蓄を行うよう努める。 

   (ア) 食料：アルファ米、かゆ、ソフトパン等 

   (イ) 飲料水：ペットボトル入り飲料水、給水用ポリ容器、給水用ポリ袋等 

   (ウ) 生活必需品：毛布、簡易トイレ等 

  イ 食料及び生活必需品の調達体制の整備（流通備蓄の実施） 

    次のような品目について、流通備蓄により災害時に必要な物資の調達体制を整備する。 

   (ア) 食料：弁当、米穀、生鮮野菜、果物、食肉製品、牛乳等 

   (イ) 飲料水：ペットボトル入り飲料水 

   (ウ) 生活必需品：肌着、外衣、寝具、洗面用具類、懐中電灯、炊事道具類、紙製食器類、

生理用品等 

   (エ) 光熱材料：灯油、ポリタンク、ＬＰガス、コンロ、木炭等 

   (オ) 要配慮者用：特別用途食品、粉ミルク、ほ乳びん、紙おむつ 等 

    ※ 特別用途食品とは 

      難病患者、透析患者などの病者、乳幼児、妊産婦などの健康保持や回復に適した食品のこと。 

      例えば、乳児のための粉ミルクやアレルゲン除去食品など様々なものがあり、国の標示許可ある

いは承認を受けて特別用途食品マークが付けられている。 

  ウ 平常時における在庫品目、数量の把握等 

   (ア) 町は、総務課を備蓄の担当とし、各課・関係団体で保有している備蓄物資の台帳を作

成し、その状況を常に把握し、有事の際にスムーズな提供ができるようにする。 

   (イ) 町は、協定先の平常時における在庫数量又は流通量について定期的な把握を行い、災

害時の物資調達量の目安としておく。 
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   (ウ) 町は、物資調達時の具体的な方法や体制について確認し、マニュアル化しておく等、

平常時から連携体制の強化を図る。 

  エ 燃料の確保対策 

    町は、災害時における燃料（車両用及び下水処理場・水道施設等の町施設使用分）の確

保対策について、今後、ガソリンスタンド及び関係団体・事業所等と協議を行い、協力・

支援体制の構築に努める。 

 (２) 住民の備蓄推進 

  ア 町は、県と連携し、講演会、広報紙等各種媒体を通して住民自らの家庭内備蓄に関する

啓発を行う。 

  イ 住民は、災害発生から２～３日間は、平常時のルートによる供給や外部からの支援が困

難になる可能性があることから、自分の身は自分で守るという「自助」の精神に基づき、

各家庭において非常持出品のほか、３日分相当の食料、飲料水、生活必需品の備蓄を行う

よう努める。 

 (３) 企業・事業所等の備蓄推進 

   企業、事業所等は、災害時に備えて事業継続に必要な分として、２～３日間の物資等の備

蓄を行うよう努める。 

２ 防災用資機材の備蓄、調達体制の整備 

  町は、県と連携し、災害応急対策活動や被災住民の生活支援に必要な資機材の迅速、円滑な

確保を図るため、資機材の備蓄、調達体制を整備する。 

 (１) 資機材の調達体制については、民間企業等との応援協定を締結するなどして、災害時の調

達先を確保する（資料13参照）。また、必要に応じて協定締結先等と協議し、連絡窓口、調

達可能な物資等について確認する。 

 (２) 資機材の備蓄に当たっては、「災害時における備蓄品の共同利用に関する協定」（資料13－

３）等に基づく共同備蓄や自主防災組織における備蓄を促進する。 

 (３) 防災用資機材の管理に当たっては、災害の発生に備え、資機材を常に良好な状態に保つよ

う努める。 

３ 物資・資機材等備蓄スペースの確保 

  町は、学校や公民館等避難所となる施設の空きスペースを積極的に活用し、必要な物資や資

機材等の計画的な備蓄を促進する。 

４ 物資の供給体制及び受入体制の整備 

  町は、県と連携し、災害時において混乱なく被災住民等へ物資を供給することができるよ

う、確保した物資の配送方法の確立等避難所への供給体制の整備及び被災地外からの救援物資

等の受入体制の整備に努める。 

５ 輸送手段の確保体制の整備 

  町は、業務遂行上必要な車両等の調達体制を整備する。 

６ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 
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Ⅲ－２ 分野別計画 

 ２－Ａ 災害に強いまちづくり 

【施策の展開】 

 施策２－Ａ－２ 消防・救急体制の強化 

 ○消防機能を強化するため、常備消防と消防団の連携を推進します。 

 ○消防団員が活動しやすい環境の整備に努めるとともに、消防防災関連施設・機材の整備を図ります。 

 ○効果的な応急手当の普及啓発や各種講習会を実施し、救命率の向上を図ります。 
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第７節 水害、台風・竜巻等風害に強いまちづくり計画 

総務課 建設課 都市計画課 

 

 水害、台風・竜巻等風害に強いまちづくりを推進するため、町は、都市整備に関係する機関と

協力して、道路、公園、河川などの骨格的な都市基盤としての公共施設整備のほか、住宅、産

業、教育、福祉医療等の施設の配置についても計画的な土地利用を図り、防災上危険な市街地の

解消を図るなど総合的な施策を展開する。 

 

１ 災害に強い都市整備の計画的な推進 

  災害に強い都市整備を進めるに当たっては、防災安全空間づくりのための総合的な計画づく

りを実施することが重要である。 

  町は、県と連携し、次の事業の実施を図るものとする。 

 (１) 防災に配慮したまちづくりの計画策定の推進 

   災害発生時における住民の生命、財産の安全確保を図るため、防災に配慮した総合的なま

ちづくり計画の策定を推進する。 

 (２) 防災の観点を踏まえた都市計画マスタープランの策定の推進 

   都市計画マスタープランは、土地利用に関する計画、都市施設に関する計画などを含む将

来の望ましい都市像を住民の意見を反映した形で明確にするものであり、都市計画策定上の

指針となるべきものである。このため、防災の観点を踏まえた都市計画マスタープランの策

定を推進するなど、災害に強い、安全性の高いまちづくりに努める。 

２ 災害に強い都市構造の形成 

 (１) 土地区画整理事業等の面的整備事業の推進による防災都市づくり 

   防災上危険な密集市街地の解消のためには、幹線道路などの主要な公共施設整備だけでな

く、区画道路や公園、水路などを総合的、一体的に整備することが重要であり、災害に強い

都市構造とするには、総合的な都市整備手法である土地区画整理事業等の推進が必要であ

る。 

   このため、町は、土地区画整理事業等を計画的に実施し、災害に強いまちづくりを推進す

る。 

  ア 土地区画整理事業 

    既成市街地及びその周辺部において、健全な市街地の形成を図るため、また、良好な市

街地空間を形成し防災上の向上を図るため、道路・公園等の生活基盤施設と住宅地の一体

的な整備を促進する。 

  イ 街路事業 

    道路は、災害時の避難路や応急救助活動の緊急輸送路という役割だけでなく、火災発生

時の延焼遮断効果があるなど防災関係機関の応急活動にとって重要な役割を果たす機能を

有している。 
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    このため、町は、計画されている街路事業を推進するとともに、関係機関に早期整備を

働きかける。 

  ウ 都市公園 

    都市公園は地域住民の多様な余暇活動に対応し、住民の体力の向上と健全なレクリエー

ションの場としての役割を果たすとともに、災害時においては避難場所、応急救助活動の

基地となるなど防災上重要な施設である。 

    このため、町は、計画中の街区公園の整備を推進する。 

 (２) 防災活動拠点となる防災安全街区等の整備 

   町は、関係機関と連携して、土地区画整理事業等による都市基盤の整備に併せて、医療、

福祉、行政、備蓄等の機能を有する公共・公益施設を集中整備し、災害時における防災の拠

点となる「防災安全街区」の整備を推進する。 

３ 災害時の緊急活動を支える公共施設等の整備 

 (１) 町は、食料等の備蓄倉庫、貯水槽、緊急離着陸場、通信施設等の災害応急対策施設を備

え、一時避難場所や広域避難場所となる公園の整備を推進する。 

 (２) 道路、公園、河川等の公共施設管理者は、その施設整備に当たり、災害の拡大防止や安全

な避難所・避難路確保等のオープンスペースとしての機能に配慮した整備に努める。 

４ 再生可能エネルギーの利活用促進 

  再生可能エネルギーは枯渇のおそれがなく、災害時にも発電が可能なことから、町は、県と

連携し、太陽光や小水力などに恵まれているという地域特性を活かし、再生可能エネルギーの

導入を率先して行うとともに、一般住宅や事業所、防災拠点等への導入促進を図り、災害に強

い地域づくりを推進する。 

５ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ４－Ａ 地域特性を活かしたまちづくり 

【施策の展開】 

 施策４－Ａ－１ 地域特性を活かした市街地の整備 

 ○既成市街地の再生・再構築を推進し、快適に暮らせるコンパクトシティを目指します。 

 ○市街化調整区域でありながら、既成市街地に隣接・近接又は幹線道路沿いであり、町の活性化に寄与

する潜在的な可能性を有する地区の民間活力等による新たな土地利用を図ります。 

 ○国谷駅周辺の利便性を高めます。 

 施策４－Ａ－２ 地域特性に応じた土地利用の推進 

 ○都市計画マスタープランの改訂を行い、区域区分や用途地域の変更を実施します。 

 ○大規模土地利用に関する協議や新規分野の開発に伴って発生する課題等について、町の理念をもとに

適正な指導・調整を行います。 

 ４－Ｄ 生活排水と雨水の適正処理で快適なまちづくり 

【施策の展開】 

 施策４－Ｄ－３ 雨水処理対策の推進 

 ○緊急性の高い箇所から、整備水準（降雨強度等）を設定した整備計画を実施します。 
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 ○雨水管や水路、河川の負担の軽減を図るため、地下浸透施設や調整池の整備推進に努めます。 

 



 □2 〈１.予防〉第８節 水防体制の整備計画  

〔壬生防２〕 137

第８節 水防体制の整備計画 

総務課 建設課 

 

 大雨、洪水等による河川の氾濫や浸水等の被害は広範かつ長期化するおそれがある。これらの

災害を警戒、防ぎょし、災害の未然防止、軽減を図るためには、住民の協力が不可欠となること

から、町は、平常時から地域における水防活動体制の整備に努める。 

 

１ 現 況 

  本町においては、西境沿を思川、中央部を黒川、東境沿を姿川が流れている。平成10年に

は、台風第４号の影響による集中豪雨により、姿川の堤防決壊・黒川の洗掘や越水、家屋の床

下浸水等が発生した。 

  現在は、河川の改修もほぼ終わっているが、さらに、河川等の改修整備事業の推進と道路、

橋梁等の被害防止又は被害の誘因となるものの排除等維持補修に努める。 

２ 水防管理団体等の義務 

 (１) 水防管理団体等の責務 

  ア 水防管理団体（町）は、区域内における水防を十分に果たすべき責任を有し、水防管理

者（町長）は、平常時から地域水防組織の整備に努める。また、近年、洪水のほか、雨水

出水により現在の想定を超える浸水被害が各地で多発している。町では、洪水が発生した

場合における浸水想定区域を指定しているが、同様に想定最大規模降雨による雨水出水に

対する円滑かつ迅速な避難等のための措置を講じるため、「雨水出水浸水想定区域」の指

定に努める。 

  イ 住民、水防の現場にある者は、町長、水防団長、消防機関の長が、水防のためやむを得

ない必要があって命じた水防活動に従事しなければならない。 

  ウ 消防団や水防管理者等が巡回する場合における安全策を講ずる。巡回する際は、定時連

絡を密に行う。 

 (２) 水防計画の策定 

   指定水防管理団体の水防管理者（町長）は、県の水防計画に応じた水防計画を定め、又は

変更したときは遅滞なく知事に届け、関係機関に周知する。 

３ 水防活動体制の整備 

 (１) 資機材等の整備 

   消防団は、定期的に水防資材及び機材（以下「資機材」という。）及び水防倉庫の点検を

行い、備蓄の状況を把握しておく。町は、その調査結果に基づいて資機材及び水防倉庫の整

備に努める。（資料４－５） 

 (２) 水防訓練の実施 

   毎年増水期前に、関係機関と協力し１回以上の水防訓練を実施するとともに、重要水防箇

所等の具体的な水防工法をあらかじめ検討する。 
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 (３) 水防関係者の育成・強化 

   町は、平常時から水防関係者に対する研修会等を実施し、育成・強化に努める。 

 (４) 危険区域（箇所）の警戒巡視 

   日常から気象情報の的確な把握をし、異常降雨等により水害の早期発見に努める。また、

災害を未然に防止し、被害を最小限に食い止め、迅速な応急対策が講じられるように、次に

より町区域内の危険区域の警戒巡視を行う。 

  ア 実施期間 

    少なくとも年に１回以上行うものとする。ただし、警戒が発令され、危険区域におい

て、水害が発生するものと予想される場合は、臨機に措置を講ずる。 

  イ 人員配備 

    各担当課において事前に班編成を決めておく。 

４ 浸水想定区域における対策 

 (１) 町は、水防法の規定に基づく浸水想定区域（資料４－７）の指定区域ごとに、次の事項に

ついて定めるとともに、これらの事項を記載した印刷物の配布その他必要な措置により住民

及び要配慮者利用施設等に周知を図る。 

   なお、さらに指定を受けた場合も迅速に周知を図るとともに、必要な事項を定める。 

  ア 洪水予報等の伝達方法 

   (ア) 防災行政無線による放送 

   (イ) 広報車による町内広報 

   (ウ) 消防団による町内巡回 

   (エ) 自主防災組織を活用した戸別伝達 

伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 避難場所（資料６－２） 

  ウ その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項 

  エ 浸水想定区域内に高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利

用する施設（資料４－６）で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する

必要があると認められるものがある場合には、これらの施設の名称及び所在地、洪水予報

の伝達方法等 

栃木県水防本部

宇都宮地方気象台

壬 生 町 消 防 団 

自主防災組織

巡回 

戸別伝達

防災行政無線システム・広報車

住 
 
 
 
 

民 
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 (２) 町は、国や県の協力のもと、効果的な避難等応急対策に資する洪水ハザードマップを作成

し、各世帯に配布しているが、その有効利用を進めるとともに、避難確保・浸水防止計画等

の作成及び町長への報告や、訓練の実施が義務づけられた浸水想定区域内の要配慮者利用施

設、地下街等の所有者に対し、技術的な助言を行う。 

５ 歩行者用地下道冠水対策 

  最近の集中豪雨は、局所集中化・多発化の傾向にあり、ゲリラ豪雨による道路冠水対策を講

ずる必要がある。 

  町域には、アンダーパス構造となっている車道はないが、歩行者用の地下道が数箇所あるこ

とから、その安全性を確保するため、次の予防対策を実施する。 

 (１) 冠水するおそれのある地下道について、洪水ハザードマップにその位置を掲載するととも

に、各種広報を利用するなど、住民に対して注意を喚起する。 

 (２) 地下道設備及び排水路を定期的に点検し、安全性を確保する。 

６ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ４－Ｄ 生活排水と雨水の適正処理で快適なまちづくり 

【施策の展開】 

 施策４－Ｄ－３ 雨水処理対策の推進 

 ○緊急性の高い箇所から、整備水準（降雨強度等）を設定した整備計画を実施します。 

 ○雨水管や水路、河川の負担の軽減を図るため、地下浸透施設や調整池の整備推進に努めます。 
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第９節 農業関係災害予防計画 

農政課 

 

 町、県、農地・農業用施設等の管理者は、災害の発生に際して、農業被害を最小限に抑えるた

め、連携して予防対策を実施する。 

 

１ 農地・農業用施設対策 

  土地改良区等の農地・農業用施設等の管理者は、次のような災害予防対策の実施に努める。 

  県、町は、その実施と老朽化等により施設の改良が必要なものは、国の補助事業、県単事業

等により改善するよう指導する。 

 (１) 各施設の共通的な対策 

  ア 管理体制の整備 

    頭首工、大規模排水ポンプ場等の農業用施設の管理については、各管理主体で施設の適

正な維持管理計画を定め、管理技術者の育成・確保など管理体制の強化を図る。 

  イ 施設等の点検 

    平常時から農業用施設等の定期的な点検を実施し、異常な兆候の早期発見、危険箇所の

整備等に努める。 

 (２) 用排水施設対策 

   頭首工、大規模排水ポンプ場等の管理者は、平常時から施設の点検を実施し、増水時、異

常時には応急措置を施すことができる体制を整備するなど、災害の未然防止に努める。 

   また、施設機能保持のため改良が必要なものについては、計画的な整備に努める。 

２ 農業共同利用施設対策 

  農業協同組合、町等の農業共同利用施設等の管理者は、次のような災害予防対策の実施に努

める。 

 (１) 管理体制の整備 

   農業共同利用施設（農産物倉庫、農産物処理加工施設、農業用生産資材製造施設、種苗生

産施設、野菜集出荷施設、家畜繁殖施設等）の管理について、各管理主体は、管理者の育

成・確保などにより、管理体制の整備・強化を図る。 

 (２) 各施設の予防対策 

   施設管理者は、平常時から適切な維持管理等を行い、災害の予防に努める。 

３ 農業気象と技術対策 

 (１) 農作物の凍霜害予防対策 

  ア 気象条件と農作物の凍霜害 

    風もなく晴れた日の夜には放射冷却が強まり、地表に近いほど温度が下がるため、気温

が４℃以下になると霜が降りる。４月中旬になると農作物の生育段階が耐寒性の最も弱い

時期に達するため、農作物への被害が懸念される。 
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  イ 農作物の凍霜害予防期間 

    農作物の凍霜害を未然に防ぐため、毎年４月１日から５月15日までを凍霜害予防期間と

する。なお、状況により期間を延長する。 

  ウ 霜注意報広報及び伝達についての対応処置体制 

    町は、一般農家に対してＮＨＫ宇都宮放送局（ＦＭ）並びに栃木放送による凍霜害注意

報の放送を聴取するよう十分な措置をとるとともに、放送を受信し、可能な手段方法（防

災行政無線、広報車等）をもって、一般農家に広く迅速に必要事項の伝達を行う。 

 (２) 暖候期における農作物気象災害予防対策 

  ア 暖候期における気象条件と農作物気象災害 

    暖候期における気象条件が農作物の生育、収量等に大きく影響し、場合によって農作物

への被害が懸念される。 

  イ 暖候期予報に伴う技術対策指導の徹底 

    関東・甲信地方暖候期予報（毎年２月25日頃気象庁地球環境海洋部発表）に基づいて作

成された県の技術対策資料を、町及び関係指導機関は、団体等に配布し、農家に気象変動

に対応した栽培技術指導の徹底を図る。 

４ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ７－Ｃ 競争力ある農業のまちづくり 

【施策の展開】 

 施策７－Ｃ－１ 生産基盤の整備 

 ○生産性の向上を図るため、使いやすい圃場整備やかんがい排水施設、農道・水路の整備などを推進し

ます。 
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第10節 情報・通信網の整備計画 

総務課 総合政策課 

 

 大規模な災害発生時における迅速かつ的確な情報の伝達体制を確保するため、平常時より通信

手段の運用・整備・維持管理を図り、情報の伝達に万全を期す。 

 

１ 本町の通信網の現況 

  本町において利用可能な通信網は、次のとおりである。 

 (１) 県防災行政ネットワーク 

   県、市町、消防、防災関係機関、県主要出先機関相互の災害時における迅速かつ的確な情

報の収集、伝達を確保するため、衛星回線・ＮＴＴ専用回線及び県防災無線の３系統を活用

した県防災行政ネットワークが県により整備されている。また、ネットワークの整備に併

せ、防災情報の画像による送信・受信システムが整備され、台風情報、地震情報、アメダス

情報等の提供を受けることができる。 

   県防災行政ネットワークは、町内では町庁舎のほか、次の防災関係機関に整備されている。 

  ア 石橋地区消防組合 

  イ 獨協医科大学病院 

 (２) 町防災行政無線システム（同報系） 

   町では、平成24年度～平成26年度事業において、拡声子局による放送・メール配信・サイ

レンの吹鳴等の情報伝達手段を備えた防災行政無線システムを導入した。これにより、避難

情報や防災情報等の一斉伝達が可能となった。また、Ｊアラートによる緊急地震速報等の緊

急情報の伝達も可能となった。 

 (３) 町移動無線 

   町は、移動系無線を保有している。現在は、主に町と消防団本部、及び消防団各分団の情

報伝達の重要な手段として、活用している。 

 (４) 一般加入電話（災害時優先電話） 

   災害時においても一般加入電話を活用して、各関係機関や団体との通信の確保を図るもの

とするが、災害時には一般加入電話が集中し、使用が困難になる状況が予想される。このよ

うな状況でも災害時優先電話は比較的通話が可能な状態となるので、町は、災害発生時に町

内公共施設、関係機関との災害情報や被害状況等を収集するため、あらかじめＮＴＴに災害

時優先電話として登録してある。 

   町は、平素から次の措置を行い、職員に周知を図るものとする。 

  ア 登録電話機に「災害時優先電話」というシールを貼付し、当該電話機が災害時優先電話

であることを明確にする。 

  イ 災害時には当該電話機は受信には使用せず、発信専用電話として活用することを徹底する。 

 (５) 携帯電話 
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  ア 個人の所有する携帯電話を、休日・勤務時間外の緊急連絡手段として、また災害現場と

の連絡手段として位置付け、必要な整備を図っていく。 

  イ 町長及び幹部職員の携帯電話については、今後、前記(３)の災害時優先電話の指定を受け

ておくものとする。 

 (６) 衛星携帯電話 

   今後、衛星携帯電話の導入について検討し、通信の確保に努める。 

２ 他機関の通信施設の利用 

 (１) 発信依頼機関 

   有線電話等が不通となり、県危機管理課と連絡が困難となった場合には、次の関係機関を

中継して通信を確保することを、平素から周知しておくものとする。 

発 信 依 頼 局 着 信 局 そ の 他 の 発 信 依 頼 局 

栃木警察署 県 警 察 本 部

石橋地区消防組合消防本部 県危機管理課

栃木土木事務所 県危機管理課

獨協医科大学 

 (２) 派遣連絡員の指定 

   上記発信依頼局までの有線電話等が不通の場合、返信の受領等を行う派遣連絡員をあらか

じめ定めておくものとする。 

３ 多様な通信手段の確保 

  ア 町は、豪雨時等の激しい雨により音声が届かないことも考慮し、防災行政無線のみなら

ず、メール配信システム、携帯電話会社による緊急速報メール、ＣＡＴＶ、テレビやイン

ターネット等によるＬアラート等の活用、災害時優先電話等輻輳（ふくそう）に強い通信

手段の確保、避難行動要支援者に有効である戸別通報システムの整備等、その地域の実情

に合わせた災害時における多様な通信連絡手段の充実に努める。  

  イ 消防機関と協力して、トランシーバーやメール等消防団で効果的に活用できる通信手段

の導入に努める。 

  ウ 災害発生時に通信施設等の被災により有線通信連絡が困難となった場合に、町災害対策

本部の情報連絡体制を補完するため、あらかじめ町内アマチュア無線局との協力体制の確

立を図る。 

４ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 １－Ｃ 知りたい情報と親切なサービスがあるまちづくり 

【施策の展開】 

 施策１－Ｃ－１ 広報の充実 

 ○広報紙やホームページ等により町民が必要とする情報を提供します。 

 ○新たな広報媒体による情報提供を検討します。 
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第11節 避難体制の整備計画 

総務課 健康福祉課 

 

 災害発生時に危険区域にいる住民、駅等にあふれる帰宅困難者、ホテル、大型店舗等不特定多

数の人が集まる施設の利用者を安全かつ迅速に避難させるため、あらかじめ避難所等の設定、避

難誘導体制、避難所等運営体制の整備を促進し、避難者の安全確保に努める。 

 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

 (１) 指定緊急避難場所の指定 

   町では、発生しうる災害の想定を踏まえ、一時的に難を逃れる緊急時の避難場所として、

資料６－１、６－２に掲げるとおり指定緊急避難場所を指定している。しかし、これらの避

難所が、洪水、地震等の災害種別に応じて指定がなされており、発生するおそれのある災害

に適したものであるかどうか随時確認を行い、適切でないと判断された場合、(4)に記載の

事項に留意し、適切な整備又は指定替えを行う。 

   新たに指定を行ったり、指定を解除したりした場合には、速やかに住民に周知するととも

に、県に対し報告を行う。 

  ア 指定に当たっては、次の基準に基づき、指定する。 

   (ア) 災害が切迫した状況において、速やかに、居住者等に当該指定緊急避難場所が開設さ

れる管理体制を有していること。 

   (イ) 災害発生のおそれがない区域（安全区域）内に立地していること。 

   (ウ) 安全区域外に立地する場合には、当該災害に対して安全な構造であること。 

   (エ) 地震を対象とする施設又は場所を指定する場合には、当該施設において耐震性、耐火

性が確保されていることに加え、当該場所又はその周辺に地震発生時に人の生命・身体

に危険を及ぼすおそれのある建築物や工作物等の物がないこと。 

  イ 町は、災害の危険が去った後に、自宅が損壊するなど一定期間の避難生活を余儀なくさ

れた被災者について、緊急避難場所から避難所への円滑な移動がなされるよう配慮する。 

 (２) 指定避難所の指定 

  ア 町では、被災者が一定期間生活する場所として、資料６－１、６－２に掲げるとおり、

指定避難所を指定している。 

  イ 指定に当たっては、次の基準に基づき、指定する。 

   (ア) 被災者を滞在させるために必要かつ適切な規模を有していること。 

   (イ) 速やかに、被災者を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な

構造又は設備を有していること。 

   (ウ) 想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 

   (エ) 物資の輸送等が比較的容易な場所にあること。 

  ウ 避難所の指定については、上記イの基準に加えて、次のことにも留意すること。 
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   (ア) 原則として地区別に指定し、要配慮者でも歩いて避難できる程度の近傍に確保するこ

と。 

   (イ) 耐震性、耐火性の確保に加え、天井等の非構造部材の耐震対策を図り、災害により重

大な被害が及ばないこと。 

   (ウ) 生活面を考慮し、バリアフリー化された学校、公民館等の集会施設、福祉センター、

スポーツセンター、図書館等の公共施設とすることが望ましいこと。 

   (エ) 指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができること。 

 (３) 福祉避難所の指定 

  ア 町は、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特

別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制を整備し

た福祉避難所を指定する。なお、現在、福祉避難所として「保健福祉センター」、「しもつ

け荘」及び「グループホーム元気」が指定されている。 

  イ 指定に当たっては、(２)に記載する指定避難所の指定基準のほか、次の基準に基づき、指

定するものとする。 

   (ア) 耐震化、耐火性の確保に加え、天井等の非構造部材の耐震対策が図られ、バリアフリ

ー化された施設であること。 

   (イ) 要配慮者に対する相談や介助等の支援体制等を有すること。 

  ウ 福祉避難所の指定には、バリアフリー化されているなど要配慮者の利用に適しており、

かつ、生活相談職員等の確保が比較的容易である老人福祉センターや介護保険施設、障が

い者支援施設等の施設を活用すること。 

 (４) 避難所の整備 

   町は、避難所の整備に当たっては、男女共同参画の視点を重視しながら、避難者の良好な

生活環境を確保するため、次のようなことに留意する。 

   ＜避難所整備に当たっての留意事項＞ 

ア 避難収容施設においては、耐震性を確保すること。 

イ 電話の不通、停電、断水等の事態に備え、必要な施設の整備に努めること。 

ウ 放送施設等避難住民への情報伝達に必要な設備の整備に努めること。特に視覚障がい

者や聴覚障がい者等に対する伝達方法については、特段の配慮を行うものとする。 

エ 換気、照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努めること。 

オ 帰宅困難者、観光客等地区外の避難者の避難に資するため、標識の共通化（「避難標

識に関する調査検討委員会」（平成13年度に消防庁に設置）により提言されたマーク）、

誘導標識、案内板等の設置に努めること。また、外国人（日本語の理解が十分でない

者）の避難に資するため、多言語表示シート等を整備するなど、多言語化に努めること。 

カ 食料・飲料水の備蓄又は供給体制について検討しておくこと。また、要配慮者に配慮

した生活必需品等の備蓄や生活用水の確保も検討すること。 

キ 要配慮者の避難状況に応じ、迅速に洋式トイレのほか、障がい者用トイレ、スロープ

等の段差解消設備を仮設できるよう、あらかじめこれらの調達方法を整理しておくこと。 

ク 要配慮者に対する必要な育児・介護・医療用品の調達方法を整理しておくこと。 
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ケ 体育館等が避難所で避難生活が長期化する場合に備えて、畳、マット、プライバシー

確保のための間仕切り用パーテーション等の購入や、冷暖房機器等の増設などの環境設

備の整備に努めること。 

コ 通信事業者（東日本電信電話(株)ほか）の協力を得て、災害発生時に速やかに避難所

へ非常用固定電話やインターネット等の通信施設が設置できるよう、あらかじめ設置場

所等を定めておくとともに、公衆無線LAN（Wi-Fi）の利用ができる環境整備に努めるこ

と。 

サ 必要に応じて家庭動物（ペット）のためのスペースの確保に努めること。 

シ 安否情報システムの使用が可能となる通信環境の整備や人員等の確保について検討し

ておくこと。 

 (５) 学校等における竜巻被害対策としての指定避難所の確保 

   学校等の管理者は、竜巻災害に備えて、児童・生徒等の身の安全を守ることが可能な安全

な指定避難所を確保するように努める。 

   また、登下校時の安全確保の方策についても確立するよう努める。 

２ 避難に関する知識の周知徹底 

  町は、県、警察と連携して、避難の万全を図るため、各種手段や広報を活用して、指定避難

所の位置、避難経路、避難にあたっての注意事項、指定避難所への持出品、避難勧告・避難指

示の意味やその発令があったときにとるべき避難行動等避難に必要な知識等について幅広い年

代の住民への周知徹底に努め、企業、事業所等はこれに協力する。 

  さらに、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所への移動

を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことが

かえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な退避

場所への移動又は屋内での退避等を行うべきことについて、町は、日頃から住民等への周知徹

底に努める。 

 ＜避難に必要な知識と周知方法＞ 

避 難 に 必 要 な 知 識 周   知   方   法 

(１) 避難所の位置 

(２) 避難経路 

(３) 避難に当たっての注意事項 

(４) 避難所への持出品 

(１) 自主防災組織を通じての周知 

(２) 標識、誘導標識、案内板等による周知 

(３) 避難所マップの配布による周知 

(４) 広報紙、町ホームページによる周知 

３ 避難実施・誘導体制の整備 

 (１) 避難基準の設定 

   町は、県から必要な助言等を受け、浸水が予想される地域の住民に対する避難勧告等を行

う場合の基準を、あらかじめ降雨量、河川の水位及び洪水予報の基準等により検討し、設定

する。 

   その際、対象区域をあらかじめ設定して、当該区域内の世帯数・居住者数と避難行動要支

援者の状況、要配慮者利用施設の所在状況など、避難勧告等の実施に当たって必要となる情
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報を事前に把握・整理しておく。また、必要に応じて、これを見直すよう努める。 

 (２) 避難準備・高齢者等避難開始発表体制の確立 

   町は、県から必要な助言、支援を受け、気象警報、降水量、河川水位、その他各種情報か

ら判断して、避難を要する状況になる可能性がある場合、危険予想地域の住民に避難勧告を

発令する準備に入ったことを知らせる避難準備・高齢者等避難開始を発表する体制を確立す

る。情報発表に当たっては、避難行動に時間を要する避難行動要支援者のみならず、風水害

による被害のおそれが高い区域の住民等の自主的な避難の促進につながるよう十分配慮した

ものとする。 

 (３) 避難勧告等の伝達手段の整備 

   町は、避難情報を確実に住民に周知させるため、防災行政無線を中心とした通信伝達施設

の整備を推進する。また、町職員による広報車等での伝達や、消防団、自主防災組織を活用

した戸別伝達、放送事業者の活用、緊急速報メール等多様な伝達手段の整備に努める。特

に、避難行動要支援者に対しては、障がいの状況に応じて、文字放送や読み上げ機能のある

電子メール等の活用を図るなど、十分に配慮する。 

 (４) 避難誘導体制の確立 

  ア 各機関連携による地域の避難体制の確立 

    町は、石橋地区消防組合消防本部、栃木警察署、消防団、自主防災組織等の協力を得

て、発生しうる災害の想定を踏まえ、平常時から次のことに留意して避難誘導体制を確立

しておく。 

   (ア) 各地区・区域ごとに事前に責任者を決定しておくこと。 

   (イ) 地区の実態に応じて、避難経路を２箇所以上選定しておくこと。 

   (ウ) 避難行動要支援者の安全確保及び優先避難を考慮すること。 

   (エ) 避難経路となる道路の安全性の向上に努めること。 

   (オ) 水害、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めること。 

  イ 避難時に困難が生じると予想される者への対策 

   (ア) 避難行動要支援者対策 

     町は、県と連携して、在宅の高齢者、障がい者等の避難行動要支援者の速やかな避難

誘導を図るため、民生委員・児童委員、地域包括支援センター及び自主防災組織等と連

携し、避難行動要支援者の個々の状態に応じた避難支援内容を具体的に定めるととも

に、災害時に安全かつ迅速に避難行動要支援者を誘導できるよう、平常時においても所

在や健康状態の把握に努める。 

     また、避難行動要支援者が利用する公立社会福祉施設について、施設利用者の個々の

様態に対応できる避難支援プランを策定するよう努めるとともに、民間の社会福祉施設

に対して避難体制を整備するよう指導を行う（資料６－３参照）。 

     避難行動要支援者の避難については、まず身近な指定避難所に避難誘導し、その避難

所に「要配慮者専用スペース（福祉避難室）」を設け、必要に応じ「要配慮者専用避難

所（福祉避難所）」へ二次避難させる体制を整える。 
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     必要に応じ民間の社会福祉施設を「民間福祉避難所」として活用できるよう協議を整

えておく。 

   (イ) 帰宅困難者対策 

     第３編第１章第10節「避難体制の整備計画」の「１ 帰宅困難者対策」に準ずる。 

   (ウ) 不特定多数の利用者がいる施設等の対策 

     町は、石橋地区消防組合消防本部、栃木警察署と連携して、ホテル、スーパー、総合

病院等不特定多数の人の集まる場所の管理者に対し、非常の際の誘導要領、施設内の避

難経路の明示、照明・予備電球の確保等について指導を行う。また、避難訓練の実施に

努めるよう指導を行い、安全体制の確保に努める。 

４ 避難所管理・運営体制の整備 

 (１) 避難所管理・運営体制の確認 

   町は、職員に対し、「壬生町避難所マニュアル」の周知を図るとともに、マニュアルに基

づき避難所をスムーズに開設・運営できるように備える。また、各避難所の管理責任者をあ

らかじめ定め、責任者等への連絡手段・方法、地元自治会との協力体制等を毎年度確認して

おく。 

 (２) 職員派遣体制の整備 

   町は、災害発生初期において、避難所管理・運営を円滑に行うため、避難所への職員派遣

体制をあらかじめ明確にしておく。 

 (３) 自主防災組織、ボランティア団体等との連携 

   町は、円滑な自主運営体制の確立を図るため、民生委員・児童委員、地域包括支援センタ

ー、自主防災組織、ＮＰＯ法人及びボランティア団体等の協力を得るなど、連携して避難所

運営体制を検討しておく。 

 (４) 避難所の計画的整備 

   町は、地域の実情に応じた貯水槽、電話等の通信設備、食料・生活必需品等の備蓄等避難

所設置に際しての計画的な整備に努める。 

 (５) 県外避難者受入対策 

   第３編第１章第10節「避難体制の整備計画」の「２ 県外避難者受入対策」に準ずる。 
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第12節 消防・救急・救助体制の整備計画 

総務課 

 

 大規模災害時には、多数の被災者が同時かつ広範囲にわたり発生することが予想される。 

 このため、地域住民、町、県、防災関係機関が連携して、迅速、適切に消防活動、被災者の救

助活動、傷病者の応急処置、救急搬送等を行う体制を整備する。 

 

１ 組織の充実強化 

  町及び石橋地区消防組合は、「消防力の整備指針」に基づいて消防組織の整備を図るととも

に、長期的展望に立った効率的な組織づくりを推進し、消防体制の強化に努める。特に、団員

の減少やサラリーマン化、高齢化の問題を抱える消防団について、団員の確保と資質の向上を

図る。 

２ 自主防災組織等地域住民の対策 

 (１) 自主防災対策の実施 

   住民は、災害時に自分が要救助者にならないため、身の回りの安全点検を行い、災害危険

箇所の把握と改善に努めるとともに、地域の防災訓練等に積極的に参加し、避難路や避難場

所等を確認するなど日ごろから身近な防災対策を行う。 

 (２) 地域の避難行動要支援者の把握 

   町、消防本部、消防団、民生委員・児童委員、地域包括支援センター等福祉関係者、自主

防災組織、女性防火クラブの連携のもと、定期的な連絡会議の開催や合同による巡回相談・

指導により、地域の避難行動要支援者の把握と災害時における救助・救護体制の確立に努め

る。 

 (３) 防災資機材の整備等 

   大規模災害発生時は、交通混乱等で救急隊の到着に時間を要することが予想されるため、

次のとおり消火・救出に必要な資機材の整備等を行う。 

  ア 各地域の実情に応じた消火・救出・救護・避難誘導活動用資機材の整備 

  イ 消防機関等が実施する救命講習等の受講による幅広く正しい知識や技術を習得 

 (４) 活動体制の整備 

   防災訓練等を通して、災害時の応急対策活動における自主防災組織等の活動、消防機関と

の連携のあり方の明確化と防災資機材の使用方法の習熟を図る。 

３ 町、石橋地区消防組合の対策 

  町、石橋地区消防組合は、次のとおり救急・救助体制の整備を図る。 

 (１) 地域住民に対する防災意識の普及啓発 

   町、石橋地区消防組合は、避難訓練等の各種防災訓練や応急手当に関する講習会を開催す

るなどして地域住民の防災意識の普及啓発と消火器を使った初期消火や応急手当の習得等の

自主救護力の向上を図る。 
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 (２) 初動体制の確保 

   町、石橋地区消防組合は、災害発生時に一刻も早く現場到着する必要があることから、要

員の情報連絡・参集体制の整備、充実を図る。 

 (３) 救急・救助体制の整備 

  ア 石橋地区消防組合は、救急救命措置を行う救急救命士の養成をはじめ、高度な救急・救

助需要に対応できる隊員の養成を図るとともに、高規格救急車、救助工作車等の救急・救

助車両や資機材の整備充実を図る。 

  イ 町は、自治会等を中心とした自主防災組織等の育成・強化を図るとともに、石橋地区消

防組合、壬生町消防団との防災訓練等を実施することにより、災害時における情報の提供

や救助活動に対する協力体制を整備する。 

 (４) 広域消防応援受入体制の整備 

   本町は、近隣市町等と「石橋地区消防相互応援協定」を締結している。災害時に当該協定

に基づき円滑に応援要請できるよう、要請方法等を周知しておくものとする。 

   また、石橋地区消防組合は、「特殊災害消防相互応援協定」等に基づく応援隊の受入窓口

の設置や活動計画等をあらかじめ定めておき、災害時における救急・救助活動に万全を期

す。 

 (５) 医療機関との連携強化 

   石橋地区消防組合は、同時多発する救急要請に対し、迅速かつ的確な医療機関への搬送を

行うため、医療機関との連携を強化する。 

４ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ２－Ａ 災害に強いまちづくり 

【施策の展開】 

 施策２－Ａ－２ 消防・救急体制の強化 

 ○消防機能を強化するため、常備消防と消防団の連携を推進します。 

 ○消防団員が活動しやすい環境の整備に努めるとともに、消防防災関連施設・機材の整備を図ります。 

 ○効果的な応急手当の普及啓発や各種講習会を実施し、救命率の向上を図ります。 
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第13節 医療救護体制の整備計画 

総務課 健康福祉課 

 

 災害時の救急医療体制を確保するため、町は、医療機関等と緊密な連携により災害の状況に応

じた適切な医療救護活動を実施するための体制整備を図る。 

 

１ 初期医療体制の整備 

 (１) 救護班の編成体制の確保 

   町は、災害時における医療救護の万全を期するため、あらかじめ下都賀郡市医師会及び壬

生町医師会と救護班の編成や出動体制等について協議しておくとともに、災害発生時におけ

る患者護送入院等救護活動の緊急性に鑑み、平素から主旨を徹底し編成準備しておくものと

する。 

   なお、町内の医療機関は資料７－１のとおりである。 

 (２) 救護所の設置 

  ア 救護班が出動したときは、救護の利便及び被災傷病者保護の見地から、直ちに救護所を

開設し、傷病者を収容治療することとなるが、状況により天幕をもって臨時又は移動式の

救護所を設置する場合もあるため、町はそれに必要な器材をあらかじめ整備しておくもの

とする。 

  イ 救護所の設置場所について、町長は、関係医療機関と連絡して、あらかじめ救護所に充

てるべき建物を調査し、その名簿を備えておく。 

２ 後方医療体制等の整備 

  救護所における救護班で対応できない重症患者については、獨協医科大学病院等の災害拠点

病院へ搬送して医療救護を行うこととなるが、大規模災害により救急自動車の遅れや不足等に

備え、災害時における町有車両の配車計画を策定しておくものとする。 

３ 応援要請 

  町内の医療救護活動が医師等の不足、医薬品・医療器材の不足等により円滑に実施できない

場合には県に応援要請して対処するため、県への応援要請方法や「災害時における市町村相互

応援に関する協定」（資料13－１）に基づく応援要請の手続き等について習得しておくものと

する。 

４ 医療体制の確保 

  町は、医療機関に対し災害時に備えて、施設・設備の防災性の向上を図るとともに、病院防

災マニュアルの整備など医療体制の確保を図るための措置を講じるよう指導する。 

 (１) 医療機関は、非常事態に即応するため、平素から入院患者の実態把握に努め、患者の容体

等により「担送」「護送」「その他」等に区分し、避難・誘導、搬送の体制を確立する。 

 (２) 医療機関は、年２回以上避難訓練を実施し、そのうち１回は夜間に実施するよう努める。 

 (３) 医療機関は、避難器具の設置場所と使用方法を患者、職員に周知する。 
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 (４) 病院、診療所については、重症患者、高齢者、乳幼児等で自力では避難することが困難な

患者は、できる限り看護師詰所に隣接した場所など避難・誘導、搬送の容易な場所に収容す

るなど特別の配慮をする。 

 (５) 老人保健施設については、自力避難が困難な入所者の療養室はできる限り一階部分とする

など、避難が容易になる対策を講じる。 

 (６) 医療機関は、災害時の負傷者等の応急手当のできる体制を確立しておく。 

 

 

第14節 緊急輸送体制の整備計画 

総務課 総合政策課 建設課 都市計画課 

 

 大規模災害発生時に、被災地域へ応急対策人員、援助物資等が迅速かつ確実に輸送できるよ

う、町は、県、警察、その他関係機関との連携のもと、災害に備えて緊急輸送体制の整備を図る。 

 

１ 緊急輸送路の指定 

  県、その他の道路管理者は、災害時の応急対策人員、物資等の輸送を迅速かつ円滑に行うた

め、あらかじめ緊急輸送道路を指定している。緊急輸送道路に指定されている路線の区分、設

定基準は次のとおりであり、防災拠点施設等を結ぶ有機的な道路ネットワークとなっている。 

区   分 設  定  基  準 指  定  路  線 

第１次緊急輸送道路 ・県庁所在地、地方中心都市を連絡する

道路 

・県内を縦貫し隣接県に連絡する広域幹

線道路 

主要地方道宇都宮栃木線（全部） 

第２次緊急輸送道路 ・第１次緊急輸送道路と市町役場、地方

合同庁舎等の主要な施設を連絡する道

路 

国道352号（宇都宮栃木線交点～下野市

との境まで）、主要地方道小山壬生線

（壬生駅前～国道352号交点まで）、主要

地方道羽生田上蒲生線（宇都宮栃木線交

点～下野市との境まで）、一般県道笹原

壬生線（小山壬生線交点～下野市との境

まで） 

第３次緊急輸送道路 ・第１次、第２次緊急輸送道路の機能を

補完する道路 

国道352号（宇都宮栃木線交点～鹿沼市

との境まで）、主要地方道小山壬生線

（壬生駅前～栃木市との境まで） 

２ 陸上輸送体制の整備 

 (１) 道路管理者による輸送体制の整備 

  ア 道路・橋りょうの整備 

    町及びその他の道路管理者は、災害時における道路機能を確保するために、道路、橋り

ょうの整備に当たっては、災害に強い施設の整備を推進する。また、落石、倒木等が発生
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しやすい場所の点検、パトロールを実施し、補強等の対策工事の必要な箇所について、緊

急度の高い箇所から順次対策の実施を図る。 

  イ 情報収集・連絡体制の整備 

    町は、県及びその他の道路管理者と連携し、災害時における交通の支障を防止し、併せ

て災害応急対策活動等を容易にするため、災害情報の収集・連絡体制を整備する。 

 (２) 緊急輸送車両の確保 

   災害時の緊急輸送車両として、町保有車両を確保するとともに、民間業者との応援体制を

整備する。 

  ア 町保有車両の確保 

    物資等の輸送手段として使用する車両については、現在、保有している車両の円滑かつ

効率的な活用が図れるよう、常時点検整備に努める。 

  イ 民間業者からの車両の確保 

    緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事業者と協定を締結するなど、体制

の整備に努める。 

３ 空中輸送体制の整備 

  町は、台風や豪雨時に、道路が冠水等により寸断され、陸上輸送に支障をきたす場合あるい

は空中消火に備えて、臨時離着陸場候補地を陸上輸送との連携を考慮して選定しておく。 

 (１) 臨時離着陸場の整備（資料５－１） 

   町は、県や他機関のヘリコプターによる応援を円滑に受け入れることができるよう、臨時

離着陸場について、施設等の管理者等と協議して選定しておくとともに、必要に応じて通信

機器等の必要な機材について整備しておくよう努める。 

   また、臨時離着陸場候補地のうち、飛行場外離着陸場又は緊急離着陸場として適する場所

について、「飛行場外離着陸場・緊急離着陸場に関する要領」に基づき、県に報告を行う。 

４ 物資集積所の整備等 

  町は、県と連携し、物資集積・輸送上重要な施設（トラックターミナル、卸売市場等）の把

握を行う。 

５ 関係機関との連携による輸送体制の強化 

 (１) 建設関係機関との連携体制 

   町は、協定の締結等により建設関係機関との連携強化を図り、道路復旧作業等に必要とな

る人員や資機材等を速やかに確保できる体制の整備に努める。 

 (２) 物資輸送機関との連携体制 

   大規模な災害が発生した際には、救援物資が短時間のうちに大量に搬送されて集積場所に

滞留し、避難所等の必要な場所に届かないことが懸念される。このため、民間物流事業者等

のノウハウ、マンパワー、物流施設を活用し、救援物資の供給が迅速かつ円滑に実施できる

よう、町は、県と連携し、あらかじめ、物資輸送機関と協定を締結するなど体制の整備に努

める。また、協定締結後は、事前に協力内容や実施体制について確認し、マニュアル化して

おく等平常時から連携体制の強化を図る。 
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６ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ４－Ｂ 円滑で利便性の高い交通ネットワークのまちづくり 

【施策の展開】 

 施策４－Ｂ－１ 安全・安心な利便性の高い道路施設の充実 

 ○老朽化が進む道路施設に対応しながら、安全・安心な総合交通システムを確立するため道路整備を推

進します。 

 ○計画的な道路整備を促進するとともに、地域の実情や社会環境の変化に応じて道路計画の見直しを進

めます。 

 ○ひとにやさしい交通環境となるよう段差解消などのバリアフリー化を推進します。 

 施策４－Ｂ－２ 公共交通ネットワークの向上 

 ○デマンドタクシー“みぶまる”の利便性の向上を図ります。 

 ○近隣市町との広域連携の検討を進めます。 
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第15節 防災拠点の整備計画 

総務課 都市計画課 

 

 大規模災害発生時における迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、重要な役割を担う防

災拠点を、関係機関との連携を図りながら、計画的に整備していく。 

 

１ 活動拠点の指定 

  町は、大規模災害時に災害対策活動の拠点となる次の施設を、町の活動拠点として位置づけ

て整備するものとする。 

 災害対策活動拠点 

(１) 災害対策活動拠点 壬生町役場庁舎 

（代替施設）図書館・歴史民俗資料館 

(２) 避難拠点 各指定避難所（資料６－１・６－２） 

(３) 広域物流拠点 道の駅みぶ（資料５－３） 

(４) 物資集積拠点 壬生中学校・南犬飼中学校（資料５－２） 

(５) 消防活動拠点 各消防団詰所 

２ 災害対策活動拠点の整備 

  災害対策活動における中核的な役割を担う活動拠点の整備を、関係機関と連携を図りながら

推進していく。 

 (１) 町災害対策本部機能の整備 

   町は、災害対策活動の第一線の拠点となる壬生町役場庁舎について、災害対策本部機能を

十分果たすことができるよう、必要な整備を図る。 

   また、被災により町庁舎の機能が失われる場合を想定して、事前に災害対策本部設置場所

の代替施設を選定しておく。 

 (２) 停電時等における機能の確保 

  ア 町は、停電時にあっても町役場庁舎等の災害対策活動拠点の機能を確保するため、自家

発電設備・蓄電池等の整備・充実を図るとともに、十分な期間の発電が可能となるよう燃

料の備蓄等に努める。 

  イ 町は、夜間・停電時における避難所への安全な誘導及び避難所の安心・安全を確保する

ため、投光器等の照明器具の整備・充実及び避難所施設等への配置を行う。 

 (３) 災害対策活動拠点の主な設備等 

   災害対策活動拠点である庁舎には、必要に応じて次のような整備をしていくとともに、災

害時に有効に機能するよう適切に維持管理を行う。 

  ア 建築物の耐震・不燃等堅牢化 
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  イ 県防災行政ネットワーク 

  ウ （飲料水兼）耐震性貯水槽、防火水槽 

  エ 備蓄倉庫 

３ 防災機能を有する都市公園の整備 

  市街地のオープンスペースである都市公園は防災上果たす役割も大きいことから、延焼阻止

機能を持つ樹木の植栽を推進し、また耐震性防火水槽の設置など防災機能の整備を促進していく。 
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第16節 建築物災害予防計画 

総務課 建設課 都市計画課 学校教育課 生涯学習課 スポーツ振興課 

 

 水害、台風・竜巻等風害時における建築物の安全性の確保を促進するため、町、県及び施設等

の管理者は、強風に対する建築物の堅牢化、附属物の落下・飛来防止、雨による地下空間等浸水

防止対策等必要な防災対策を講ずる。 

 

１ 一般建築物に対する予防対策 

 (１) 老朽危険建築物に対する調査、指導 

   県は、老朽建築物等で著しく保安上危険であると認める場合、建築物の構造、敷地、危険

度等について調査し、除去、移転、補修、改築、使用禁止等の措置を講ずるよう所有者等に

対して指導、助言を行うこととしており、町はこれに協力する。 

 (２) 特殊建築物の検査、指導 

   県は、旅館、ホテル、百貨店、大規模販売店、量販店、病院、集会場等の不特定多数の人

が集まる既存特殊建築物及びその設備について、防災性能を常時適正に確保するため、防

災、避難設備等の診断、定期報告制度の活用により、建築物の安全性能確保と施設改善を指

導することとしており、町はこれに協力する。 

２ 市街地再開発事業等の促進 

  町は、県と連携し、市街地の土地の合理的な高度利用、都市機能の更新、公共施設の整備改

善を図るため、「都市再開発法（昭和44年法律第38号）」に基づく市街地再開発事業を促進す

る。 

３ 防災上重要な公共建築物の災害予防対策 

  災害時における応急対策活動の拠点、又は避難所として重要な役割を果たす公共建築物の管

理者は、その機能を確保するため、次のような災害予防対策を実施するものとする。 

 (１) 防災上重要な公共建築物 

  ア 防災拠点（災害対策活動拠点、災害拠点病院） 

  イ 医療救護活動の施設（病院等） 

  ウ 応急対策活動の拠点（警察署、消防署等） 

  エ 避難収容施設（学校、体育館、文化施設等） 

  オ 社会福祉施設等（養護老人ホーム、身体障がい者療護施設等） 

 (２) 防災対策の実施 

   防災上重要な建築物は、災害時の応急対策活動や避難の施設として重要であるばかりでな

く、復旧活動における拠点施設としても重要であり、これらの機能を確保する必要があるた

め、次に示す防災対策を推進する。 

  ア 建築物、建造物の安全確保 

    施設管理者は、「建築基準法（昭和25年法律第201号）」、「消防法（昭和23年法律第186
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号）」等の法令で定める技術基準を遵守し、常に災害に対応できるよう施設の管理に努める。 

  イ 防災設備等の整備 

    施設管理者は、以下のような防災措置を実施し、防災機能の強化に努めるものとする。 

   (ア) 飲料水の確保 

   (イ) 非常用電源の確保 

   (ウ) 敷地内の排水施設、擁壁等の整備 

   (エ) 配管設備類の固定・強化 

   (オ) 施設・敷地内の段差解消等、避難行動要支援者に配慮した施設設備の整備 

   (カ) その他防災設備の充実 

  ウ 施設の維持管理 

    施設管理者は、次に掲げる台帳、図面等を整備し、日常点検などの維持管理に努める。 

   (ア) 法令に基づく点検等 

   (イ) 建設時の図面及び防災関連図面 

   (ウ) 施設の維持管理の手引 
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第17節 公共施設等災害予防計画 

総務課 住民課 生活環境課 農政課 建設課 都市計画課 水道課 下水道課 

 

 災害時における応急対策活動の実施や住民生活の安定に重要な役割を果たす鉄道、上下水道、

電力、ガスその他の公共施設の管理者は、大規模な災害発生時においてもその機能が確保できる

よう、平常時から災害に対する安全性を考慮した施設整備に努める。 

 

１ 輸送関係機関の対策 

  東武鉄道(株)は、災害時に備え、施設等の整備に努めるとともに、運転規則、巡回、点検等

によって災害予防対策を講ずる。 

２ ライフライン関係機関の対策 

 (１) 上水道施設 

   町は、水が住民の生命維持に必要不可欠なものであることから、水道水の安定給水と二次

災害防止のため、次により水道施設の整備を図る。 

  ア 書類の整備 

    施設の完成図面、図面台帳、設備仕様書等を整備しておく。 

  イ 防災体制の編成 

    防災体制を編成するとともに、危機管理マニュアル、緊急連絡系統図等を作成する。 

  ウ 貯留水の確保 

    配水池等の貯水施設の堅牢化を図るほか、流入管、流出管には、緊急遮断弁等を設置

し、貯水施設内の水を安全に確保できるようにする。 

  エ 二次災害防止 

    ポンプ場、浄水場内での薬液注入設備、特に、重油、ガス等の燃料用設備の設置に当た

っては、台風、豪雨等の発生に伴う漏洩、その他の二次災害の発生を防止するための措置

を講じる。 

  オ 施設の維持管理 

    点検基準等に従い機器、設備の保守管理に努め、施設のリスクを表示し、職員に周知徹

底させ、発災の際には、早期発見と改善を行い施設の機能保持を図る。また、消火機器、

救護用具、医薬品等を常に使用可能な状態にしておく。 

  カ 配水路管等の改良 

    石綿セメント管等の老朽管の布設替えを行い、管路の強化に努めるとともに、地盤の特

性を考慮し、材料を選定する。 

  キ 応援体制の整備 

    給水系統相互間における水の融通体制を強化するとともに、隣接水道事業者間の相互連

携に努める。 

  ク 応急復旧用資機材の備蓄 



 □2 〈１.予防〉第17節 公共施設等災害予防計画  

〔壬生防２〕 171

    応急復旧が速やかに実施できるよう、主要施設の資機材の備蓄に努める。 

  ケ 重要給水施設の把握 

    避難所、医療施設等、災害時に重要となる施設を把握し、給水体制の確保に努める。 

 (２) 下水道施設・農業集落排水施設 

  ア 施設の整備 

    町は、施設の新設、増設に当たっては、風雨や降雪に対して堅牢な構造とするととも

に、河川敷内に伏せ越し水管橋、放流ゲートを設置する場合は、設置位置、構造、在来護

岸補強方法等を、河川管理者と事前に十分打ち合わせた上で設計を行う。また、既に供用

している施設については、実情に応じ、補修、補強等を実施する。 

  イ 危険箇所の改善 

    町は、施設の点検等により危険箇所の早期発見と改善に努める。 

３ その他の公共施設の対策 

 (１) 廃棄物処理施設 

   町、処理業者及び民間事業者は、災害時においても、災害廃棄物及びその他の通常の廃棄

物（以下「災害廃棄物等」という。）を迅速かつ円滑に処理することができるよう、次の対

策を講じておく。 

  ア 処理施設における耐震化、耐水化、燃料等の備蓄、始動用電源の確保等を図る。 

  イ 被害を 小限とするため各設備の保守点検を定期的に行い、破損している箇所について

は、速やかに補修する。 

  ウ 廃棄物処理施設に被害があった場合に備え、緊急連絡体制、応急復旧体制（メーカーか

らの技術者の応援体制を含む。）を整備する。 

  エ 応急復旧のための資機材を整備するとともに、定期的にその保守点検を行う。 

  オ 廃棄物の 終処分場（平成10年６月以降許可分）の災害防止については、許可申請時の

災害防止の計画に基づき、速やかな処理体制を整備する。 

４ 事業者の予防対策 

 (１) 電力施設 

   災害発生時の電力供給の確保を図るため、東京電力パワーグリッド(株)は、巡視・点検、

施設の安全対策、要員及び資機材の確保等の予防措置を講ずる。 

 (２) ガス施設 

   災害時のガス供給の確保を図るため、ガス事業者は、施設の安全化対策、災害防止のため

の体制整備、消費者に対する広報等の予防措置を講ずる。 

５ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ４－Ｃ 「おいしい壬生の水」を安定供給するまちづくり 

【施策の展開】 

 施策４－Ｃ－１ 安全で安心な水の安定供給 

 ○老朽化した施設や配水管を計画的に更新します。  
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 ○老朽化にともなう南部配水場施設の更新を検討します。 

 施策４－Ｃ－２ 水道の普及促進 

 ○給水区域内未加入者の加入促進に努めます。 

 ○計画的な新設配水管や配水施設の整備による未整備地区を解消し、普及率の向上を図ります。 

 ４－Ｄ 生活排水と雨水の適正処理で快適なまちづくり 

【施策の展開】 

 施策４－Ｄ－１ 汚水処理の充実 

 ○生活排水処理構想に基づき、効率的でスピード感を持った汚水処理施設を整備します。 

 ○整備効果を上げるため、より一層の水洗化率の向上に努めます。 

 施策４－Ｄ－２ 汚水処理施設の適切な維持管理 

 ○汚水処理施設は、快適な生活環境の保持や水質保全効果からも重要なものであるため、定期的な調査

診断に努めます。 

 ○クリーンセンターの適正な維持管理を進めるとともに、今後の管理運営について検討します。 

 ○下水の発生汚泥について、有効利用を図ります。 

 ５－Ｂ 資源を大切にするまちづくり 

【施策の展開】 

 施策５－Ｂ－１ ごみ減量化の推進 

 ○家庭から排出されるごみの減量化・資源化を推進するため、広報紙等を通じてごみ処理に係る経費等

の掲載、家庭用ごみ処理器設置補助や資源ごみ回収報償金制度をＰＲし、ごみの適正排出と再資源化

運動を啓発します。 

 ○ごみ減量化に向けた学習の機会を充実します。 

 施策５－Ｂ－２ ごみの再利用・資源化の推進 

 ○資源循環型社会の構築に向け、町民意識の高揚を図り、家庭用ごみの減量化・資源化を進めます。 

 施策５－Ｂ－３ 廃棄物の適正処理の強化 

 ○町内から発生する廃棄物を効果的、衛生的に処理するため、引き続き民間業者を活用します。 

 ○清掃センターについては、適正に維持管理しながら施設の延命化を図ります。 

 ○小型家電回収を推進し、ごみの減量化を図ります。 

 ５－Ｃ 快適で衛生的に暮らせるまちづくり 

【施策の展開】 

 施策５－Ｃ－１ 快適な生活環境の確保 

 ○水質の保全は、監視活動を行い、関係機関との情報交換、連携を強化します。 
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第18節 危険物施設等災害予防計画 

総務課 

 

 災害に起因する危険物等による事故を防止するため、町は、県、事業者等関係機関と連携して

各種予防対策を実施する。 

 

１ 消防法上の危険物 

 (１) 危険物施設の所有者等が実施する対策 

  ア 危険物施設の巡視、点検、検査を的確に行うとともに、危険物の貯蔵量、使用量を常に

把握しておく。 

  イ 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務、組織等に関する事項を明確にしてお

く。 

  ウ 大規模な災害による影響を十分に考慮し、施設の堅牢性の向上に努める。 

  エ 自衛消防組織等、災害時に備えた自主保安体制の整備を図る。 

  オ 従業員に対する保安教育の徹底を図るとともに、防災訓練を実施する。 

  カ 防災資機材、化学消火剤等の危険物災害の拡大防止に役立つ資機材の整備を行う。 

  キ 近隣、関連事業所等と相互に連絡協調して、防災人員、防災資機材等について相互応援

体制の整備に努める。 

 (２) 消防本部が実施する対策 

  ア 危険物施設の設置又は変更の許可に当たっては、災害による影響を十分に考慮した位

置、構造、設備とするよう、設置者（申請者）に対し指導する。 

  イ 災害時に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される者（電気関係業者、建設業者、

製造業者、石油関係業者、官公庁等）に対して、臨時的な危険物の貯蔵・取扱い形態等に

ついて検討させるとともに、安全対策について事前に計画しておくよう指導する。 

  ウ 既設の危険物施設については、災害に起因する危険物の火災、流出事故等の災害の発生

を予防するため、施設の所有者等に対し、台風や豪雨時の安全確保についての必要な安全

対策を周知するとともに、再点検を求める。 

  エ 危険物施設の所有者等に対し、堅牢性の向上を図るため、必要に応じて改修、移転等の

指導、助言等を行う。 

  オ 立入検査等の予防査察については、次の事項を重点に実施する。 

   (ア) 危険物施設の位置、構造、設備の維持管理状況の検査 

   (イ) 危険物施設における貯蔵、取扱いについての安全管理状況の検査 

  カ 危険物安全週間推進行事を実施し、自主保安意識の高揚を図る。 

  キ 化学消防自動車等の整備に努める。 

２ 火薬類 

  県及び関係機関は、平常時から、災害に起因する火薬類事故に備え、次により火薬類製造施
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設等の安全確保に努めるものとする。 

 (１) 保安確保の強化 

   煙火製造所、火薬類消費場所、火薬類販売事業所等の保安検査、立入検査を計画的に実施

し、保安確保の強化に努める。 

 (２) 保安意識の高揚 

   煙火製造者、火薬類消費者、火薬類販売者等を対象とした関係団体の講習会のほか、危害

予防週間等における重点的な啓発活動を通して、火薬類関係者の保安意識の高揚を図る。 

 (３) 自主保安体制の強化 

   製造業者の危害予防規程の充実及び確実な履行を促進するとともに、火薬類関係事業所の

自主保安体制の強化を図る。 

３ ＬＰガス 

  県及びＬＰガスの販売事業者、保安機関等（以下、「販売事業者等」という。）は、次によ

り、災害に起因するＬＰガス事故の抑止に努めるものとする。 

 (１) 販売事業者等が実施する対策 

  ア 一般消費者等に対する災害予防措置の実施 

   (ア) 災害に起因するＬＰガス事故を防止するため、容器の転倒・転落防止措置を確実に行

うとともに、ガス漏れ警報器の整備を促進する。 

   (イ) 災害時における措置及び事故防止について、パンフレット等により具体的に指導す

る。 

  イ 販売事業者等の災害予防体制の強化 

   (ア) 従業員の資質の向上を図るため、保安教育を強化するとともに保安講習会、高圧ガス

防災訓練等に積極的に参加させる。 

   (イ) 災害に起因するガス漏えい事故等緊急時に的確な対応ができるよう点検に必要な資機

材、緊急出動体制を整備するとともに、従業員等の関係者や消費者への周知を徹底す

る。 

   (ウ) 容器の転倒・転落防止の措置をするなど、容器置場の適正な管理を徹底する。 

 (２) 県が実施する対策 

  ア 保安思想の啓発 

   (ア) 販売事業者等を対象とした関係団体の保安講習会、法令研修会を支援・協力し、保安

意識の高揚を図る。 

   (イ) 消費者に対して、災害時の措置及び事故防止について、積極的な広報活動を展開し、

保安意識の向上を図り、災害時の事故防止に努める。 

   (ウ) 災害に起因するＬＰガス事故を未然に防止するため、一般消費者等に対してガス漏れ

警報器の普及促進を図る。 

  イ 規制及び指導等 

   (ア) 販売事業者等に対して立入検査等を実施し、業務の適正化を確保し事故防止を図ると

ともに、災害時の体制の充実強化を推進する。 
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   (イ) (一社)栃木県ＬＰガス協会（以下「ＬＰガス協会」という。）に対し、各支部単位の

緊急出動体制、各支部間の応援協力体制の充実強化を要請する。 

４ 高圧ガス 

  県及び高圧ガス施設の所有者等（以下「高圧ガス事業者」という。）は、次により、災害に

起因する高圧ガス事故の抑止に努めるものとする。 

 (１) 高圧ガス事業者が実施する対策 

  ア 災害予防措置の実施 

   (ア) 高圧ガス設備の架台、支持脚等を補強し、基礎は耐震上有害な歪みが生じないよう不

同沈下の軽減を図るなどの措置を講ずる。 

   (イ) 消火設備、緊急遮断装置、散水用エンジンポンプ、バッテリー、除害設備等の保安設

備を重点に点検業務を強化し、正常な機能を常に確保するなど安全対策を推進する。 

   (ウ) 高圧ガスを充てんするための容器を取扱う施設は、容器置場の平坦化、ロープ掛等に

より容器の転倒・転落防止を図るとともに、二段積みを避ける。 

   (エ) 防災資機材、緊急点検及び応急措置に必要な資機材の整備を充実強化する。 

   (オ) 緊急時には、高圧ガス設備について速やかに点検及び連絡通報ができる体制を整備す

る。 

   (カ) 高圧ガスのうち可燃性ガス、毒性ガス、酸素を移動する際には、運転者は必ずイエロ

ー・カード（事故時の措置・連絡用資料）を携帯する。 

     また、移動開始前には必ず安全装置の状況、配管等からのガスの漏洩等の異常の有無

等を点検するとともに、移動経路において応援を受けるための措置として災害時応援要

請事業所の確認等を実施する。 

  イ 災害予防体制の強化 

   (ア) 保安統括者等は、保安管理体制（事業所内外の保安管理組織）、保安教育計画の整備

を図り、従業員等に対して、保安意識の高揚、保安技術の向上、災害時の措置等につい

ての教育・訓練を計画的、効率的に実施し、自主保安体制の充実強化に努める。 

   (イ) 自衛防災組織及び各地域で組織されている地域の防災組織の充実強化を図り、災害時

における従業員の任務及び招集体制を明確に定めるとともに、防災訓練を充実強化して

実施する。 

     また、(一社)栃木県一般高圧ガス安全協会、ＬＰガス協会、消防署、警察署等防災関

係機関との応援協力体制の充実強化、他事業所など地域の応援協力体制の構築を図る。 

 (２) 県が実施する対策 

  ア 保安思想の啓発等 

   (ア) 高圧ガス事業者を対象とした関係団体の保安講習会、法令研修会等に支援・協力し、

保安意識の高揚を図る。 

   (イ) 災害時に的確に対応し得るよう関係団体との連携のもと、防災訓練を実施し、防災関

係機関との連携体制を充実強化するとともに、関係事業所の防災意識の高揚を図る。 

  イ 規制及び指導等 
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   (ア) 高圧ガス製造施設等の安全確保について、許可に際しては、貯層及び配管並びにこれ

らの支持構造物等は、高圧ガス保安法に基づく耐震性評価の確認を行い、耐震性の強化

を図る。 

   (イ) 災害に起因する高圧ガス事故が発生した場合に、速やかに対応できるよう、消防署、

警察署、関係団体等と緊密な連携のもと、地域防災体制の充実強化を図る。 

   (ウ) 災害に起因する高圧ガス事故が発生した場合の住民の安全確保のため、町、消防署、

警察署、関係団体、報道機関等と緊密な連携のもと、広報活動、避難誘導等の情報伝達

体制の整備強化を図る。 

５ 毒物・劇物 

  県は、災害に起因する毒劇物流出等を防ぐため、次のとおり、下野農業協同組合壬生地区営

農経済センターなど業務上毒劇物を取扱う施設などの把握に努めるとともに、毒劇物の管理の

徹底等の指導を行うものとする。 

 (１) 取扱施設等への指導 

   毒物劇物営業者やシアン化合物を業務上取り扱っている電気メッキ業者等に対し、災害に

起因した流出等による被害を防ぐため、保管施設や毒劇物の取扱いについて指導を行う。 

 (２) 貯蔵量の把握 

   毒物劇物製造業者等における貯蔵量の把握に努める。 

 (３) 取扱施設等の把握及び指導 

   毒物及び劇物取締法に基づく届出義務のない業務取扱者を含む毒物・劇物を大量に取扱う

業務上取扱者の把握に努め、災害に起因した流出等による被害を防ぐため、保管施設や毒劇

物の取扱いについて指導を行う。 

 (４) 講習会等の実施 

   毒劇物営業者等を対象に法令講習会等を実施する。 

 (５) 連絡体制の整備 

   町、消防本部、医療機関等と連携して、有毒物質による事故対策を迅速、的確に実施する

ための連絡体制を整備する。 

６ 放射性物質 

 (１) 放射性同位元素等取扱施設の管理者等の行う対策 

   放射性同位元素等取扱施設等の管理者は、災害に起因する放射性同位元素等の漏洩等のお

それが生じた場合、円滑な対応がとれるよう、あらかじめ消防機関、警察、町、国に対する

通報連絡体制を整備する。 

 (２) 県・町・消防機関等の対策 

  ア 県、町及び消防本部は県が平成14年度に策定した｢放射性物質事故・災害対応マニュア

ル｣に基づき、放射線検出体制や汚染検査及び除染体制の整備等事前対策を行うととも

に、応急対策の流れについて熟知し、災害に起因する放射性物質事故が発生した場合に備

える。 

  イ 県、町、消防機関は、放射性物質取扱施設の箇所、所在地及び取扱物質の種類等の把握



 □2 〈１.予防〉第18節 危険物施設等災害予防計画  

〔壬生防２〕 195

に努める。 

  ウ 県及び町は、応急復旧活動の迅速かつ円滑な実施のため、関係機関との連携を強化する

とともに、県は必要に応じて専門家の助言が得られるよう、国や関係機関との連携を図

る。 

  エ 県は、あらかじめ県内及び近隣の医療機関に関して、放射線被ばくによる障がいの専門

的治療が可能な施設・設備の有無について把握するものとする。また、放射性物質事故災

害が発生した際に、迅速かつ円滑に周辺住民等に対する放射性物質付着検査等を実施でき

るよう、あらかじめ県内の医療機関における検査体制について把握しておく。 

  オ 県、県警察及び消防本部は、放射性物質事故等に備えて、緊急・救助活動等に必要な放

射線防護資機材の整備に努める。 
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第19節 砂利採取場災害予防計画 

商工観光課 

 

 風水害・雪害発生時の砂利採取場における災害を防止するため、町は県と連携し、事業者等に

対する規制、指導等の各種予防対策を実施する。 

 

 県は、災害発生に伴う砂利採取場での被害を防止するため、砂利採取法に基づき、次の規制を

行うこととしており、町はこれに協力するものとする。 

 

１ 砂利の採取を行う者の登録 

  砂利の採取を行おうとする者に対し、知事の登録を指導する。 

２ 砂利採取業務主任者試験の実施 

  砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行う業務主任者の資格試験を実施する。 

３ 砂利採取計画の認可 

  災害防止のための方法等について、次の事項を明記した採取計画書を提出させ、遵守業務を

課す。（河川区域については、河川管理者の認可となる。） 

 (１) 砂利場の管理方法、除去した表土の処理方法、廃土石の処理方法 

 (２) 地下水変動防止、粉じん防止、交通災害防止、ポンプアップ 

 (３) 水切り装置及び水切り方法 

 (４) 通行する運搬経路の維持管理のための方法 

 (５) 埋め戻しの方法 

４ 指導、監督 

  緊急措置命令、廃止業者に対する災害防止命令、立入検査等の実施により、砂利採取場に対

する指導、監督の強化を図る。 

  また、事業者による安全パトロールの実施等による自主災害防止体制の確立や災害防止に関

する普及啓発を図る。 
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第20節 文教施設等災害予防対策計画 

学校教育課 生涯学習課 スポーツ振興課 

 

 学校等は、水害、台風・竜巻等風害発生時の幼児・児童・生徒及び教職員の安全を確保するた

め、防災面における安全教育と安全管理の充実を図るとともに、防災体制の強化に努める。 

 

１ 公立学校の対策 

 (１) 学校安全計画等の作成 

   町内の公立幼稚園、小学校、中学校、高等学校（以下「学校等」という。）の長（以下

「校長等」という。）は、「学校保健安全法（昭和33年法律第56号）」に基づき作成する「学

校安全計画」の中で災害安全の事項を盛り込むとともに、地域・学校の実態、地域の特性等

に応じ、大規模災害時における幼児・児童・生徒（以下「児童・生徒等」という。）の安全

確保、保護者等との連絡体制、施設設備の被害状況の把握、時間外における教職員の参集方

法等について別途定めておき、防災面における安全教育と安全管理の充実を図る。 

  《「学校安全計画」作成上の留意点》 

   年間を見通した総合的な基本計画として、次のような事項を盛り込み立案する。 

  ア 防災教育に関する事項 

   ・学年別、月別の関連教科、道徳及び総合的な学習の時間における指導事項 

   ・特別活動、部活動等における指導事項 

  イ 防災管理に関する事項 

   ・防災のための組織づくり、連絡方法の設定 

   ・避難場所、避難経路の設定と点検・確保 

   ・防災設備の点検、防災情報の活用方法の設定 

   ・防災に関する意識や行動、過去の災害発生状況等の調査 

   ・通学路の整備・点検 

  ウ 災害安全に関する組織活動 

   ・家庭、地域社会と連携した地域の危険箇所の点検、防災訓練の実施 

   ・教職員や保護者等を対象とした防災に関する研修 

  《「危険等発生時対処要領」作成上の留意点》 

    学校安全計画を受け、地域・学校の実情等に応じ、次のような事項を盛り込み作成す

る。 

   ・大規模災害時における児童・生徒等の安全確保の方策 

   ・時間外における教職員の参集体制 

   ・保護者への引渡し又は学校の保護方策、臨時休業等の措置など保護者等との連絡体制 

 (２) 学校等の防災体制の確立 

  ア 事前対策の確立 
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    校長等は、台風や雷、降雪時の児童・生徒等の安全確保のために、適切な指示や支援を

することが求められる。そのため、必要な知識や技能を身に付けるとともに、役割分担等

を明確にした上で、学校等の防災管理・組織活動を具体的に示した学校等防災マニュアル

の充実を図ることが必要である。 

  イ 応急対策への備え 

    校長等は、災害発生時における児童・生徒等の退避・保護の方法をはじめとした防災応

急対策について検討するとともに、教職員、児童・生徒等に教育・訓練を実施し、保護者

にも周知徹底を図る。 

  ウ 施設・設備の安全管理 

    校長等は、校舎内や避難通路の安全の確保を図るため、学校設備・物品の転倒防止、実

験実習機器の管理徹底等の安全対策を講じる。 

 (３) 児童・生徒等及び教職員に対する防災教育 

   町は、県と連携し、学校教育を通じて児童・生徒等に対する防災教育の充実に努め、避難

訓練等を通して学校、家庭及び地域における防災の知識や避難方法等を習得させる。 

  ア 防災教育の充実 

    学校等では、学校安全計画に基づき、児童・生徒等の発達の段階に応じた防災教育の充

実を図る。 

   (ア) 自らの危険を予測し、回避する能力を高める防災教育の推進 

   (イ) 防災教育の実施に当たっては、地域の自然環境や過去の災害の事例などを理解させ、

災害時の対応力を育むことに留意する。 

     その際に、県が作成した防災関係指導資料や、国が作成した防災教育用読本等の啓発

資料をはじめ、県防災館等の施設の活用などに配慮する。 

    ａ 自らの命を守り抜くための「主体的に行動する態度」の育成 

      想定を超える災害が起こる可能性が常にあり、過去の地震・津波でも状況に応じ、

臨機応変な判断や行動を取る教育により危険を回避することができた例があったこと

から、想定を超えた場合の行動や対応を可能とすることを目指して指導していく。 

      また、児童・生徒等が主体性をもって自らの命を守り抜く、そのために行動すると

いう態度を身に付けるよう指導していく。 

    ｂ 防災教育の基礎となる基本的な知識に関する指導の充実 

      災害発生時に、自ら危険を予測し回避するため、災害に関する知識に基づいて的確

に判断し、迅速に行動する力を身に付け、主体的に行動する態度を育成する指導をし

ていく。 

      また、東日本大震災の教訓だけではなく、地域において現在も生き続けている、過

去の震災の教訓を踏まえた知恵、工夫、生活様式を学ぶことも有用である。 

   (ウ) 支援者としての視点から、社会に参画する意識を高める防災教育の推進 

     災害発生時に、児童・生徒等が自らの安全を守ることはもとより、その発達の段階に

応じて進んで他の人々や集団、地域の安全に役立つことができるよう、ボランティア活
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動等を通じて安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高める教育を推進する。 

    ※ ボランティア活動は、他人を思いやる心、互いを認め合い共に生きていく態度、自他の生命や人

権を尊重する精神などに支えられている。また、よりよい社会づくりに主体的・積極的に参加・参

画していく手段として期待されており、進んで安全で安心な社会づくりに貢献できるような資質や

能力を養うことにつながる。 

  イ 避難訓練の実施 

    学校等における避難訓練の実施に当たっては、実践的な想定を行うなど災害時に安全に

避難できる態度や能力を体得させるようにする。また、家庭や地域の関係機関と連携した

訓練や専門家に避難行動を評価してもらうなど訓練方法の工夫を行う。 

  ウ 教職員の防災意識の高揚と指導力の向上 

    町は、県と連携して、教職員の防災意識の高揚と指導力の向上を図るため、安全教育指

導資料等を活用するとともに、防災に関する各種研修の充実に努める。 

２ 社会教育施設の対策 

 (１) 社会教育施設危機管理計画の作成 

   公民館や図書館、歴史民俗資料館等の社会教育施設の長（以下「施設長」という。）は、

利用者の安全確保のため、施設設備の被害状況の把握、時間外における職員の参集方法等に

ついて別途定めておき、防災における安全管理の充実を図る。 

  《「施設危機管理計画」作成上の留意点》 

    年間を見通した総合的な基本計画として、次のような事項を盛り込み、立案する。 

  ア 災害管理に関する事項 

   ・防災のための組織作り、連絡方法の設定 

   ・避難場所、避難経路の設定と点検・確保 

   ・防災設備・備蓄品の点検、防災情報の活用方法の設定 

   ・防災に関する意識や行動、過去の災害発生状況等の調査 

  イ 災害に関する組織活動 

   ・地域社会と連携した周辺危険箇所の点検、防災訓練・避難所運営訓練の実施 

   ・職員を対象とした防災に関する研修 

   ・利用者に対する防災情報の提供 

 (２) 社会教育施設の防災体制の確立 

  ア 事前対策の確立 

    施設長は、災害発生時の利用者の安全確保のために、事業の運営・継続又は中止につい

て、事業運営担当者との連携を図り、事前対策を確立しておく。 

  イ 応急対策への備え 

    施設長は、災害時における利用者の退避・保護の方法をはじめ、交通機関・情報手段、

水道・電気等ライフライン途絶時の安全確保などの災害応急対策について検討するととも

に、職員等に対する研修・訓練を実施し、周知徹底を図る。 

  ウ 施設・設備の安全管理 
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    施設長は、施設・敷地や避難通路の安全確保、重要収蔵物の安全確保を図るため、設

備・物品の転倒防止、実験実習機器の管理徹底、防災機器の点検・使用法の習熟等の安全

対策を講じる。 

 (３) 利用者、地域住民及び職員に対する防災教育 

   町は、社会教育を通じて住民に対する防災教育の充実に努め、地域における防災知識や避

難方法等の習得のための機会の充実を図る。 

  ア 防災教育の充実 

   (ア) 社会教育施設では、それぞれの施設の機能を活用した住民への防災教育の充実に努め

る。 

   (イ) 防災教育の実施に当たっては、住民が地域の自然環境や過去の災害、防災体制の仕組

みなどを理解し、主体的な避難行動や防災・減災の活動に資するよう配慮する。 

   (ウ) 災害発生時に、住民等が自らの安全を守ることはもとより、進んで他の人々や集団、

地域の安全に役立つことができるよう、共助を育む仕組みづくりや学習機会の充実を図

る。 

  イ 避難訓練の実施 

    社会教育施設における避難訓練の実施に当たっては、実践的な想定を行うなど、災害時

に利用者等が安全に避難できるよう留意する。また、近隣地域住民や関係機関と連携した

訓練や、専門家に避難行動を評価してもらうなど、訓練方法の工夫を行う。 

  ウ 職員の防災意識の高揚と指導力の向上 

    町は、社会教育施設職員の防災意識の高揚と指導力の向上を図るため、安全教育を推進

するとともに、防災に関する各種研修を充実させる。 

３ 文化財災害予防対策 

  法令により指定されている文化財の保護管理は、所有者あるいは管理責任者が行うが、国指

定文化財に対しては文化庁が、県指定文化財に対しては県教育委員会が必要な命令（国指定の

み）、勧告又は指示を行う。町指定文化財においては、壬生町文化財保護条例（昭和51年町条

例第24号）に基づき保護に当たる。 

 (１) 文化財の現況 

   町内に所在する文化財の現況は、資料10－１のとおりである。 

 (２) 文化財の災害は、台風・地震・落雷・火災などによりもたらされることが予想される。特

に、有形文化財は可燃物が多いので火災によって被害を受ける危険が多いので、所有者又は

管理責任者は、次の点に留意して防火対策を推進する。 

  ア 火災予防体制の確立 

   (ア) 防火管理体制の確立 

   (イ) 環境の整理整頓 

   (ウ) 火気使用の制限 

   (エ) 早期発見体制の確立と改善 

  イ 防火施設の整備 
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   (ア) 消火設備（消火器及び簡易消火用具、屋内及び屋外消火栓、放水銃、スプリンクラー

設備、ドレンチャー設備、動力消防ポンプ設備） 

   (イ) 警報設備（自動火災報知設備、電気火災警報設備、消防機関へ通報する設備、非常警

報器具又は設備） 

   (ウ) その他の設備（避雷装置、消防用水、消防進入道路、防火塀、防火帯、防火壁、防火

戸） 

  ウ 自衛消防組織の確立とその訓練方法 

  エ 消防計画の作成 

  オ 火事を発見した場合の取るべき措置 

 (３) 町は、文化財についての防火思想を普及し、防災体制を強化するため、所有者・管理者・

防火管理者に対する助言と指導を行うものとし、文化財防火デー（１月26日、昭和24年法隆

寺金堂がり災した日）を中心として、防火訓練を実施する。 

４ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ６－Ｂ 誇れる歴史と伝統を受け継ぐまちづくり 

【施策の展開】 

 施策６－Ｂ－１ 文化遺産の保護・活用 

 ○国指定史跡古墳の確認調査を継続的に行い、「保存活用計画書」を策定し、文化財の保護を進めます。

 ○民間開発に迅速に対応しながら、文化遺産の調査保護に努めます。 

 ○５基の国指定史跡古墳の活用やみぶ古墳解説ボランティアの育成を推進します。 

 ○町指定文化財の保護・活用を積極的に進めます。 

 ６－Ｃ 未来を担う子どもたちが健やかに育つまちづくり 

【施策の展開】 

 施策６－Ｃ－１ 教育内容の充実 

 ○子どもたちが身につける習慣「みぶっ子７か条」を中心に、多様な教育活動、人員の配置、子どもた

ちが安心して学ぶことができる教育環境の整備を図ります。 

 ○一人ひとりの子どもの力を大切に伸ばしていくため、小中学校、家庭や地域などのそれぞれの教育力

の連携を図ります。 
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第21節 相互応援体制の整備計画 

総務課 

 

 大規模災害時には、町だけでの災害応急対策の実施が困難となる場合があることから、迅速か

つ的確な防災対策を実施するに当たって、被災していない地域の機関等の協力が必要となる。こ

のため、他の地方公共団体間との広域的相互応援体制の整備充実を図る。 

 

１ 県と県内市町が一体となった応援体制の整備 

  県は、大規模災害発生により県内市町又は他都道府県において行政機能が喪失する等重大な

被害が発生した場合に備えて、平常時から市長会及び町村会と連携して、県・市町が一体とな

った「チーム栃木」として被災市町を応援する体制の整備に努めることとしており、町はこれ

に協力する。 

２ 相互応援協定の締結等 

 (１) 相互応援協定の締結等 

   防災関係機関相互の応援・協力活動等が円滑に行われるように、町長は必要に応じて事前

に災害時の相互応援に関する協定を締結するなど、その体制を整備する。また、相互応援協

定を締結する場合には、次の事項に留意し、実践的な内容とする。 

  ア 連絡体制の確保 

   (ア) 災害時における連絡担当部等の選定 

   (イ) 夜間における連絡体制の確保 

  イ 円滑な応援要請 

   (ア) 主な応援要請事項の選定 

   (イ) 被害情報等の応援実施に必要となる情報の伝達 

 (２) 訓練及び情報交換の実施 

   相互応援体制の強化充実に資するため、必要に応じ協定締結先との平常時における訓練及

び情報交換等を行う。 

３ その他の応援体制 

  消防機関による大規模災害時の全国的な応援体制が次のように整備されており、災害発生時

に効果的な活用が図れるよう、あらかじめ応援要請の手続き、受入れ体制等について整備を図

る。 

 (１) 緊急消防援助隊の活用 

   消防組織法第44条及び第45条の規定により、大規模災害時における人命救助活動等を、よ

り効果的かつ強力に行うため、全国の消防機関相互による「緊急消防援助隊」が登録され、

応援を必要とする場合は知事に要請する。今後は、迅速な応援要請が実施できるよう、体制

を整える。 

 (２) 栃木県広域消防応援計画の活用 
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   町は、「栃木県広域消防応援計画」に基づき、情報連絡体制、応援部隊編成、指揮体制、

通信体制、後方支援体制等必要な事前体制及び応援要請方法、応援出動方法等発災時の対応

について熟知し、広域応援体制の活用を図る。 

４ 協定の締結状況 

  町は、災害時における相互応援協力が円滑に行われるよう、次のとおり協定を締結している

が、今後、県外市町村等との協定締結による広域応援体制の整備を推進するなど、更に強化を

図る。 

№ 協定の名称 協定締結先 資料番号 

１ 災害時における市町村相互応援に

関する協定 

栃木県内の市町村 資料13－１

資料13－２

２ 災害時における備蓄品の共同利用

に関する協定 

宇都宮市、鹿沼市、真岡市、さくら

市、下野市、日光市、上三川町、西方

町、二宮町、芳賀町、高根沢町 

資料13－３

３ 石橋地区消防相互応援協定書 下野市、上三川町、石橋地区消防組合 資料13－４

４ 農業集落排水施設災害対策応援に

関する協定 

協定参加都道府県市町村 資料13－５

５ 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局 資料13－14

６ 下都賀地区における災害時の相互

協力に関する協定 

栃木市、小山市、壬生町、野木町、岩

舟町、小山警察署、栃木警察署、下野

警察署、栃木市消防本部、小山市消防

本部、石橋地区消防組合消防本部、栃

木県建設業協会下都賀支部 

資料13－15

７ 災害時相互応援に関する協定 宮城県多賀城市 資料13－16

８ 壬生町及び忍野村の災害時相互応

援に関する協定 

山梨県忍野村 資料13－23

５ 民間業者等との連携 

  災害時には、民間の組織力や行動力、所有する物資や資機材を有効に活用し、迅速かつ的確

な応急対策や復旧事業に取り組むことが重要である。このため、次のとおり民間業者等と協定

を締結している。今後は、協力要請の方法や連絡方法等についてあらかじめ定めるとともに、

民間業者との新たな協定の締結についても推進する。 

№ 協定の名称 協定締結先 資料番号 

１ 災害時における食糧・生活必需品

等の確保に関する協定 

とちぎコープ生活協同組合 資料13－６
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２ 災害時における食糧・生活必需品

等の確保に関する協定 

(株)東武宇都宮百貨店 

(株)福田屋百貨店 

資料13－７

３ 災害時における食糧・生活必需品

等の輸送協力に関する協定 

赤帽栃木県軽自動車運送協同組合 資料13－８

４ 災害時の物資供給等に関する協定

書 

イオン(株)ジャスコみぶ店 資料13－９

５ 災害時における防災活動協力に関

する協定書 

イオン(株)ジャスコみぶ店 資料13－10

６ 災害時における壬生郵便局、壬生

町間の協力に関する覚書 

壬生郵便局 資料13－11

７ 災害時における壬生町と壬生町建

設業協同組合間の協力に関する覚

書 

壬生町建設業協同組合 資料13－12

８ 防災及び災害に係る放送協定書 ケーブルテレビ(株) 資料13－13

９ 災害時における物資提供等に関す

る協定 

(株)新優本店 資料13－17

10 (株)カスミ 資料13－18

11 (株)カワチ薬品 資料13－19

12 

災害時における救援物資の提供に

関する協定書 

ファミリーランド21壬生店 資料13－20

13 災害時における飲料水等の提供に

関する協定書 

(株)ダイドードリンコサービス関東 資料13－21

14 災害時における物資提供等に関す

る協定書 

(株)ヤオハン 資料13－22

15 災害時における物資提供等に関す

る協定書 

ウエルシア薬局(株) 資料13－24

16 災害時における救援物資の提供に

関する協定書 

(株)伊藤園 資料13－25

17 災害対策基本法に基づく放送要請

に関する協定 

(株)とちぎテレビ・㈱栃木放送 資料13－26

18 災害時における救援物資の提供に

関する協定書 

(株)LIXILビバ 資料13－27

19 壬生町防災行政無線等の使用に関

する協定書 

東京電力(株)栃木南支社 資料13－28

 



 □2 〈１.予防〉第21節 相互応援体制の整備計画  

〔壬生防２〕 205

20 災害時の情報の収集・伝達に関す

る協定書 

壬生アマチュア無線クラブ 資料13－29

21 災害時における物資提供等に関す

る協定書 

(株)ヤマダ電機テックランド壬生店 資料13－30

22 災害時における物資提供等に関す

る協定書 

(株)ヤマダ電機 資料13－31

23 災害時におけるＬＰガス供給等に

関する協定書 

一般社団法人栃木県ＬＰガス協会栃木

支部壬生協会 

資料13－32

24 災害時等における電気設備の復旧

等に関する協定書 

栃木県電気工事業工業組合 資料13－33

25 災害時の医療救護に関する協定書 壬生町医師会 資料13－34

26 広告付避難場所等の電柱看板に関

する協定書 

東電タウンプランニング㈱栃木総支社 資料13－35

27 災害時における入浴施設の使用に

関する協定書 

(株)アクトリー 資料13－36

28 災害時の歯科医療救護に関する協

定 

一般財団法人下都賀歯科医師会壬生町

部会 

資料13－37

29 災害時の医療救護に関する協定 公益社団法人栃木県柔道整復師会 資料13－38

30 特設公衆電話の設置・利用に関す

る覚書 

東日本電信電話㈱ 資料13－39

31 災害時における無人航空機による

情報収集業務等に関する協定書 

白鳥昇一 資料13－40

32 災害時における物資等の緊急輸送

に関する協定書 

栃木県トラック協会栃木支部 資料13－41

33 特定接種の接種体制に関する覚書 医療法人 健幸会 小倉医院 資料13－42

34 災害時における水道施設の応急措

置及び復旧措置の協力に関する協

定 

壬生町管工事業協同組合 資料13－43

６ 受援体制の整備 

  町は、広域かつ著しく大規模な災害発生時において、４・５に掲げる協定等による応援を迅

速かつ効果的に受けることができるようにするため、平常時において物資や資材等の供給など

の受援手続、県による応援側との調整手続、防災拠点・離着陸場等の情報等を整理しておくな

ど、町の受援体制の整備を図る。 
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７ 『壬生町第６次総合振興計画前期基本計画』に定める関連事業 

Ⅲ－２ 分野別計画 

 ２－Ａ 災害に強いまちづくり 

【施策の展開】 

 施策２－Ａ－１ 防災体制の強化 

 ○住民の地域防災活動への積極的な参加、防災関係団体の相互の連携及び協力等により、地域で一体と

なった防災力の充実・強化を図ります。 

 ○住民への防災教育の推進や少年消防クラブ等の育成強化を図ります。 

 ○震災被害の軽減対策として、建築物の耐震化を効果的に促進し、災害に強い地域づくりを進めます。 
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第22節 業務継続体制の整備計画 

総務課 総合政策課 

 

 大規模災害が発生した場合、庁舎機能の喪失や職員の被災、住民情報の消失など、人的資源や

社会基盤が失われるおそれがあり、行政の業務継続に大きな支障を来すことが考えられる。 

 町は、大規模災害発生時の被害を最小限にとどめ、行政にとって災害時に必要な業務の継続、

又は早期に立ち上げるための業務継続計画の策定に取り組むなど、予防対策を実施する。 

 

１ 業務継続計画の策定 

  町は、災害が発生した場合、本計画に定める災害応急対策活動を行う一方で、それ以外の町

の行政サービスについても、継続すべき重要なものは一定のレベルを確保するとともに、すべ

ての業務が通常どおりに最短で提供できるよう、あらかじめ対策を立てておく必要がある。 

  このため、町は、災害時に町の各部課等の機能が最短の期間で復旧できるようにし、被害の

影響を最小限に抑えることを目的として、業務継続計画を策定し、迅速な復旧体制を構築す

る。 

２ データの保存及びバックアップ 

 (１) 町は、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料及び当該施設の写真を

整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

 (２) 町は、住民基本台帳及び戸籍等の住民個人情報（デジタル）等の保存に当たって、媒体保

管場所の分散化やクラウドサービスの活用等により、情報のバックアップシステムの構築を

図る。 
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第23節 災害廃棄物等の処理体制の整備計画 

生活環境課 

 

 東日本大震災、平成27年９月の関東・東北豪雨、竜巻等において大量の災害廃棄物が発生した

ことを踏まえ、県や処理業者と連携し、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理するための体制を整

備する必要がある。 

 

１ 災害廃棄物等の処理体制の整備 

 (１) 町が実施する対策 

   町は、災害時における災害廃棄物等の処理体制の整備、処理施設における災害対策の強化

等を図る。 

 (２) 処理業者が実施する対策 

   処理業者は、災害時において事業を継続し、災害廃棄物等の処理を行うことができるよ

う、事業継続計画の策定、処理施設における災害対策の強化等に努める。 

 (３) 県が実施する対策 

   県は、市町等や処理業者における災害廃棄物等の処理体制の整備について、必要な支援を

行う。 

  ア 市町等における災害廃棄物等の発生見込み量を把握し、その処理体制を整備することが

できるよう支援する。 

  イ 平常時から市町等、処理業者と連携し、災害廃棄物等を円滑かつ迅速に処理することが

できるよう共通認識を図るとともに、事業継続計画の策定について働きかけを行う。 

  ウ 「栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定書」及び「栃木県

災害廃棄物等の処理応援に関する協定書」が災害時に実効的に機能するよう、定期的に訓

練、当該協定の内容の確認等を行うとともに、連絡体制を整備する。 

  エ 災害の発生等に伴い石綿を含む建設系廃棄物等の発生が想定されることから、市町等、

処理業者及び解体業者等に対し、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」

（平成19年８月 環境省）等の周知を図る。 

  オ 災害時の廃棄物対策に関し、県域を越えた相互応援体制の構築に向け、関係都県、国等

と共に検討を行う。 
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