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12 条例・規則等 

 

12－１ 壬生町防災会議条例 (       ) 
 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、

壬生町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とす

る。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (１) 壬生町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

 (２) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

 (３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

 (４) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。 

 (１) 栃木県の知事部局の職員 ２人 

 (２) 栃木県警察の警察官 ３人 

 (３) 町長部局の職員 ６人 

 (４) 教育長及び教育次長 

 (５) 石橋地区消防組合消防長及び町消防団長 

 (６) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 ４人 

(７) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 ２人   

 （専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、栃木県の職員、壬生町の職員、関係指定公共機関の

職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議にはかって定める。 

昭和44年10月１日
条 例 第 25 号
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成７年条例第14号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成12年条例第１号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年条例第29号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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12－２ 壬生町防災会議運営規程 (       ) 
 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、壬生町防災会議条例（昭和44年条例第25号。以下「条例」という。）第５

条の規定に基づき、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （会長代理委員） 

第２条 条例第３条第４項の規定による会長の職務を代理する委員は、同条第５項第３号に規定

する者のうち助役の職にある委員とする。 

 （会議の招集） 

第３条 会議は、会長が招集する。 

２ 前項の招集は、委員に対して招集の日時、場所、議題を告知することにより行う。 

 （町長が指名する委員） 

第４条 条例第３条第５項第３号の規定による委員は、次に掲げる者とする。 

 (１) 副町長 

 (２) 収入役 

 (３) 町長の事務部局の部長 

 （会議） 

第５条 会議の議長は、会長があたる。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、賛否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 （防災会議の委任による処理） 

第６条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処

理することができる。 

２ 前項の規定により処理したときは、会長は、次の会議にこれを報告しなければならない。 

 （庶務） 

第７条 防災会議の庶務は、総務部総務課において処理する。 

 （公表等の方法） 

第８条 地域防災計画を作成し、又は修正をした場合の公表その他防災会議が行う公表等は、壬

生町公告式条例（昭和29年条例第１号）の例による。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

平成７年７月４日
壬生町告示第40号
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12－３ 壬生町災害対策本部条例 (       ) 
 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基づ

き、壬生町災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に班を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をも

って充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成24年条例第30号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

昭和44年10月１日
条 例 第 24 号
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12－４ 壬生町水防協議会条例 (       ) 
 

 （設置） 

第１条 水防法（昭和24年法律第193号）第26条第１項の規定に基づき、水防計画その他水防に

関し重要な事項を調査審議させるため、壬生町水防協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

 （組織） 

第２条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者について水防管理者が任命又は委嘱する。 

 (１) 関係行政機関の職員及び町職員 

 (２) 水防に関係のある団体の代表者 

 (３) 学識経験者 

 （会長） 

第３条 協議会に会長を置き、水防管理者をもってこれに充てる。 

２ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職

務を代理する。 

 （委員の任期等） 

第４条 委員のうち関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者たる委員の任期は、

当該職のある期間とし、学識経験者の委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 第２条第２項第１号又は第２号の委員に事故があるときは、その委員の指名する職務上の代

理者がその職務を代行することができる。 

４ 水防管理者において特別の事由があると認めたときは、第１項の規定にかかわらず、その任

期中にあってもこれを免じ又は解職することができる。 

 （会議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の３分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

 （庶務） 

第６条 協議会に書記若干人を置き、会長が任免する。 

２ 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、水防管理者が定める。 

   附 則 

 この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

昭和56年３月18日
条 例 第 15 号
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   附 則（平成12年条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に水防協議会の委員、公民館運営審議会の委員及びスポーツ振興審議

会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命又は委嘱された日から起算して２

年とする。 

 



 □4  12－５ 壬生町災害援護資金の貸付要綱  

〔壬生防〕 1097

12－５ 壬生町災害援護資金の貸付要綱 (       ) 
 

 （目的） 

第１条 この要綱は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号。以下「法」とい

う。）及び同法施行令（昭和48年政令第378号。以下「令」という。）の適用基準に達しない

が、これに準ずる暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護

資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところ

による。 

 (１) 災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、竜巻、その他異常な自然現象により被害が生

ずることをいう。 

 (２) 世帯とは、法第10条第１項各号に規定する要件に該当する世帯をいう。ただし、生活福祉

資金の利用が可能な世帯を除くものとする。 

 (３) 町民とは、災害により被害を受けた当時、壬生町の区域内に住所を有した者をいう。 

 （災害援護資金の限度額等） 

第３条 災害援護資金の１災害における１世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害

の種類及び程度に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。 

被害の程度及び種類 貸付け限度額 

世帯主の負傷のみのとき 

家財の３分の１以上の損害のみのとき 

住居が半壊のみのとき 

住居が全壊のみのとき 

住居の全体が滅失もしくは流失のとき 

世帯主の負傷＋家財の３分の１以上の損害 

世帯主の負傷＋住居が半壊 

世帯主の負傷＋住居が全壊 

100万円 

100万円 

110万円 

170万円 

250万円 

180万円 

190万円 

250万円 

２ 災害援護資金の償還期間は７年６ケ月とし、据置期間はそのうち６ケ月とする。 

 （利率） 

第４条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を

除き、年３パーセントとする。 

 （償還等） 

第５条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還することができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第１項、

平成２年10月19日
要 綱
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及び令第８条から第12条までの規定によるものとする。 

 （委任） 

第６条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、交付の日から施行し、平成２年９月19日以後に生じた災害に関して適用する。 
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12－６ 壬生町被災宅地危険度判定実施要綱 (       ) 
     改正 平成19年４月１日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、栃木県被災宅地危険度判定実施要綱（平成17年３月30日制定。以下「県要

綱」という。）第７条に基づき、大規模な地震又は降雨等の災害（以下「大地震等」という。）

により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発

生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地危険度判定を実施することによって、二次災害を軽

減、防止し、住民の安全を確保するために定めるものである。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、用語の意義は、県要綱に定めるところによる。 

 （危険度判定の実施主体） 

第３条 本町の実施する危険度判定は、県の支援のもと、宅地判定士の協力を得て本町が主体的

に実施するものとする。 

２ 県要綱第７条第５項の規定に基づき、県が本町を含む地域を対象として判定を実施する場合

は、県との連絡を取り、危険度判定の円滑な実施が図れるよう必要な措置を講じるものとす

る。 

 （震前対策） 

第４条 町長は、円滑な危険度判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りなが

ら、危険度判定業務を壬生町地域防災計画に位置付けるものとする。 

２ 建設部都市計画課を危険度判定所管課とし、都市計画課長は、同課において危険度判定の実

施体制の整備を図るものとする。 

３ 都市計画課長は、都市計画課の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよ

う指導するとともに、他課等の職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう

他課等に要請するものとする。 

４ 都市計画課長は、宅地判定士及び判定調整員の確保に努めるものとする。 

５ 都市計画課長は、危険度判定活動に必要な資機材について、予め調達し、備蓄しておくもの

とする。 

 （危険度判定実施の決定） 

第５条 町災害対策本部長は、地震又は降雨等によって多くの宅地が被災し、危険度判定実施の

必要があると判断した場合は、直ちに危険度判定の実施を決定し、実施本部の設置その他の必

要な措置を講じるものとする。 

２ 前項に係る措置を講じた場合は、その都度県災害対策本部県土整備部営繕班（県災害対策本

部が設置されていない場合は県県土整備部建築課）に報告するものとする。 

 （実施本部） 

第６条 第５条第１項の規定に基づき危険度判定の実施を決定した場合は、建設部都市計画課に

平成17年12月16日 
告 示 第 75 号 
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実施本部を設置するものとする。 

２ 前項の実施本部には、次の機関を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもってあてる。 

 (１) 実施本部長  建設部都市計画課長 

 (２) 連絡調整班長 建設部都市計画課都市計画係長 

 (３) 物資調達班長 建設部都市計画課都市整備係長 

３ 実施本部は、危険度判定実施に当たって次に掲げる事項を行うものとする。 

 (１) 危険度判定実施に必要な拠点（以下「危険度判定拠点」という。）の確保 

 (２) 現地危険度判定拠点との連絡調整 

 (３) 危険度判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供 

 (４) 危険度判定実施についての被災地住民への周知 

 (５) 危険度判定活動の際の現地案内人の確保 

 (６) その他の現地での危険度判定活動の補完作業 

 （危険度判定の対象区域、対象宅地の決定の基準及び手順） 

第７条 危険度判定の対象区域は、宅地の地盤、のり面・自然斜面及び擁壁のクラック、沈下、

崩壊等の被災状況を把握し、被災の箇所数等を考慮して決定するとともに、当該区域の宅地を

危険度判定の対象とする。 

２ 優先的に危険度判定を実施すべき宅地は、別に定めるものとする。 

 （県への支援要請、宅地判定士等の確保及び判定の実施体制等） 

第８条 町災害対策本部は、危険度判定実施の決定後必要に応じて県災害対策本部に対して支援

要請を行うものとする。 

２ 実施本部長は、宅地判定士の資格を有する本町職員に危険度判定活動を要請するものとす

る。 

３ 危険度判定業務は、実施本部、宅地判定士及び判定調整員によって実施するものとする。 

 （宅地判定士等の移動方法、宿泊場所の確保等） 

第９条 本町職員以外の宅地判定士等の危険度判定対象区域までの移動方法については、状況に

応じ公用車の利用を考慮するものとする。 

２ 実施本部長は、必要に応じ宅地判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとす

る。 

 （他市町村への応援等） 

第10条 町長は、県内外の市町村が被災した場合において、県支援本部等から危険度判定に係る

応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。 

 （危険度判定活動時における安全及び補償等） 

第11条 実施本部長は、実際の危険度判定活動若しくは危険度判定の訓練活動において、職員及

び宅地判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。 

２ 町長は、危険度判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、被災宅地危険度判定業務等

従事者災害補償細則に基づく補償制度の適用を受けられるように必要な措置を講じるものとす

る。 
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 （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、危険度判定に関して必要な事項は町長が別に定めるもの

とする。 

   制定文 抄 

 平成18年１月１日から適用する。 

   改正文（平成19年告示第67号） 

 平成19年４月１日から適用する。 
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12－７ 壬生町震災建築物応急危険度判定実施要綱 (       ) 
     改正 平成19年４月１日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、栃木県震災建築物応急危険度判定要綱（平成17年３月30日制定。以下「県

要綱」という。）第４条第１項に基づき、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等に

よる建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を確保するため、

震災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、用語の意義は、県要綱に定めるところによる。 

 （判定の実施主体） 

第３条 本町の実施する判定は、県の支援のもと、判定士の協力を得て本町が主体的に実施する

ものとする。 

 （震前対策） 

第４条 町長は、円滑な判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りながら、判定

業務を壬生町地域防災計画に位置付けるものとする。 

２ 建設部都市計画課を判定所管課とし、都市計画課長は、同課において判定の実施体制の整備

を図るものとする。 

３ 都市計画課長は、建築関係業務に従事する職員を判定士として養成するものとする。 

４ 都市計画課長は、判定士等の確保に努めるものとする。 

５ 都市計画課長は、判定活動に必要な資機材について、予め調達し、備蓄しておくものとす

る。 

 （判定実施の決定） 

第５条 町災害対策本部長は、地震によって多くの建築物が被災し、判定実施の必要があると判

断した場合は、直ちに判定の実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるもの

とする。 

２ 町災害対策本部長は、県災害対策本部県土整備部営繕班（県災害対策本部が設置されていな

い場合は県県土整備部建築課）から県要綱第５条第２項に基づき、判定を実施するよう進言さ

れた場合は、原則として、直ちに判定の実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を

講じるものとする。 

３ 第１項及び第２項に係る措置を講じた場合は、その都度県災害対策本部に報告するものとす

る。 

 （実施本部） 

第６条 第５条第１項又は第２項の規定に基づき判定の実施を決定した場合は、建設部都市計画

課に実施本部を設置するものとする。 

２ 前項の実施本部には、次の機関を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもってあてる。 

平成17年12月16日 
告 示 第 76 号 
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 (１) 実施本部長  建設部都市計画課長 

 (２) 連絡調整班長 建設部都市計画課都市計画係長 

 (３) 物資調達班長 建設部都市計画課都市整備係長 

３ 実施本部は、判定実施に当たって、支援本部との相互連絡を取り、判定の円滑な実施が図れ

るよう努めるものとする。この場合実施本部は、応急危険度判定実施計画書を作成するものと

する。 

４ 実施本部は、判定実施に当たって次に掲げる事項を行うものとする。 

 (１) 判定実施に必要な拠点（以下「判定拠点」という。）の確保 

 (２) 現地判定拠点との連絡調整 

 (３) 判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供 

 (４) 判定実施についての被災地住民への周知 

 (５) 判定活動の際の現地案内人の確保 

 (６) その他の現地での判定活動の補完作業 

 （判定の対象区域、対象建築物の決定等の基準及び手順） 

第７条 判定の対象区域は、建築物の被災状況を把握し、全壊、半壊及び一部損壊の棟数等を考

慮し決定する。また、判定の対象建築物は、全壊（倒壊を除く。）、半壊及び一部損壊の建築物

とする。 

２ 優先的に判定を実施すべき施設、区域等は、別に定めるものとする。 

 （県への支援要請、判定士等の確保及び判定の実施体制等） 

第８条 町災害対策本部は、判定実施の決定後必要に応じて県災害対策本部に対して支援要請を

行うものとする。 

２ 実施本部長は、判定士の資格を有する本町職員に判定活動を要請するものとする。 

３ 判定業務は、実施本部、判定士及び判定コーディネーターによって実施するものとする。 

 （判定士等の移動方法、宿泊場所の確保等） 

第９条 本町職員以外の判定士等の判定対象区域までの移動方法については、状況に応じ公用車

の利用を考慮するものとする。 

２ 実施本部長は、必要に応じ判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとする。 

 （他市町村への応援等） 

第10条 町長は、県内外の市町村が被災した場合において、県支援本部等から判定に係る応援要

請があった場合は、速やかに対応するものとする。 

 （判定活動時における安全及び補償等） 

第11条 実施本部長は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、職員及び判定士等の

生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。 

２ 町長は、判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度民間判

定士等補償制度運用要領に基づく補償制度の適用を受けられるように必要な措置を講じるもの

とする。 

第12条 この要綱に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は町長が別に定めるものとする。 
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   制定文 抄 

 平成18年１月１日から適用する。 

   改正文（平成19年告示第68号） 

 平成19年４月１日から適用する。 
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12－８ 石橋地区防災用物品の備蓄に係る実施要綱 (       ) 
 

 （目的） 

第１条 この要綱は、石橋地区消防組合（以下「消防組合」という。）が下野市、壬生町、上三

川町（以下「構成市町」という。）との協議により、備蓄する防災用物品（以下「物品」とい

う。）に関し必要な事項を定め、もって、円滑な運営のもとに地域住民の安全と福祉の増進に

寄与する事を目的とする。 

 （備蓄方法） 

第２条 物品は、消防組合の防災備蓄倉庫（以下「倉庫」という。）に備蓄し、構成市町が災害

時における物品の使用を共用するものとする。 

 （防災用物品） 

第３条 消防組合が構成市町との協議により備蓄する物品は、医薬品、食糧品、衣料品、生活必

需品、その他の用品とし、その品目は別表のとおりとする。 

  なお、水防資機材は除くものとする。 

２ 備蓄する物品の保存期間は物品のラベルに表示された期間を原則とし、以後更新するものと

する。 

３ 備蓄する物品及び数量の変更は構成市町との協議により決定するものとする。 

 （費用の負担） 

第４条 物品は、それぞれの構成市町の経費負担とする。 

２ 物品の使用にかかる費用はそれぞれ使用した市町の負担とする。 

 （物品の使用） 

第５条 物品は、構成市町の非常災害時に使用することを原則とする。ただし、協議により消防

組合立会いのもとに共用することができる。 

２ 構成市町が使用する物品は、石橋地区防災用物品払受記録簿（様式第１号）に記載し、常に

物品の実態を明らかにしておくものとする。 

 （倉庫、物品の管理） 

第６条 倉庫及び物品の取扱い管理は、構成市町の責任と注意義務をもって行うとともに、消防

組合が防災用物品備品台帳（様式第２号）を作成し、その１部を構成市町が保管するものとす

る。 

２ 構成市町の防災担当者は、物品の管理上消防組合と共用する鍵を保管し、消防組合に保管の

防災備蓄倉庫使用記録簿（様式第３号）に記載のうえ、倉庫内に自由に出入りできるものとす

る。 

３ 倉庫の総合的な管理は、消防組合が行うものとする。 

 （情報の提供） 

第７条 消防組合は物品の備蓄状況について、必要な都度構成市町に通報するものとする。ま

た、構成市町から物品の照会があった場合は速やかにこれに応じなければならない。 

平成18年10月４日
警 防 例 規 第 ３ 号



 □4  12－９ 石橋地区防災用物品の備蓄に係る実施要綱の細則  

〔壬生防〕 1128(～1140) 

 （構成市町との連携） 

第８条 この要綱に定めるもののほか防災備蓄の円滑な運営を図るため、必要に応じ構成市町と

連絡会を開催するものとする。 

   附 則 

 この要綱は平成８年４月１日から施行する。 

 この要綱は平成18年10月４日から施行する。 

 

 

12－９ 石橋地区防災用物品の備蓄に係る実施要綱の細則 

 

 石橋地区防災用物品の備蓄に係る実施要綱の第４条及び第５条に関する事項について次のよう

に定める。 

 

 （経費の負担） 

第１ 構成市町との協議により、消防組合の防災備蓄倉庫に備蓄する防災用物品の経費は石橋地

区消防組合一般会計予算に計上する。 

 （使用物品の返納） 

第２ 非常災害時、又は協議により物品を使用した市町は、使用した物品を速やかに返納するも

のとする。 
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12－10 災害救助法施行細則（別表第一・第二） 

 

     最終改正 平成23年規則第21号 

別表第一 

 救助の程度方法及び期間 

一 収容施設の供与 

 (一) 避難所 

  １ 避難所に収容する者は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者とす

る。 

  ２ 避難所を設置、維持及び管理するため、支出する費用は、次に掲げるとおりとする。 

   イ 賃金職員等雇上費 

   ロ 消耗器材費 

   ハ 建物の使用謝金 

   ニ 器物の使用謝金、借上費又は購入費 

   ホ 光熱水費 

   へ 仮設便所等の設置費 

  ３ 避難所を設置、維持及び管理するため支出する費用は、次に掲げる金額の範囲内とす

る。ただし、福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつて避難

所での生活において特別な配慮を必要とするものを収容する避難所をいう。以下同じ。）

を設置した場合は、当該特別な配慮のために必要な当該地域における通常の実費を次に掲

げる金額に加算して得た額の範囲内とする。 

          １人１日当たり 300円 

  ４ 避難所を設置する際において、冬期（10月～３月）であるときは、別に定める額を加算

する。 

  ５ 避難所を開設する期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、やむを得ない事

情により、これによりがたい場合においては、厚生労働大臣の同意を得て必要最小限度の

期間を延長することがある。 

 (二) 応急仮設住宅 

  １ 応急仮設住宅に収容できる者は、住宅が全焼し、全壊し、又は流失し、居住する住家が

ない者であつて、自らの資力をもつてしては、住家を得ることのできない者とする。 

  ２ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、29.7平方メートルを基準とし、その設置のため支

出する費用は、2,387,000円以内とする。 

  ３ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置する場合は、居

住者の集会等に利用するための施設を設置することがある。この場合において、当該施設

の１施設当たりの規模及びその設置のため支出する費用は、別に定める。 

  ４ 老人居宅介護等事業その他これに類する事業を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢

者等であつて日常の生活上特別な配慮を要する複数の者を収容する施設（以下「福祉仮設
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住宅」という。）を応急仮設住宅として設置することがある。 

  ５ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、これらに収容するこ

とがある。 

  ６ 応急仮設住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに工事を完成するものと

する。ただし、やむを得ない事情により、これによりがたい場合には、厚生労働大臣の同

意を得て必要最小限度の期間を延長することがある。 

  ７ 応急仮設住宅を供与する期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201号）第

85条第３項に規定する期限（最高２年以内）とする。 

二 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

 (一) 炊出しその他による食品の給与 

  １ 炊出しその他による食品の給与は、一の(一)の１により避難所に収容された者、住家が

全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等の被害を受けたために、炊事のできない者又

は住家に被害を受け、一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して現物をもつて行うも

のとする。 

  ２ 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出する費用は、次に掲げるとおりとす

る。 

   イ 主食費 

   ロ 副食費 

   ハ 燃料費 

   ニ 雑費 

  ３ 炊出しその他による食品の給与を実施するために支出する費用の額は、１人１日当たり

1,010円以内とする。 

  ４ 炊出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から７日以内とする。

ただし、やむを得ない事情によりこれによりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得

て、必要最小限度の期間を延長することがある。 

 (二) 飲料水の供給 

  １ 飲料水の供給は、災害のため飲料水を得ることのできない者に対して行うものとする。 

  ２ 飲料水の供給を実施するため支出する費用は、水の購入費、給水及び浄水に必要な機械

器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品及び資材費とし、その額は、当該地域におけ

る通常の実費とする。 

  ３ 飲料水の供給を実施する期間は、二の(一)の４の炊出しその他による食品の給与を実施

する期間に準ずるものとする。 

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

 (一) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全焼、全壊、流失、半焼、半

壊、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失し、又はき損して、

直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。 

 (二) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じおおむね次に掲げる



 12－10 災害救助法施行細則（別表第一・第二）  

〔壬生防１〕 1143

品目の範囲内において、現物をもつて行うものとする。 

  イ 被服、寝具及び身の回り品 

  ロ 日用品 

  ハ 炊事用具及び食器 

  ニ 光熱材料 

 (三) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する費用は、次の額の範囲内と

する。ただし、これによりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得て必要な費用を支出す

ることがある。 

  １ 住宅の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯 

季別 期間 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上１人を増

すごとに加算する

額 

夏季 ４月～９月 17,300円 22,300円 32,800円 39,300円 49,800円 7,300円

冬季 10月～３月 28,600円 37,000円 51,600円 60,400円 75,900円 10,400円

  ２ 住宅の半焼、半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯 

季別 期間 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上１人を増

すごとに加算する

額 

夏季 ４月～９月 5,600円 7,600円 11,400円 13,800円 17,500円 2,400円

冬季 10月～３月 9,100円 12,000円 16,900円 20,000円 25,400円 3,300円

 (四) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施する期間は、災害発生の日から10日

以内とする。ただし、やむを得ない事情により、これによりがたい場合には、厚生労働大臣

の同意を得て必要最小限度の期間を延長することがある。 

四 医療及び助産の給付 

 (一) 医療の給付 

  １ 医療の給付は、災害のために医療の途を失つた者に対して、応急的に救護班によつて行

うことを原則とする。 

  ２ 医療の給付は、次の範囲内において行うものとする。 

   イ 診療 

   ロ 薬剤又は治療材料の支給 

   ハ 処置、手術その他の治療及び施術 

   ニ 施設病院又は診療所への収容 

   ホ 看護 

  ３ 医療の給付のため支出する費用は、使用した薬剤費、治療材料費及び医療器具修繕費等

の実費とし、やむを得ない事情のため救護班によらず、一般の病院、診療所において医療
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の給付を受けた場合には、国民健康保険診療報酬の額以内とし、施術者による場合は、協

定料金の額以内とする。 

  ４ 医療の給付を実施する期間は、災害発生の日から14日以内とする。 

 (二) 助産の給付 

  １ 助産の給付は、災害発生の日の以前又は以後の７日以内に分べんした者であつて、災害

のため助産の途を失つたものに対して行うものとする。 

  ２ 助産の給付は、次の範囲内において行うものとする。 

   イ 分べんの介助 

   ロ 分べん前及び分べん後の処置 

   ハ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

  ３ 助産の給付のため支出する費用は、救護班、産院その他の医療機関による場合は、使用

した衛生材料及び処置費（救護班の場合を除く。）等の実費とし、助産師による場合は、

慣行料金の８割以内の額とする。 

  ４ 助産の給付を実施する期間は、分べんした日から７日以内とする。 

五 災害にかかつた者の救出 

 (一) 災害にかかつた者の救出は、災害のため現に救出を要する状態にある者又は生死不明の

状態にある者に対して行うものとする。 

 (二) 災害にかかつた者の救出のため支出する費用は、舟艇その他救出のための機械器具等の

借上費、購入費、修繕費、燃料費等とし、その額は、当該地域における通常の実費とする。 

 (三) 災害にかかつた者の救出の期間は、災害発生の日から３日以内とする。ただし、やむを

得ない事情によりこれによりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得て、必要な期間を延

長することがある。 

六 災害にかかつた住宅の応急修理 

 (一) 住宅の応急修理は、災害のため住家が半焼し、又は半壊して自らの資力では応急修理を

することができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住

家が半壊した者に対して行うものとする。 

 (二) 住宅の応急修理は、居室、便所、炊事場等日常生活に欠くことのできない部分に対して

行うものとする。 

 (三) 住宅の応急修理のため支出する費用は、１世帯当たり520,000円以内とする。 

 (四) 住宅の応急修理は、災害発生の日から１箇月以内に完了させるものとする。ただし、や

むを得ない事情によりこれによりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得て、必要最小限

度の期間を延長することがある。 

七 生業資金の貸与 

 (一) 生業資金の貸与は、住家が全焼し、又は洪水により倒壊し、流失する等の被害を受け、

生業の手段を失つた世帯に対し行うものとする。 

 (二) 生業資金の貸与は、生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入するための費用

に充てるものであつて、生業の見込みが確実な事業計画を有し、償還能力のある者に対して
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行うものとする。 

 (三) 生業資金の貸与限度額は、次に掲げる金額の範囲内とする。 

  イ 生業費 １件当り 30,000円以内 

  ロ 就職支度費 １件当り 15,000円以内 

 (四) 生業資金の貸与を実施する期間は、災害発生の日から１箇月以内とする。ただし、特別

の事情によりこの期間によりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得て、必要最小限度の

期間を延長することがある。 

 (五) 生業資金を貸与する場合は、次の条件を付するものとする。 

  １ 貸与期間 ２年以内 

  ２ 利子 無利子 

八 学用品の給与 

 (一) 学用品の給与は、災害により学用品を喪失し、又はき損して、就学上支障のある小学校

児童（特別支援学校の小学部児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課

程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定

時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及び通信制

の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をい

う。以下同じ。）に対して行うものとする。 

 (二) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、おおむね次に掲げる品目の範囲内において現物を

もつて行うものとする。 

  １ 教科書 

  ２ 文房具 

  ３ 通学用品 

 (三) 学用品の給与のため支出する費用は、次の各号に定める額の範囲内とする。 

  １ 教科書代 

   イ 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132

号）第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又

はその承認を受けて使用するものを給与するための実費 

   ロ 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

  ２ 文房具費及び通学用品費 

   イ 小学校児童にあつては、１人当たり、4,100円 

   ロ 中学校生徒にあつては、１人当たり、4,400円 

   ハ 高等学校等生徒にあつては、１人当たり、4,800円 

 (四) 学用品の給与を実施する期間は、災害発生の日から教科書については１箇月以内、その

他については15日以内とする。ただし、やむを得ない事情により、これによりがたい場合に

は、厚生労働大臣の同意を得て、必要最小限度の期間これを延長することがある。 

九 死体の捜索及び処理 

 (一) 死体の捜索 
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  １ 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かっ、周囲の事情により既に死

亡していると推定される者に対して行うものとする。 

  ２ 死体の捜索のため支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械器具等の借上費、購入

費、修繕費及び燃料費とし、その額は、当該地域における通常の実費とする。 

  ３ 死体の捜索を実施する期間は、災害発生の日から10日間以内とする。ただし、やむを得

ない事情により、これによりがたい場合には厚生労働大臣の同意を得て、必要な期間これ

を延長することがある。 

 (二) 死体の処理 

  １ 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行

うものとする。 

  ２ 死体の処理は、次の事項について行うものとする。 

   イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

   ロ 死体の一時保存 

   ハ 検案 

  ３ 検案は、原則として救護班が行うものとする。 

  ４ 死体の処理のため支出する費用は、次に掲げる額以内とする。 

   イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置料 １体当たり3,300円 

   ロ 死体の一時保存に要する費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する場合

にあつては、当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合

は、１体当たり5,000円（死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場

合には、5,000円に当該地域における通常の実費を加算した額）とする。 

   ハ 検案が救護班により、行われがたい場合の費用は、当該地域の慣行料金とする。 

  ５ 死体の処理を実施する期間は、災害発生の日から10日間以内とする。ただし、やむを得

ない事情により、これによりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得て、必要な期間こ

れを延長することがある。 

十 埋葬 

 (一) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを実施するものと

する。 

 (二) 埋葬は、次の範囲内において、棺、棺材等の現物を実際に埋葬を実施する者に支給す

る。 

  １ 棺 

  ２ 埋葬又は火葬 

  ３ 骨つぼ及び骨箱 

 (三) 埋葬のため支出する費用は、１体当たり大人201,000円以内、小人（満12歳に満たない

者をいう。）160,800円以内とする。 

 (四) 埋葬を実施する期間は、災害発生の日から10日以内とする。ただし、これによりがたい

場合には、厚生労働大臣の同意を得て、必要な期間を延長することがある。 
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十一 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費 

 (一) 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出するものは、次の場合とす

る。ただし、厚生労働大臣の同意を得た場合は、この限りでない。 

  １ 被災者の避難 

  ２ 医療及び助産 

  ３ 災害にかかつた者の救出 

  ４ 飲料水の供給 

  ５ 死体の捜索 

  ６ 死体の処理 

  ７ 救助用物資の整理配分 

 (二) 応急救助のため支出する輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費

とする。 

 (三) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認める期間は、それぞれ当該救助の実施

を認めた期間以内とする。 

十二 災害によつて、住家又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼ

しているもの（以下「障害物」という。）の除去 

 (一) 自らの資力をもつてしては、障害物を除去することのできない者に対して行うものとす

る。 

 (二) 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれている

ため、住家への出入が困難な状態にある場合に限ること。 

 (三) 障害物の除去のため支出する費用は、ロープ、スコップその他障害物除去のため必要な

機械器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、その額は、１世帯当た

り134,200円以内とする。 

 (四) 障害物の除去を行う期間は、災害発生の日から10日以内とする。ただし、やむを得ない

事情により、これによりがたい場合には、厚生労働大臣の同意を得て、必要な期間を延長す

ることがある。 

別表第二 

 (一) 令第10条第１号から第４号までに規定する者 

法第24条第５項の規定による実費弁償の限度（日当、超過勤務手当、費用弁償） 

職  種 日 当 
超過勤務手当 

（１時間当たり）
費用弁償額 

医師 

歯科医師 
21,400円 4,280円

薬剤師 

診療放射線技師 

臨床検査技師 

臨床工学技士 

歯科衛生士 

16,500円 3,300円

職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県

条例第１号）の適用を受ける職員に支給す

る旅費の例により算定した額とする。 
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保健師 

助産師 

看護師 

准看護師 

14,700円 2,940円

救急救命士 15,600円 3,120円

土木技術者 

建築技術者 
16,900円 3,380円

大工 18,900円 3,780円

左官 17,800円 3,560円

とび職 16,400円 3,280円

 

 (二) 令第10条第５号から第10号までに規定する者 

   業者のその地域における慣行料金による支出実績額に手数料として、その100分の３の額

を加算した額以内とする。 
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12－11 災害対策基本法（抜粋） （昭和36年法律第223号） 

 

     最終改正 平成24年法律第41号 

 

 （市町村地域防災計画） 

第42条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村

長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村

地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業

務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつては

ならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (１) 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体そ

の他防災上重要な施設の管理者（次項において「当該市町村等」という。）の処理すべき事

務又は業務の大綱 

 (２) 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練

その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避

難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の

計画 

 (３) 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物

資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

３ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合におい

て当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮す

るものとする。 

４ 市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したとき

は、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道

府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対

し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

６ 第21条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正す

る場合について準用する。 
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