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第２章 震災応急対策計画 

第１節 応急体制 

震度４以上の地震発生等の際、職員は、配備基準に基づき配備につく。 

震度５弱以上の場合等に、災害対策本部等を設置し、応急活動を実施する。 

第１ 災害配備基準 

震災での職員の配備基準は、次のとおりとする。 

 

災害配備の基準 

区     分 配   備   基   準 

災害対策本部

設置前の体制 

警戒体制１号 ●地震が発生し、紀の川市で震度４を記録したとき 

●南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき 

○その他、危機管理部長が必要と認めたとき 

災害対策本部

体制 

配備体制１号 ●地震が発生し、紀の川市で震度５弱を記録したとき 

●南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたとき 

○その他、市長が必要と認めたとき 

配備体制２号 

（初期段階で 

緊急初動班体制） 

●地震が発生し、紀の川市で震度５強以上を記録したとき 

●南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき 

○その他、市長が必要と認めたとき 

 

第２ 災害配備体制の決定・伝達 

１ 警戒体制１号 

危機管理部内で災害情報の収集に努め、危機管理部長が警戒体制１号の配備を決定し、市長

（副市長）に報告するとともに、各部長経由で職員に伝達する。 

勤務時間外においては、災害情報を入手した当直者が、直ちに危機管理消防課長（連絡が取

れないときは危機管理部長）に伝達する。 

２ 配備体制１号・２号 

危機管理部等が収集した災害情報等に基づき、市長が配備体制を決定し、危機管理部長に災

害対策本部の設置を指示する。危機管理消防課は、庁内放送、職員メール等により職員に伝達

する。 
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第３ 勤務時間外等の参集方法 

職員は、勤務時間外、休日等において、災害配備基準となったことを知ったときは、動員伝

達の有無にかかわらず、直ちに所属又はあらかじめ指定された場所に参集し、配備につく。 

震度５強以上の場合、全職員が「緊急初動班体制」をとる。 

参集途上においては、目視などによる被害状況の収集や可能な範囲での人命救助、二次災害

防止措置等を行い、参集時に所属長に報告する。 

職員は、災害の状況により定められた場所に参集できないときは、自己の業務に関連する最

寄りの公共施設等に参集し、当該機関の長又は当該機関の長が指定する職員の指示に従い、そ

の業務を応援する。 

 

配備体制２号の初期段階の参集場所（緊急初動班体制） 

区  分 該  当  者 参 集 場 所 

本部機能の確保

要員 

・市長 

・副市長 

・教育長 

・本庁舎の部長 

・危機管理消防課長 

・総務課長 

・税務課長 

・収納対策課長 

・企画経営課長 

・公共施設マネジメント課長 

・危機管理消防課職員 

・総務課職員 

・企画経営課職員 

・公共施設マネジメント課職員 

○市役所本庁舎に参集（本庁

舎に参集できないときは最

寄りの支所庁舎） 

支部機能確保要

員 

・支所長 

・出張所長 

・副支所長 

・支所職員 

・出張所職員 

○所属する支所庁舎に参集

（所属する庁舎に参集でき

ないときは最寄りの庁舎） 

現地調査員 ・総務部現地調査員（収納対策課、税務課） 

・企画部現地調査員（財務課、公共施設マネ

ジメント課） 

○被災地区に向かい、概況調

査を実施 

各施設の状況確

認・機能確保要員 

・各施設の勤務職員 ○勤務施設に参集 

一般職員 ・上記以外の職員 ○勤務施設に参集 
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第４ 災害対策本部の設置方法 

市長は、市域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に応じて、迅速かつ的

確な災害対策を実施するため必要があると認めたとき、災害対策基本法第23条の２及び紀の川

市災害対策本部条例に基づき、紀の川市災害対策本部を設置する。 

市長による災害対策本部の設置決定が困難な場合は、副市長が決定し、それも困難な場合に

は危機管理部長が決定する。 

本部の設置場所は、紀の川市役所本庁舎３階庁議室とし、庁舎の被災等により、本部として

機能できないと市長が判断したときは、紀の川市役所本庁舎南別館３階大会議室を第２順位、

打田生涯学習センターを第３順位とする。 

また、災害発生後における災害応急対策がおおむね完了したとき、又は災害発生の危険がな

くなったときは、災害対策本部を解散する。 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表

により、災害対策本部を設置した時は、本市に被害がなくとも、１週間程度、本部を継続設置

し、後発地震に対して警戒にあたる。 

災害対策本部の組織図 

「第１章 風水害等の応急対策計画」に定めるところによる。 

 

災害対策本部の事務分掌 

「第１章 風水害等の応急対策計画」に定めるところによる。 

 

第５ 災害対策本部の設置、廃止等の周知方法 

市長（以下、「災害対策本部長」という。）は、災害対策本部を設置、又は廃止したときは、

次に掲げる者のうち必要と認める者に報告、通知、公表する。 

災害対策本部の設置・廃止時の通報先 

１ 知事 

２ 住民・隣接市町・防災関係協力団体 

３ 警察署・那賀消防組合 

４ 指定地方行政機関・指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

５ 災害相互応援協定を締結している自治体等 

 

また、資料１－２(1)の標示板を庁舎正面玄関に掲げる。職員は、資料１－２(3)の腕章を着

用する。災害応急対策に使用する自動車には、資料１－２(2)の標旗をつける。 
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第６ 災害対策本部の組織運営 

災害対策本部は、本部長（市長）、副本部長（副市長）、本部付（教育長）、本部員（各部長、

那賀消防組合消防長、公立那賀病院事務局長、消防団長）、事務局（危機管理消防課）、各部・

課で構成する。 

本部長は、災害対策に関する協議を行うため、本部員会議を定期的に開催し、初動期の基本

方針を決定する。本部員会議をはじめ災害対応に係る意思決定の過程について、記録をとるよ

う努める。また、総務課（打田管内）及び「粉河・那賀・桃山・貴志川」の各支所に災害対策

支部を置くとともに、必要に応じて、現地災害対策本部を設置する。 

紀の川市以外の地域で大規模災害が発生し、応援活動を行う際にも、必要に応じて、紀の川

市災害対策本部を設置する。 

第７ 緊急初動班活動から災害対策本部活動への移行 

勤務時間外に震度５強以上の地震が発生した場合、又は「南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）」が発表された場合、交通の混乱情報の錯綜等により、職員が参集に要する時間が長く

なることが想定される。 

このため、職員の参集が進み、災害対策本部機能が確保できるまでの間、本庁及び各支所に

緊急初動班を設置し、被害情報等収集活動、地区での災害応急活動など、初動期の活動を行う。 

緊急初動班の活動目的を達成したときは、市長の指示により、緊急初動班を解散し、所定の

災害対策本部体制に移行する。 

この場合、各職員は、当該機関の長又は当該機関の長が指定する職員の指示により、順次所

属に復帰する。 
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第２節 地震情報等の伝達 

地震情報、避難情報を迅速かつ確実に市民に伝達する。 

第１ 緊急地震速報（警報）及び地震情報の種類 

 気象庁により発表される緊急地震速報（警報）及び地震情報の種類は、次のとおりである。 

緊急地震速報（警報）及び地震情報の種類 

地震情報の種類 発表基準 内容 

緊急地震速報  

（警報）注１ 

地震波が２点以上の地 

震観測点で観測され、最 

大震度が５弱以上と予想 

された場合 

地震の発生時刻、発生場所

（震源）の推定値、地震発生

場所の震央地名  

強い揺れ（震度５弱以上）が

予測される地域及び震度４が

予測される地域名（和歌山県

内は和歌山県北部、和歌山県

南部の２地域） 

震度速報 震度３以上 地震発生約１分半後に、震度

３以上を観測した地域名（本

市は和歌山県北部）と地震の

揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する情報 震度３以上 

（大津波警報、津波警報また

は注意報を発表した場合は発

表しない） 

「津波の心配がない」または

「若干の海面変動があるかも

しれないが被害の心配はな

い」旨を付加して、地震の発

生場所（震源（注２））やそ

の規模（マグニチュード）を

発表 

震源・震度に関する情報 以下のいずれかを満たした場

合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報・注

意報発表または若干の海面

変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発

表した場合 

地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）、

震度３以上の地域名と市町村

毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地

域で、震度を入手していない

地点がある場合は、その市町

村名を発表。 

各地の震度に関する情報 震度１以上 震度１以上を観測した地点の

ほか、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニ
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チュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地

域で、震度を入手していない

地点がある場合は、その地点

名を発表。 

※地震が多数発生した場合に

は、震度３以上の地震につい

てのみ発表し、震度２以下の

地震については、その発生回

数を「その他の情報（地震回

数に関する情報）」で発表。 

推計震度分布図 震度５弱以上 観測した各地の震度データを

もとに、１km 四方ごとに推計

した震度（震度４以上）を図

情報として発表。 

長周期地震動に関する   

観測情報 

震度３以上 高層ビル内での被害の発生可

能性等について、地震の発生

場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、地域ごと及

び地点ごとの長周期地震動階

級等を発表（地震発生から約

20～30 分後に気象庁ホーム

ページ上に掲載）。 

遠地地震に関する情報 国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした場

合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等、著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合 

地震の発生時刻、発生場所

（震源）やその規模（マグニ

チュード）を概ね 30 分以内

に発表。 

日本や国外への津波の影響に

関しても記述して発表。 

その他の情報 顕著な地震の震源要素を更新

した場合や地震が多発した場

合等 

顕著な地震の震源要素更新の

お知らせや地震が多発した場

合の震度１以上を観測した地

震回数情報等を発表。  

（注３） 

注１：震度６弱以上の地震動を予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。  

注２：震源：震央の緯度及び経度並びに地表からの深さによって示される。  

注３：余震の見通しに関する情報   
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第２ 「南海トラフ地震に関連する情報」の発表条件 

気象庁により発表される「南海トラフ地震に関連する情報」の発表条件は、次のとおりであ

る。「南海トラフ地震臨時情報」は、（調査中）、（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）といったキー

ワードが付記されて発表される。 

 

「南海トラフ地震に関連する情報」の発表条件 

情報名 情報発信条件 

南海トラフ地震 

臨時情報 

１ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海ト

ラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場

合、又は調査を継続している場合 

２ 観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連 

解説情報 

１ 観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移

等を発表する場合 

２ 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合に

おける調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情

報を発表する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨

や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があ

る。 
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「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（キーワード）」の形で情 

報発表する 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等

から５～30

分後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関す

る評価検討会」を開催する場合 

○監視領域内（注１）でマグニチュード6.8以上（注２）の地震（注３）

が発生 

○１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の

観測点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定

震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発

生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地

震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測 

○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を

示す可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との

関連性の検討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等

から最短で

２時間後 

巨大地震警戒 
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニ

チュード8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

○監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の

地震（注３）が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当す

る場合は除く） 

○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価した場合 

調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはま

らない現象と評価した場合 

（注１） 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲。 

（注２） モーメントマグニチュード7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュード 

の推定誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでＭ6.8以 

上の地震から調査を開始する。 

（注３） 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 
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南海トラフ地震の監視領域と想定震源域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※監視領域は、想定震源域内と、想定震源域の海溝軸外側約50km 

資料：気象庁ホームページ 

第３ 市内の震度計の状況 

市内には、粉河に気象庁震度計があるほか、各地に震度計があり、次の名称で震度情報が発

表される。 

震度情報で用いる紀の川市内の地域名称等 

（令和４年１月現在） 

地域名称 市町村名 震度発表名称 備 考 

和歌山県 

北部 
紀の川市 

紀の川市西大井 市役所敷地内の県の震度計 

紀の川市粉河 気象庁震度計 

紀の川市那賀総合センター 防災科学技術研究所の震度計 

紀の川市桃山町元 桃山支所敷地内の県の震度計 

紀の川市貴志川町神戸 貴志川支所敷地内の県の震度計 
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第４ 避難情報等の区分 

災害時に地域住民の生命及び身体を災害から保護するため必要と認められるときは、当該地

域住民に対して避難のための指示を行う。 

また、要配慮者等、避難行動に時間のかかる者に対しては、避難指示の前段階として、高齢

者等避難を発令する。 

地震災害時においては、揺れや液状化現象に伴う土砂災害や堤防の決壊、大規模火災、危険

物の爆発などによる二次災害を防止するため、必要に応じて、避難指示の発令を行う。 

 

高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保の区分 

区分 発令時の状況 住民に求める行動 

高齢者等避難 

○避難行動に時間を要する者が避

難行動を開始しなければならな

い段階であり、災害の発生する可

能性が高まった状況 

●避難行動に時間を要する者は、計画され

た避難所への避難行動開始（避難支援者

は支援行動を開始） 

●上記以外の者は、避難準備開始 

避難指示 

○前兆現象の発生や、現在の切迫し

た状況から、災害が発生する危険

性が非常に高いと判断された状

況 

○災害が発生した状況 

●避難指示の発令後で避難中の住民は、直

ちに避難行動を完了 

●未だ避難していない対象住民は、直ちに

避難行動に移るとともに、そのいとまが

ない場合は生命を守る最低限の行動 

緊急安全確保 

〇何らかの災害がすでに発生して

いる可能性が極めて高い状況 

直ちに安全確保 

●命の危険が迫っているため直ちに身の

安全を確保する。 

 

※避難のための立ち退きを勧告し、若しくは指示し、又は屋内での待避等の緊急安全確保を指示しようとする場合において、

必要があると認めるときは、指定行政機関の長、若しくは指定地方行政機関の長又は知事に対し、当該避難指示等に関す

る事項について、助言を求めることができる。 

   



第３編 応急対策計画 

第２章 震災応急対策計画  第２節 地震情報等の伝達 

 

 

 
 180 

第５ 地震情報、避難情報等の伝達 

避難情報等を発令した際には、市メール配信や緊急速報メール、エリアメール、防災行政無

線放送、デジタル簡易無線により、速やかに市民、防災関係者に伝達する。また、広報車によ

る巡回広報を行う。 

気象警報・注意報、河川水位情報については、伝達すべき内容のみ、必要な地区を絞り、防

災業線無線等で伝達する。なお、特別警報の情報を受けた場合、気象業務法第15条の２に基づ

き、直ちに市民等や官公署に周知の措置をとる。 

 

地震情報の伝達の経路 

   （一般の場合） 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 異常現象を発見した者の措置 

災害が発生するおそれのある異常現象を発見した者は、その現象が水防又は火災に関する場

合は那賀消防組合に、また、その他の現象については市又は岩出警察署に通報する。 

異常現象を承知した市長は、その現象により被害が予想される地域の住民及び関係機関に周

知を図る。 

 

 

和 歌 山 県 

紀の川市役所 

消（水）防団 

防災行政無線放送及び広報車、

サイレン等による 
 

 

一般住民 

消 防 庁 

気象庁 
（和歌山県地方気象台） 

緊急速報メール配信（緊急地震速報） 

市メール配信、緊急速報メール、 

エリアメール（NTT ドコモ、au、ソフトバンク） 

- - -は全国瞬時警報システム（J-ALERT）による 
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第３節 被害情報等の収集・伝達 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第３節 被害情報等の収集・伝達」に定

めるところによる。 

 

第４節 災害通信 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第４節 災害通信」に定めるところによ

る。 

 

第５節 災害広報 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第５節 災害広報」に定めるところによ

る。 

 

第６節 生活関連総合相談 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第６節 生活関連総合相談」に定めると

ころによる。 

 



第３編 応急対策計画 

第２章 震災応急対策計画  第７節 消防活動 

 

 

 
 182 

第７節 消防活動 

第１ 消防団の配備基準 

消防団の配備基準は、次のとおりとする。 

 

 そのほかの計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第７節 消防活動」に定めるところに

よる。 

 

地震の際の消防団の配備基準 

種別 基準等 出動体制 活動内容・備考 

警戒体制 
１号 

・地震が発生し、紀
の川市で震度４を
記録したとき 

・団長、副団長、方面
隊長、副方面隊長
は、自宅で待機する 

・必要に応じ、各方面隊単位で、被害
状況を調査する  

 
・異常がある場合、方面隊長及び副方

面隊長は、支所又は災害現場で分団
の活動を指揮し、団長に状況を報告
する 

配備体制 
１号  
（災害対策
本部設置） 

・地震が発生し、紀
の川市で震度５弱
を記録したとき ・団長及び副団長は、

市役所本庁に集合す
る（団長は市災害対
策本部会議に出席す
る） 

 
・方面隊長及び副方面

隊長は、本庁・支所
に集合する。 

・団長及び副団長は、市災害対策本部
において、各方面隊の災害対応を指
揮し、方面隊長及び副方面隊長は、
支所又は災害現場において、各分団
の災害対応を指揮する  

 
・方面隊長は、災害の規模により、応

援部隊の出動を要する場合、団長
（災害対策本部）に対し応援を要請
する  

 
・団長は、方面隊長から応援の要請が

あった場合、災害発生の状況によ
り、応援部隊の派遣が 可能な方面
隊又は消防団に対し、応援部隊の出
動を指示又は要請する  

配備体制 
２号  
（災害対策
本部設置） 

・地震が発生し、紀
の川市で震度５強
以上を記録したと
き 
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第８節 災害救助法の適用 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第９節 災害救助法の適用」に定めると

ころによる。 

 

第９節 被災者生活再建支援法の適用 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第10節 被災者生活再建支援法の適用」

に定めるところによる。 

 

第 10 節 避難支援 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第11節 避難支援」に定めるところによ

る。 

 

第 11 節 食料の供給 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第12節 食料の供給」に定めるところに

よる。 

 

第 12 節 給水活動 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第13節 給水活動」に定めるところによ

る。 
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第 13 節 物資の供給 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第14節 物資の供給」に定めるところに

よる。 

第 14 節 住宅・宅地対策 

第１ 被災建築物の応急危険度判定の実施 

大地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性ならびに建築物

の部分等の落下・転倒の危険性をできる限り速やかに判定し、二次災害を防止・軽減するため、

県へ判定士の派遣を依頼し、被災建築物の応急危険度判定を実施する。 

地震被災建物応急危険度判定士２名でのチーム編成を基本として、１日１チームあたり15棟

の判定を目標とする。 

 

危険度判定の実施概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班 班 班 班 班 

チーム１ 

 

● 〇 

チーム２ 

 

◎ 〇 

チーム３ 

 

〇  〇 

チーム 10 ・・・ 

判定拠点 

判定 

コーディネーター 

班 

●判定士（班長） 

◎判定士（副班長） 

○判定士 

判定 

コーディネーター 

判定 

コーディネーター 

班 班 班 班 

チーム１ 

 

● 〇 

チーム２ 

 

◎ 〇 

チーム３ 

 

〇  〇 

チーム 10 ・・・ 

※判定コーディネーター 

は５班に１名配置 

※各班に班長、副班長を各１名配置。 

 10チームで１班を構成。 
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標準業務期間 

第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 第５日目 第６日目 第７日目 

往 路 ・事務引継 

・実施計画の

具体化 

・班の編成 

・班長等への

事前説明 

・判定結果の

チェック、

報告① 

・当日の状況

説明 

・判定結果の

チェック、

報告② 

・当日の状況

説明 

・判定結果の

チェック、

報告③ 

・当日の状況

説明 

調査等の 

まとめ 

復 路 
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第 15 節 医療（助産）・救護 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第16節 医療（助産）・救護」に定めると

ころによる。 

 

第 16 節 罹災者の救出 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第17節 罹災者の救出」に定めるところ

による。 

 

第 17 節 障害物の除去 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第18節 障害物の除去」に定めるところ

による。 

 

第 18 節 災害弔慰金等支給及び援護資金等貸付 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第19節 災害弔慰金等支給及び援護資金

等貸付」に定めるところによる。 

 

第 19 節 捜索、遺体安置・火葬 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第20節 捜索、遺体安置・火葬」に定め

るところによる。 
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第 20 節 義援金の配分 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第21節 義援金の配分」に定めるところ

による。 

 

第 21 節 保健衛生 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第22節 保健衛生」に定めるところによ

る。 

 

第 22 節 公共土木施設等の応急対策 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第23節 公共土木施設等の応急対策」に

定めるところによる。 

 

第 23 節 危険物等災害応急対策 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第26節 危険物等災害応急対策」に定め

るところによる。 

 

第 24 節 公共的施設の応急対策 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第27節 公共的施設の応急対策」に定め

るところによる。 
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第 25 節 教育・福祉対策 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第28節 教育・福祉対策」に定めるとこ

ろによる。 

 

第 26 節 応急対策要員の確保 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第29節 応急対策要員の確保」に定める

ところによる。 

 

第 27 節 道路交通の応急対策 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第30節 道路交通の応急対策」に定める

ところによる。 

 

第 28 節 輸送対策 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第31節 輸送対策」に定めるところによ

る。 

 

第 29 節 自衛隊の派遣 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第32節 自衛隊の派遣」に定めるところ

による。 
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第 30 節 相互応援 

 具体的な計画は「第１章 風水害等の応急対策計画 第33節 相互応援」に定めるところによ

る。 

 

 


