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ごあいさつ

本市は、これまで昭和 7 年（1932）の四ツ目川災害、昭和
34 年（1959）の伊勢湾台風、昭和 58 年（1983）の 9.28 災害
等の自然災害に見舞われ、尊い命や財産を失っています。近
年も豪雨による施設災害が毎年のように発生し、昨年（2018）
も 7 月には、本市初となる大雨特別警報が発令され、9 月に
は台風 21 号の影響により市内で大規模な停電が発生しまし
た。今後も異常気象による局地的な豪雨災害や大規模地震の
発生が危惧されています。
平成 23 年（2011）3 月の東日本大震災による未曾有の災害
を教訓に、同年 10 月に「災害に強いまちづくり条例」を制定し、その条例の実効性
を高めるとともに具体的な防災対策を推進していくため、防災関係機関の皆さまのご
協力を頂き、「災害に強いまちづくり計画」を作成しました。計画の実施期間は 2012
年から 2017 年までの 6 年間で、この間計画に基づく防災・減災に向けたさまざまな
取り組みを推進してまいりました。今後さらにその取り組みを強化するため、第１期
計画の検証結果をもとに、新たに第 2 期計画を策定しました。
第 2 期計画では、近年の災害を教訓に、「自助」「共助」「公助」の考えを基本に、
市民は「自らの命をどう自分で守るか」、地域は「自分たちの地域を自分たちでどう
守るか」、行政は「市民の命をどう守るか」について身近な取り組みを盛り込みまし
た。
自然災害は必ず発生します。しかし、その被害を最小に食い止めることはできます。
中津川市は、市民の安全安心のためこれからもあらゆる面で防災・減災に向けた取り
組みを進めてまいりますので皆さまには、一層のご理解とご協力をお願い申し上げま
す。
2019 年 3 月
中津川市長 青山 節児
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1.災害に強いまちづくり計画策定の前提

1.1.災害に強いまちづくりの基本理念
自らの命は自らで守ること及び自分たちの地域は自分たちで守ることを原則に公助
として市が支援し、それぞれの役割や責務を果たし、相互に連携し、及び協働するこ
とにより、市民が安心して暮らせる社会を作っていくことを基本理念とする。
現場主義に基づき、地域分権的に避難の判断や災害対応を行うとともに、日頃使っ
ている施設や設備を活用し、災害に対応することを基本理念とする。
（中津川市災害に強いまちづくり条例より抜粋）
1.2.計画策定の目的・必要性
本市は、これまで昭和 7 年の四ツ目川災害、昭和 34 年の伊勢湾台風、昭和 58 年の
9.28 災害等の大きな自然災害に見舞われ、尊い命や貴重な財産を失った。
また、今日では局地的な大雨による土砂災害の危険性の増大や東海地震、東南海地
震、南海地震、阿寺断層帯における直下型地震等の大規模地震の発生が危惧されてい
る。
これらの災害から、市民の生命、身体及び財産を守り、安心して生活できるよう、
自助・共助・公助で災害への備えを展開することが求められている。
2011 年 3 月に発生した東日本大震災の未曽有の災害を教訓に、明日は我が身と捉え、
全市を挙げて災害に強いまちなかつがわをつくることを決意する。
（中津川市災害に強いまちづくり条例より抜粋）
2011 年 10 月 4 日に「中津川市災害に強いまちづくり条例」が公布されました。第１
期計画（2012～2017 年度）では、条例の実効性を高めること、及び地域防災計画の基
本事項を具体化することを推進してまいりました。
この間、防災行政無線同報系の全市統一更新、学校施設の耐震化や防災士の育成な
ど一定の成果が表れています。
しかし、近年、市内で大規模な災害が発生していないことなどから、市民の防災意
識などは、地域間で温度差もみられるのも事実であり、一層の取り組みが必要です。
そこで、第 1 期計画で進めてきた各施策の成果を踏まえつつ、今日の社会環境の変
化に求められる新たな課題等への適切な対応を行い「災害に強いまち中津川」を実現
するため第２期（2018～2023 年度）計画を策定します。
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1.3.計画の位置づけ
本市では、防災に関する上位計画として「中津川市地域防災計画」が策定されてい
ます。本計画は「中津川市地域防災計画」の内容を補完し、市民・地域の意見を取り
入れた具体的な取り組み計画として作成するのもです。

災害対策基本法

防災基本計画

岐阜県地域防災計画

中津川市地域防災計画

作成機関：中央防災会議

作成機関：岐阜県防災会議

作成機関：中津川市防災会議

整
＜＜条例公布＞＞

合

中津川市災害に強いまちづくり条例

性

意見
中津川市災害に強いまちづくり計画

意見
災害に強いまちづくり市民会議
（計画基盤の策定）

見直し
防災・減災部会

実

行

監視

避難・訓練部会
避難所・復旧部会

5

1.4.災害に強いまちづくり条例
本市では、東日本大震災を教訓に市内でも起こり得る地震災害・土砂災害から市
民の生命、身体及び財産を守り、安心して生活できるよう「市民・地域・市」の役
割を明らかにするとともに連携して災害に備え、全市一丸となって「災害に強いま
ちなかつがわ」の実現を目指しています。その基本となる「中津川市災害に強いま
ちづくり条例」を 2011 年 10 月 4 日に公布しました。

1.5.「中津川市災害に強いまちづくり計画（第 2 期）」の実施期間
本計画（第 2 期）の実施期間は 2018 年～2023 年の 6 年間とし、2018 年～2020 年
までの 3 年間を『前期』
、2021 年～2023 年までの 3 年間を『後期』として推進し
てまいります。
（１）前期：2018 年度 ～ 2020 年度
（２）後期：2021 年度 ～ 2023 年度

1.6. 「中津川市災害に強いまちづくり計画」の構成
本計画（第 2 期）は、
「中津川市災害に強いまちづくり条例」に沿った 8 つの課題
（3.1～3.8 に示す）について、管理監督所管、期間を明らかにし、実施計画に基づい
て実現することを目的に構成しています。
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2.運用管理
2.1.自助・共助・公助

2.1.1 自助
自分の安全は自分で守るというのが、防災対策の基本です。自分で自分自身や家
族・財産を守ることは災害に対する基本的な行動であり、その行動を自助と呼びま
す。
中津川市においても市民自らが防災について主体的に考え、自分の役割を果たし
ていくことが重要です。このため、たくましく生きる人づくりをすすめ、次代を担
う子供たちの生きる力を育てます。
2.1.2.共助
少子化及び高齢化が進んでいる現代社会において、多様な価値観をもつ人々が一
つの地域に混在している状況であり、旧来の地縁・血縁だけに頼っていた相互扶助
は薄れてきています。
地域自主防災組織が立ちあげられ、防災訓練などを実施していますが、組織が災
害時に機能するかどうかは、日頃の人と人との関係が重要な位置をしめます。
防災の主役は市民であることから、自助力を高めるとともに、それぞれの機会に
応じてボランティア活動に参加するなど、互いに助け合うコミュニティづくりをす
すめ、地域で出来ることは地域で担っていくことが大切です。
2.1.3.公助
警察、消防、市町村、都道府県などの行政機関、電気・ガス・水道など人の生活
の基盤となるサービスを提供する公益企業が、災害支援活動を実施することを公助
といいます。
大規模な復旧・復興には公助が必要となってきますが、多くの場合、それらの機
関に所属する人々もやはり被災者であり、被災状況によっては災害支援活動を開始
するまでに時間を要することがあります。
そのため、より少ない人員と予算で、より確実に市民の声に応えることが出来る
ように、行政改革を積極的に推進し、自助力・共助力の支えとなるよう、市民が主
役の市役所づくりを進めます。
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2.2.継続計画
2.2.1 進行管理
本計画の実施にあたり、その進捗を管理していくため、
『災害に強いまちづくり部
会』を期末（2023 年）までの 6 年間毎年開催することとし、部会では、進捗状況の
把握と見直し、新たな情報などをもとに現在の計画が適切であるかどうかを監視し、
必要に応じて計画の見直しを行います。
また、必要に応じて「災害に強いまちづくり条例」の改善についても協議を行い、
協議の結果によって議会への提言を行います。
2.2.2.計画の見直し
『災害に強いまちづくり計画』は『災害に強いまちづくり部会』において下記の
項目について見直しを実施します。
（１）予算確保が困難なもの
（２）実施する期間が短すぎるなど達成が困難なもの
（３）新たな施策として必要と判断されるもの
（４）外部的な要因等により、中津川市のみでは達成が困難なもの
（５）法律などの規制により達成が困難なもの
（６）住民の理解が得られないなど施策の見直しが必要なもの
（７）すでにその施策が意味をなさないと判断されるもの
（８）その他の理由により見直しが必要と判断されるもの
上記について検討し、今後の施策について協議を行い『災害に強いまちづくり計
画』の見直しを行います。

2.3.課題
本計画の策定は、災害がいつ起きてもおかしくないという状況の中で広域性を考
慮した「地震災害」、「土砂災害」に重点をおいて計画します。自然災害以外の災害
も含め、あらゆる災害に強いまちづくりを推進するには、本計画の運用を行うこと
により、地域性を考慮した、より最良な計画にしていく必要があります。そのため
に自助力・共助力・公助力をさらに高めていかなければなりません。
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3.中津川市の課題
本市では、
「中津川市災害に強いまちづくり条例」に基づき大きく以下の 8 つの課
題をとりあげ、災害に強いまちづくりを進める基本テーマとしています。
3.1.災害の危険を明らかにする
本市は急峻な地形をしており、昔から土砂災害の多い地域です。また地震防災対
策強化地域にも指定されていることから、台風・集中豪雨による危険に加え、地震
に対する危険にも備える必要があります。
そのため、過去に幾度も災害の発生した危険な崖や急斜面、浸水の可能性のある
地域、活断層の位置、施設の耐震性などから危険と判断される場所をハザードマッ
プに記載し情報を共有します。
3.2.壊れないように強化する
地震等による建物の倒壊で、直接人命を奪う危険のある建物（旧建築基準法によ
る建物。一般に昭和 56 年（1981）6 月以前の木造建築物）に対する耐震化の促進を
進めることや、家具の固定などを進めます。また、ライフライン関連施設（変電所
や貯水タンクなどの施設）の耐震化も併せて進めていきます。
土砂災害は、過去に災害が発生した危険箇所をはじめ、急斜面等における砂防ダ
ムや法面保護等の治山工事や砂防工事を国や県と共同して計画的に進めていきます。
3.3.避難対策
住民に対して適切な避難情報を発令することは減災のためには非常に重要です。
そのため、雨量・水位などの観測体制を強化します。また、避難のための基準を検
討するとともに避難マニュアルを作成し、情報を確実に伝達しなければなりません。
さらに、災害時要援護者への対策も強化します。
3.4.避難所の設置と運営
現在、指定避難所（市内 95 箇所）があり、その多くが市の施設や学校施設となっ
ています。従来の体育館などは、避難所としての設備が整っておらず、避難者を受
け入れた後の対応が課題であるため、避難所としての機能の整備を進めます。
3.5.応援の要請、受け入れ
災害時相互応援協定は 2018 年時点で 14 市町村（長野県飯田市、愛知県豊田市、
長野県小諸市、神奈川県大磯町、新潟県長岡市、富山県高岡市、三重県伊勢市、下
呂市、長野県木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村）と締結してい
ます。また、
「東日本大震災」でも大きな問題となりましたボランティアの活動に関
しては社会福祉協議会との連携を強化するとともに必要なルールを定めて、ボラン
ティアの派遣・受け入れ態勢を整備します。
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3.6.仮設住宅の計画
本市における災害の被害想定のうち最大規模のものとして、地震による広域災害
を想定し、その被害想定をもとに仮設住宅の必要数や建設に必要な敷地を確保する
ための計画を立案しました。
3.7.応急復旧、本復旧
災害時の復旧においては、防災関係機関との連携を取りながら、それぞれの役割
を明確にし、迅速な応急復旧及びその後の本復旧を行います。また、緊急輸送路や
道路以外の物資の調達ルートをあらかじめ複数確保するとともに、緊急時における
ライフラインの早期復旧のための施策を平常時から進めます。
3.8.災害対策訓練
前項までの課題は、それぞれの地区・地域によって内容が異なる場合があります。
そのためそれぞれの地域の実情にあった防災訓練を計画し、実施しなければなりま
せん。自主防災会が中心となり防災関係機関が連携して計画的に実施することが必
要です。また、要配慮者の避難支援においても有効に機能するような災害対策訓練
を行っていきます。
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4.災害に強いまちづくりにおける重点施策
災害に強いまちづくり計画（第 1 期）は、策定にあたり、地域の代表、関係各機関
からなる『災害に強いまちづくり部会』3 部会を構成し検討が行われました。
第 2 期計画の策定に際しても、同様に 3 つの部会を構成し、1 期計画の検証及び 2 期
計画の検討を行いました。
4.1.災害に強いまちづくり部会構成表
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4.2.防災・減災部会重点施策
市では、2014 年度にハザードマップを作成し、全世帯に配布するとともに市ホー
ムページで公開しています。
しかしながら、災害発生時や発生する恐れのある時、地域の自主防災会組織、各
家庭、市民一人ひとりが、どのように、どこへ避難するかなど、自らとるべき行動
を充分に認識してないことが問題として挙げられます。
このため、日頃から市民一人ひとりが、いざという時に備えハザードマップなど
により市が提供している災害に関する様々な情報を充分に認識してもらうため、
「７
災害危険箇所の把握」「８ハザードマップの作成」を重点施策とします。
4.3.避難・訓練部会重点施策
近年、国内において、集中豪雨の発生が増加傾向にあり、本市においても 2017 年
度は 4 回「土砂災害警戒情報」が発表され、それに伴う避難情報の発令を 4 回、避
難所の開設を 5 回行いました。
今後、ますます集中豪雨や台風への備えが課題になってくると考えられるため、
地震対策に加え、風水害を想定した「２８災害対策訓練の実施」を重点施策としま
す。
※「土砂災害警戒情報」
：気象庁と都道府県が共同で発表する防災情報、大雨警報発令中に、大
雨により土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊の危険度が高まった市町村を特定し発表す
るもので、市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行うための判断材料として、
また、住民が自主避難の判断材料に利用できることを目的としている。

4.4.避難所・復旧部会重点施策
避難勧告や指示、自主避難に伴い市の指定避難所を開設する際、迅速かつスムー
スに開設及び運営にあたる必要があります。そのため、
「１８指定避難所設備の整備」
及び「１９指定避難所の運営」を重点施策とします。

・5.実施計画
実施計画は、課題としてあげられている 8 つのテーマをもとに、災害に強いまち
づくり条例の条項ごとに対応する施策を記述しています。
条例第 1 条～第 6 条及び第 29 条は総則であり、実施計画は第 7 条から第 28 条ま
でとして記載します。
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5.1.災害の危険を明らかにする
第 7 条 災害危険箇所の把握
条例
市は、断層の存在や、住宅の耐震性、豪雨時の危険箇所等、予測される災害につ
いて調査研究を行うものとする。
市は、前項の調査研究の成果を災害対策に反映させるとともに、市民に公表する
ものとする。
自主防災組織は、市から公表された予測される災害を組織内に周知するものとす
る。
指針
市は自主防災組織が行動するために必要な情報として、現在危険とされる場所が
どこなのかを明確にして情報を公表し、自主防災組織は予測される災害を組織内に
周知し、個人の生命、身体及び財産を守るための基礎資料として活用する。
（実施計画）
7-1：
【土砂災害（特別）警戒区域等の周知】
【岐阜県】
市全域の土砂災害（特別）警戒区域、砂防指定地、地滑 【防災安全課】
り危険区域、急傾斜地崩壊危険区域については、防災支援
システムに登録済であり、地域防災計画資料編に掲載する
とともにハザードマップに記載した。
2015 年度から岐阜県が 2 巡目の基礎調査を行っており、
調査結果が告示され次第、地域防災計画資料編に掲載する
とともにハザードマップに反映し、該当自主防災会へ再配
布する。
7-2：
【浸水想定区域の把握】
【岐阜県】
水防法に基づき、河川管理者である岐阜県が浸水想定区 【防災安全課】
域図を策定している。この浸水想定区域図を基礎資料とし
た洪水ハザードマップを作成し関係者に配布済みである
が、現在、想定しうる最大規模の降雨に対する検討や水害
危険情報図の整備も行なわれており、あわせて見直しを行
うとともに市民の方への周知を行っていく。
7-3：
【ため池危険箇所の把握】
【岐阜県】
2017 年度までに市内全 783 箇所のため池について、県お 【農林整備課】
よび市により調査を完了した。調査結果を基に防災対策を 【防災安全課】
継続して行っていく。
（今後、廃止や追加もあるため数値は
変動する。）
7-4：
【災害時に孤立の可能性のある地域の把握】
【防災安全課】
孤立可能性集落は、地域防災計画上は 30 箇所。非常通信 【総合事務所】
手段としての防災行政無線整備が完了した。緊急資機材を 【地域事務所】
防災備蓄倉庫に入れ、順次各地に整備していく。
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7-5：
【地域の危険箇所の把握】
【防災安全課】
自主防災会ごとに防災訓練等にてハザードマップを利用 【建設課】
した避難経路の確認や図上訓練等を行い危険箇所の確認を 【農林整備課】
呼びかけている。また、引き続き、地域からの報告や改善
要請のある危険箇所について対策を講じていく。
7-6：
【危険物取扱施設の把握】
【消防本部】
危険物取扱施設のリストを地域防災計画資料編に掲載し
ている。位置情報も防災支援システムに入力した。2014 年
度から供用している消防本部の消防情報支援システムで
は、地図上で危険物取扱施設の詳細情報が表示できるように
なっている。引き続き施設の把握を続ける。
7-7：
【地域防災計画記載箇所の調査・検討】
【防災安全課】
地域防災計画の資料編に記載されている情報を最新版に 【関係各課】
更新するとともに情報の電子化及び位置情報の取得を進め
る。
7-8：
【亜炭鉱害に関する検討】
【工業振興課】
亜炭鉱廃坑に起因する陥没等の被害については、発生次
第、特定鉱害復旧事業等基金により復旧対応を行う。また、
2015~2017 年度にかけて落合地区の避難経路となる主要道
路についてボーリング調査を実施し、調査結果が 2018 年度
にまとまるため、対策の必要性について検討する。
7-9：
【過去の災害を参考とした危険箇所の把握】
【防災安全課】
過去の災害記録や県の調査結果を活用し、新たな危険箇
所の把握に努める。
7-10：
【山地災害危険地区の把握】
【岐阜県】
岐阜県域統合型 GIS ウェブサイや中部森林管理署ウェブ 【防災安全課】
サイトにより山地災害危険地区（「山腹崩壊危険地区」「崩
壊土砂危険地区」「地すべり危険地区」）を把握するととも
に、その対策について、必要に応じて国への働きかけ等を
行う。
※山地災害危険地区とは、全国における山地災害発生状況から、地
形や地質、植生状況等の条件により、統計的に森林の状態を評価
し、崩壊や土砂流出等の危険が高いと考えられる箇所のうち、人
家、道路など保全対象への影響が大きい地区を示したもの
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第8条
条例

ハザードマップの作成
市は、各地域のハザードマップを作成及び更新し、自主防災組織に提供しなけれ
ばならない。
自主防災組織は、市から提供されたハザードマップを基に、地域で把握した危険
箇所等を加え、ハザードマップの充実に努めなければならない。
指針
市は土砂災害ハザードマップの作成を行い、全世帯に配布する。また自主防災組
織が自らで考え、自らで行動するための基本的な情報についてまとめた、地域自主
防災マップの作成を支援する。
（実施計画）
8-1：
【土砂災害ハザードマップの作成（1/2,500～1/5,000）】
県が調査した土砂災害危険情報などをもとに土砂災害ハザ
ードマップを作成し、2014 年度に全戸配布した。2015 年度か
ら県が 2 巡目の調査を行っており、調査結果が告示され次第、
ハザードマップに反映し、該当自主防災会に全戸配布する。
作成に際しては、幅広い世代の方が見てわかるように表記方
法等を工夫する。

【防災安全課】
【総合事務所】
【地域事務所】
【自主防災組織】

8-2：
【地域自主防災マップの作成（1/1,000～1/1,500）】
各自主防災会に図上訓練用の地図を配布し活用して頂いて
いる。図上訓練の結果や危険箇所が反映された地図の公民館
等への掲示を地区に呼び掛けており、引き続き、図上訓練の
成果品として地図を一時避難所に掲示し、地域の危険箇所を
把握してもらえるようにする。

【防災安全課】
【総合事務所】
【地域事務所】
【自主防災組織】

8-3：
【市内全域建物データ整備】
【税務課】
課税対象建物データと家屋台帳、住民基本台帳の一元管理 【都市建築課】
は実施済み。土地データとの一元管理は、新築建物および滅
失建物のデータ更新を進めるとともに課税対象建物データと
土地データの紐付け作業を進める。GIS マップに木造住宅の
耐震診断結果の記録を入力し、地区別の耐震化率が算出可能。
8-4：
【市内全域道路網図データ整備】
【管理課】
市内全域の市道の道路網図は、市ホームページにて公開し
ている。路線ごとの台帳は閲覧可能である。引き続き、市内
全域の道路網図と道路台帳の更新を行う。
8-5：
【災害危険箇所の現地表示】
【岐阜県】
砂防指定地などの現地表示板が不鮮明である場合には、設 【防災安全課】
置者である岐阜県に要望していく。また、土砂災害（特別）
警戒区域を示すパネルが岐阜県により避難所等へ配布されて
いるため、活用を図るとともに現地においても表示看板が必
要と判断した場合は、岐阜県に新規設置を要望していく。
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第9条
条例

防災教育の充実
市は、平常時から研修会や講習会の開催により、防災教育を積極的に行い、学校
教育及び社会教育を通じて市民の防災知識の向上、防災意識の高揚に努めなければ
ならない。
指針
防災にはソフト面といわれる防災教育の重要性が、災害の都度高まっていま
す。よって防災士の計画的育成、小中学校内での防災教育、市職員と地域の連携
を深める防災セミナー等を開催する。
（実施計画）
9-1：
【地域ごとの防災士育成支援】
【防災安全課】
2017 年度末までに 332 人の防災士を養成した。引き続き「地
域防災リーダー育成講座」を開催し、防災士の養成を図ると
ともに、防災士が活躍できるようスキルアップ研修を行う。
9-2：
【教職員の防災に関する教育支援】
【学校教育課】
（１） 管理職対象の危機管理研修
（２） 一般職対象の危機管理研修（新規採用職員研修含む）
（３）心肺蘇生法、AED（自動体外式除細動装置）等の応急手
当に関する研修の実施
（４）防災に関するセミナー・講習会の開催
9-3：
【児童向け防災教育の実施】
【国土交通省】
現在、実施している市内全小学校を対象とした四ツ目川遊 【学校教育課】
砂工の見学や降雨体験、模型実験などの砂防教育を継続する
とともにハザードマップを活用した通学路や地域の危険箇所
点検など身近な防災教育も取り入れていく。
また、児童向け防災教育を通じて、各家庭の防災・減災の
取り組みに繋げていく。
9-4：
【市職員における地震防災に関する専門職員の長期的育成】 【人事課】
（１） 管理職対象の危機管理研修
【防災安全課】
（２） 一般職対象の危機管理研修（新規採用職員研修含む）
（３）心肺蘇生法、AED（自動体外式除細動装置）等の応急手
当に関する研修の実施
（４）救援部隊、物資の支援調整を行う人材育成
9-5：
【各家庭の防災意識の向上】
【防災安全課】
各家庭でハザードマップを活用した身の回りや自宅内の災
害リスクの確認、備蓄品や非常持ち出し品の準備、災害時に
おける家族の連絡方法、避難先、避難路の確認など、いざと
いう時への備えとして家族防災会議の取り組みを推進する。
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9-6：
【防災意識の向上】
【防災安全課】
地域ごとに（263 自主防災会を 15 地区にまとめた）仮称「地
域防災協議会」の設置を促す。地域の防災士を中心に、自主
防災会長、消防団、民生委員などをメンバーにして地域の防
災力向上を目指す。
また、市民の防災意識向上や避難力向上のため「市からの
避難情報」などの周知を目的に出前講座を積極的に実施する。
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5.2. 壊れないように強化する
第 10 条 住宅耐震化の推進
条例
市民は、地震による被害を未然に防ぐため、中津川市住宅耐震化促進条例（2009
年中津川市条例第 21 号）により自らが所有する住宅の耐震化に努めなければなら
ない。
指針
中津川市において『住宅』とされる建物は市内に約２.５万棟あり、そのうちの
約半数が昭和 56 年以前に建築されており、新しい耐震基準を満たしていない可
能性がある。住宅の倒壊は、直接生命を奪う危険性のみならず、緊急輸送路の寸
断などの２次災害にもつながる可能性がある。そのため危険な建物を把握し、早
急に耐震化を進めなければならない。
（実施計画）
10-1：
【木造住宅の耐震診断】
【都市建築課】
現在、実施している木造住宅の耐震診断の全額補助を継続
する。
10-2：
【木造住宅の耐震補強】
【都市建築課】
木造建築物耐震化事業（耐震補強）により、耐震化の必要
な建物や耐震シェルター設置に対する補助金制度など、耐震
化支援を行っていく。
10-3：
【普及・啓発活動】
【都市建築課】
六斎市や市主催イベントでの啓発や、建築士会の協力を得
て木造家屋密集地への戸別訪問（木造住宅耐震化ローラー作
戦）の実施や、広報や出前講座により住宅耐震への啓蒙活動
を行っていく。また、毎年重点地区を定め、普及啓発を実施
する。
※対象となる住宅は、普通家屋及びマンション等の住居を含む。
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第 11 条 家具転倒防止の推進
条例
市民は、自らが所有する住宅内の家具転倒防止に努めなければならない。
市は、家具転倒防止に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
指針
地震で家具が転倒すると、その下敷きになって命を落としたり、室内に物が散乱
して避難の妨げになる恐れがあります。大地震の負傷者のなかには、建物に特別な
被害がなかったものの、家具や家電製品の転倒・散乱によって逃げ遅れたり、室内
で怪我を負った人たちも多く含まれている。
そのような恐ろしい地震から身を守るためには、家具の固定や配置などの工夫を
行い、家のなかの安全確保をしておくことが必要である。
（実施計画）
11-1：
【要配慮者宅での取り組み】
防災士等によるボランティア団体、地域の自主防災会、消
防団、民生委員等が協力・連携しながら、要配慮者宅を訪問
し、家具の転倒防止を進めていく。
（市では取り付け金具を 1 世帯に付き 5 個まで現物支給）

【防災安全課】
【総合事務所】
【地域事務所】
【高齢支援課】

11-2：
【その他全戸対象】
【防災安全課】
防災訓練や出前講座等で家具転倒防止対策の啓発を継続し 【総合事務所】
て行う。
【地域事務所】
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第 12 条 公共建築物等の耐震化の推進
条例
市は、公共建築物の地震に対する安全性を確保するため、計画的に耐震化を行い、
市民が安心して利用できるように努めなければならない。
市は、橋梁、水道管、下水道管等の建築物以外の施設についても計画的に耐震化
を行うよう努めなければならない。
指針
公共建築物は、人々が集まる場であることも多く、また市の指定避難所に指定さ
れることもあるため、その安全性の確保は重要な課題である。またライフラインな
ど、生命を維持するための最低限の機能を災害時でも確保出来るようにしなければ
ならない。小中学校については、優先して耐震化を進めてきた経緯があるが今後は
その他の公共建築物についての耐震化に関する基本的な計画が必要である。
市の管理する建築物、土木構造物について、耐震化の必要性を検討し、耐震化計
画を行うものとする。
（実施計画）
12-1：
【学校関係施設の耐震化】
【学校教育課】
市立小中高校舎、体育館の耐震化率は 100％となった。幼
稚園、保育園については、坂本幼稚園、坂本保育園が新たに
こども園として統合され、新築されるため、完成後に 100％
となる。
12-2：
【公共建築物の耐震化】
【資産経営課】
2019 年 3 月現在で公共建築物の耐震化率は 83.8％である 【都市建築課】
2016～2017 年度にかけて市役所本庁舎の耐震化工事を行っ
た。引き続き、公共建築物の耐震化を図っていく。
12-3：
【水道施設の耐震化】
【水道課】
2013 年度より主要管路（上水道 50 ミリ以上、簡易水道 30
ミリ以上）と配水池の耐震化工事を実施し、2017 年度末で主
要管路の耐震化率は 11.6％、配水池は全容量の 58.7％となっ
た。引き続き、主要管路および配水池の耐震化を進める。
12-4：
【下水道施設の耐震化】
【下水道課】
処理場については、坂本浄化センターと苗木浄化センター
はレベル２地震動に対応しており、その他は、レベル１地震
動に対応している。2017 年度に中津川浄化管理センター管理
棟の耐震化工事が完了した。管路については、総延長の 67％
が塩化ビニール管で可とう性があり耐震に優れている。
可とう性の少ない陶管が約 3 割あるため、幹線管渠のうち
耐用年数が経過した路線から耐震性に優れた管渠に更新して
いく。
※レベル２地震動設計は、阪神淡路大震災地震を想定した設計。レベ
ル１地震動とは、中規模の地震で、その構造物が耐用年数中に一度
は受ける可能性が高い地震動のこと。
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12-5：
【橋梁の耐震化・長寿命化】
【建設課】
2013 年度に「中津川市橋梁長寿命化計画」を策定済。2018
年 12 月現在で市内の橋梁 877 橋のうち延長 15ｍ以上または
重要路線に架かる橋梁 365 橋を耐震化対象橋梁とし、第一次
緊急輸送路の 86 橋の耐震補強を完了した。2016 年度からは
第二次緊急輸送路の橋梁の耐震補強に取りかかっている。ま
た、5 年に 1 回 877 橋すべての法定点検を行っている。第一
次、第二次緊急輸送路を確保するうえで必要な橋梁の耐震補
強補修を最優先で進め、2022 年度 100％の完成を目指す。
12-6：
【特定建築物の耐震化】
【都市建築課】
「中津川市耐震改修促進計画」に記載のある特定建築物の
耐震化を指導する。
（学校に関しては 12－1 で別途計画する）
2017 年度改訂の「中津川市耐震改修促進計画」では特定
建築物の耐震化状況は、１号が 87.4％、2 号が 29％、3 号が
47.1％となっている。地震被害軽減を図るため、総合的な建
築物の耐震化対策を所管行政庁（岐阜県）と協議しながら、
2020 年の耐震化率を 95％とする目標に向け推進していく。
※特定建築物とは建築物の耐震改修の促進に関する法律の第 6 条各号
に規定される建築物をいう。
一

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事
務所、老人ホームその他多数のものが利用する建築物で、政令で定
める規模以上のもの

二

火薬類、石油類、その他政令で定める危険物貯蔵所または処理場

三

地震によって倒壊した場合その敷地に接する道路の通行を妨げる建
築物
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第 13 条
条例

指針

治山治水対策の推進
市は、集中豪雨、地震等による土石流、土砂流出、急傾斜地の崩壊、地すべり
等の災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、国及び県との連携をとりな
がら、ため池整備事業、治山事業、治水事業、河川事業、砂防事業、急傾斜地崩
壊対策事業、地すべり対策事業等を推進するものとする。
中津川市は急峻な山岳と急こう配の河川を有しており、地震防災対策強化地域に
も指定されていることから、地震災害、風水害などの自然災害に対する備えに計画
的に取り組む必要があります。

（実施計画）
13-1：
【ため池危険箇所の整備】
【岐阜県】
2017 年度までに市内全 783 箇所のため池を県および市で調 【農林整備課】
査した。調査結果を基に基準に満たないため池の防災対策を
進めている。このうち 3 箇所（根ノ上池、原ため池、二軒屋）
の耐震補強工事が完了した。引き続き、耐震補強工事を行っ
ていく。
13-2：
【用排水路の危険箇所の整備】
【農林整備課】
用排水路は、幹線水路の規模の大きいもので延長 415Km あ
り、順次、改修を進める。
13-3：
【国関連治山治水工事】
大規模砂防事業については、国直轄で取り組んで頂いてお
り、現在、市内では 23 事業が直轄砂防工事として実施中また
は計画されている。このため、実施中の事業については早期
完成を、計画されている事業については早期事業着手を国に
対して要望していく。

【国土交通省】
【農林水産省】
【建設課】
【農林整備課】

13-4：
【県関連治山治水工事】
【岐阜県】
『公共通常砂防事業』、『公共火山噴火警戒避難対策事業』、 【建設課】
『公共急傾斜地崩壊対策事業』、『公共治山事業』、『県単治山 【農林整備課】
事業』などの実施について県に要望していく。
治山事業については、公共、県単（保安林整備事業も含む）
事業により 2012 年度 36 箇所、2013 年度 19 箇所、2014 年度
24 箇所、2015 年度 16 箇所、2016 年度 20 箇所、2017 年度 16
箇所の工事が完了した。引き続き、対策工事を行っていく。
13-5：
【市関連治山治水工事】
【農林整備課】
山地での崩落対策や土石流などの下流域への災害対策とし
て砂防事業を促進するとともに、大雨などに耐え得る山づく
りのための山林の管理により、山地災害を防ぎ水源かん養な
ど治山・治水事業を推進する。
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13-6：
【災害に強い森林づくり】
【林業振興課】
「中津川市林業振興ビジョン」に基づき各種林業振興補助
制度を通じて適正な維持管理を促し、災害に強い森林づくり
を進める。

23

5.3.避難対策
第 14 条 観測及び伝達体制の強化
条例
市は、豪雨に対して雨量及び河川の水位の観測体制を強化するとともに気象
情報を早期かつ正確に把握し、その影響を的確に予測するよう努めなければな
らない。
市は、情報の迅速な伝達を市民に行うため、情報伝達システムの整備に努め
なければならない。
指針
観測情報として雨量及び河川の水位情報などについては、引き続き関係機関
等と連携を継続し、その情報の伝達手段としては防災行政無線、携帯電話、メ
ールなどすでに進めている手法を含めて、より効果的な方法の検討を行う。
（実施計画）
14-1：
【市民安全情報ネットワークの改良・普及・啓発活動の実 【広報広聴課】
施】
【防災安全課】
現在、市民安全情報ネットワークにて、気象情報などをメ
ールにてお伝えしている。気象庁からの気象情報、国・県の
河川水位に関する情報など気象に関する各種情報について、
すでに提供・共有できているものはそのまま継続する。特別
警報の施行に伴い市民安全情報ネットワークメール配信機
能を修正した。引き続き、改良・普及・啓発活動を行ってい
く。
【防災安全課】
【教育企画課】
14-2：
【緊急地震速報自動受信システム配備】
緊急地震速報については、防災行政無線の J アラート屋外
放送で補完している。また、防災行政無線戸別受信機を全校
に配布した。引き続き、適正に運営していく。
【岐阜県】
【建設課】
14-3：
【河川水位観測体制の強化】
【防災安全課】
全国各地で頻発している記録的豪雨や土砂災害に備え、河
川の水位監視体制を強化する。
危機管理型水位計を 2018 年度に 11 河川に設置予定。今後
も監視が必要な河川への設置を進める。
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【防災安全課】
【定住推進課】
14-4：
【防災行政無線の市内全域整備】
デジタル方式の防災行政無線を 2014 年 3 月に供用開始し
た。親局 1 式、中継局 3 式、屋外スピーカー200 局を整備し
た。戸別受信機を自主防災会長、市内公共施設、災害協定締
結先へ配布した。付知・蛭川・福岡・坂下・川上・山口・阿
木はエリアトークを整備した。加子母は光回線を利用した地
域情報端末を整備し、戸別受信機で緊急放送を受信できるよ
うになった。また、防災行政無線に J アラートからの自動起
動装置を整備した。これにより国からの気象警報、緊急地震
速報、武力攻撃情報が 24 時間、自動で瞬時に防災行政無線
で放送できるようになった。また、市公式ウェブサイトの総
合ページに市民安全情報ネットワークで配信した警報情報
などの緊急情報を表示する機能を追加した。引き続き、適正
に維持管理し、新たなシステムも検討する。

14-5：
【緊急速報メールによる伝達】
主要携帯電話事業者 3 社（docomo、au、softbank）と緊急
速報メールの契約を締結した。これにより市内に滞在中の携
帯電話に「避難勧告」等の緊急情報が配信可能となった。引
き続き、適正に運用していく。

【防災安全課】

14-6：
【無線通信の確保（拠点間通信）】
【防災安全課】
アマチュア無線の団体構成員に災害無線通信奉仕協力員
の委嘱を行い、災害時の協力体制について確認を行った。
2016～2017 年度にデジタル簡易無線機 32 台と災害対策本部
用の衛星携帯電話 1 台を購入した。引き続き、新たな通信手
段の調査・検討を続ける。
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14-7：【情報伝達の複数化】
【情報政策課】
2017 年度から、ヤフー災害情報ブログを始めた。これによ 【防災安全課】
り、イントラネット使用不能時でも情報発信ができるように
なった。また、新たな情報発信の手法についても検討してい
く。
14-8：
【モバイル端末による情報取得・共有】
【防災安全課】
中津川市防災気象情報の web 配信によりスマートフォン
やタブレット端末での情報取得が可能となった。防災行政無
線で緊急情報を放送した場合は、市民安全情報ネットワーク
メールでも同内容を配信している。引き続き、適正な情報配
信に努める。
14-9：
【外国語での情報伝達】
【防災安全課】
2018 年 1 月末現在の外国人登録者数は、798 人となってい
る。公益財団法人岐阜県国際交流センター作成の防災ガイド
（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語）を市民課窓口
に設置した。また、携帯電話の翻訳機能の活用を勧める。多
言語での防災情報発信は、課題が多くできていないが、引き
続き、検討を行っていく。
14-10：
【情報弱者への伝達手段の確保】
【社会福祉課】
情報弱者への伝達は、防災行政無線の戸別受信機や広報車 【防災安全課】
による音声放送、テレビのデータ放送、消防団による広報活
動、自主防災会による電話連絡網などにより行う。防災ラジ
オなど他市の調査検討もしたが高額な投資が必要となり、す
ぐには導入ができないため、避難行動要支援者の情報開示同
意や個別計画策定を進める。また、引き続き、有効な手段の
調査・検討を行っていく。
14-11：
【観光客等への伝達手段の確保】
【観光課】
携帯電話事業者 3 社（docomo、au、softbank）の緊急速報
メールや市ホームページ、ヤフー災害情報ブログにより市内
滞在者に伝達する。雨量情報や河川水位情報が必要となる観
光地には、各観光協会と連携し、市防災気象情報等を速やか
に伝達できる体制をつくる。
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第 15 条 避難
条例
市は、広域な市域に対して臨機応変に現場主義に基づき、地区単位で避難勧告等
が発令できるよう、体制づくりに努めなければならない。
市民は、災害に関する情報に留意し、危険を認知したときは自主的に避難すると
ともに、市から避難準備・高齢者等避難開始の情報の提供又は避難勧告若しくは避
難指示（緊急）の発令があったときは、これに応じるものとする。
指針
中津川市は南北に広く、北部の加子母地区と南部の阿木地区では気候も異なるこ
とが多い。そのため各地区において情報を伝達する体制づくりを推進し、地区単位
で避難に対応できる仕組みを構築する。
（実施計画）
15-1：
【現場主義に基づく避難対応の確立】
【防災安全課】
避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難 【総合事務所】
指示（緊急）
）は、災害対策基本法に基づき、市町村長が発令 【地域事務所】
するものと定められている。気象情報等がより精度の高いも
のとなったため、避難情報等地区を絞って発令する。
15-2：
【避難勧告・指示を出す基準の整備】
【防災安全課】
避難情報を発令する基準は、国の避難勧告等判断・伝達マ
ニュアル作成ガイドラインに沿ったものを整備した。土砂災
害については、
「土砂災害警戒情報」の発表により該当地区に
避難情報を発令する。浸水害については、木曽川、中津川が
水防法による水位周知河川に位置づけられているため、水位
設定により浸水想定区域に避難情報を発令する。また、新た
に危機管理型水位計を設置する河川についても、避難判断水
位等の設定により、避難情報を発令する。
15-3：【市民の取るべき行動】
【防災安全課】
近年、全国各地でゲリラ的豪雨が頻発しており、当市にお 【自主防災会】
いても、大雨による避難情報の発令頻度が増しているが、避
難情報を発令しても適切な避難行動をとる市民は少なく、河
川の氾濫や土砂崩れが発生した場合、多くの犠牲者が出てし
まう恐れがある。
このため、関係機関や自主防災会と連携し、
「自助」
「共助」
の推進と避難の重要性を周知し、避難カードの作成などによ
り、災害の種類や程度によって、自宅の２階や地域の集会所、
市指定避難所など、どこに避難するか、避難方法をあらかじ
め決めておく取り組みを推進していく。
また、避難情報が発令されていなくても、気象情報や災害
情報により自己判断した際や危険を察知した際に自主避難す
ることを推奨し、市は、指定避難所の開設について柔軟に対
応していく。
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第 16 条 避難マニュアルの作成等
条例
市は、避難マニュアルを作成するための原案を作成し、自主防災組織に提供しな
ければならない。
自主防災組織は、市から提供された避難マニュアルの原案をもとに、地域の実情
に応じた、各自主防災組織の避難マニュアルの作成に努めなければならない。
指針
避難指示が発令された場合、どこを通ってどこへ逃げればよいのか、地域特性を
考慮した、地域ごとのマニュアル整備が必要である。マニュアルは、避難を含めた
全般的な内容とし、
「防災・減災マニュアル」として整備する。
マニュアルの有用性を高める観点から実際にマニュアルを利用した訓練（28 条
災害対策訓練）を実施する。
また、平常時での防災・減災を含めた防災意識向上を図る内容を記載する。
（実施計画）
16-1：
【地域防災・減災マニュアルの整備】
【防災安全課】
（１）市は「地域防災マニュアル（地区編、自主防災会編）」に 【自主防災組織】
記載するべき内容を網羅した原案を 2012 年度に作成配布し
た。今後は、地区での作成（修正）を促していく。
（２）地域自主防災組織は、原案に基づいて、各地域の特性を
考慮し、以下の点を明らかにする。
・ 危険箇所
・ 避難経路
・ 一時避難場所 等
（３）地域自主防災組織は、訓練時の項目として以下の点を明
らかにする。
・ 防災資機材の点検
・ 防災訓練の実施
・ 図上訓練の実施
・ 地域住民の安否確認の手法
・ 各家庭への安全対策の呼びかけ
・ 情報の収集、伝達
・ 救出、救助、避難誘導、避難所運営 等
16-2：
【職員災害マニュアル整備】
【防災安全課】
「中津川市地域防災計画 災害時職員初動マニュアル」の改 【関係各課】
訂を行い、2014 年度に再整備済みである。
（１）防災・減災の推進
（２）災害予防計画の明確化
（３）現場主義に基づいた分かりやすい行動指針
（４）地域避難マニュアルとの連携を図る
災害時職員初動マニュアルについては、市地域防災計画の
修正に併せて、常に最新の状況に見直しをかけていく。市職
員は、災害発生時に通常業務と防災業務を兼ねることとなる
ため平常時から自らの所属部署の担当業務を確認しておく。
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第 17 条 避難行動要支援者対策の推進
条例
自主防災組織及び市は、災害時に備えて、避難行動要支援者に配慮した次の各号
に掲げる対策を講ずるよう努めなければならない。
（１）避難行動要支援者の台帳及びマップの作成
（２）避難行動要支援者の避難支援体制の確立
指針
災害時要援護者（避難行動要支援者）の定義を明確にし、適切な支援がおこなえ
るように情報の収集整理、マップの作成、マニュアルの整備・見直し、関係各機関
の連携などを実施する。
（実施計画）
17-1：【支援マニュアルの整備】
【市民福祉部】
2015 年 1 月に中津川市避難行動要支援者避難計画を策定済 【防災安全課】
み。PDCA サイクルにより見直しを行う。
17-2：【避難行動要支援者支援マップ及び台帳の作成】
【市民福祉部】
避難行動要支援者名簿（台帳）については、平常時非開示 【防災安全課】
名簿は、1 月と 9 月に市福祉関係情報を基に更新している。 【自主防災組織】
個人情報開示同意の得られた名簿については毎年、最新名
簿を自主防災会長と民生委員に配布している。個人情報開示
同意を得られているのは、避難行動要支援者の約 2 割である
ため、関係機関、自主防災会、民生委員と連携し、個人情報
開示の同意と個別計画の作成を推進する。
各地区のマップ作成については、がんばる地域サポート事
業で補助を行っている。引き続き、名簿の更新とマップ作成
支援を行っていく。
※『避難行動要支援者』とは、本市に居住する要配慮者のうち災害時
等に避難勧告など災害に係る情報の入手が困難な者、自力で避難で
きない者および避難に時間を要する者等で、支援する家族がいない、
または家族などの支援だけでは避難が困難で、円滑かつ迅速な避難
の確保を図るために特に支援を必要とする者。
①要介護認定 1～５を受けている者
②身体障害者手帳３級以上を所持する者
③療育手帳 A・B を所持している知的障がい者
④精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者
⑤市の生活支援を受けている難病患者
⑥75 歳以上の一人暮らしの老人、高齢者世帯
⑦上記以外で自治会等が支援の必要を認めた者
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5.4.避難所の設置と運営
第 18 条 指定避難所設備の整備
条例
市は、指定避難所として定められた施設について、避難所における生活に必要な
機能の整備を計画的に進めなければならない。
指針
2005 年の市町村合併以前に定められた避難所がほとんどであり、指定の基準・時
期もさまざまである。場所としての避難地、宿泊もできる避難所など、それぞれの
役割を明確にし、必要な設備を確保しなければならない。
（実施計画）
18-1：
【指定避難所の最適化（電気・トイレ・水）】
【市民福祉部】
第一中学校、加子母中学校においてモデル避難所として防 【文化スポーツ部】
災機能強化工事を行った。内容は防災備蓄倉庫、防災備蓄資 【教育企画課】
材、シャワー室、非常用かまど付きベンチ、屋内運動場用非
常用発電機、防災井戸、マンホールトイレなどを整備した。
他の学校施設や避難所についても、施設の建替え時や下水
道管更新時などに避難所の設備設置を検討していく。
18-2：
【マンホールトイレの設置・仮設トイレの設置】
【下水道課】
第一、第二、加子母中学校、東、南、西小学校にマンホー
ルトイレシステムを設置。流下型が 10 基、貯留型が 73 基、
計 83 基が設置済み。苗木交流センターにも移転新築時にマン
ホールトイレシステムを設置した。他の施設も移転新築時等
に設置を進めていく。
18-3：
【食糧備蓄計画の見直し】
【防災安全課】
防災備蓄整備計画（10 カ年）の見直しを行った。市内大手
量販店６社と「災害時物資の調達に関する協定」を締結し、
品目等を定めた。引き続き、量販店等との協定締結を進めて
いく。
18-4：
【一時避難所の整備（電気・トイレ・水）
】
【防災安全課】
災害時に一時的な避難所として市内ゴルフ場と協定を締結 【自主防災組織】
した。各地区の集会所等を一時避難所として確認し、ハザー
ドマップに位置を示した。イエローゾーン、レッドゾーンに
かかる集会所は、風水害時に一時避難所には適さない旨を周
知していく。継続して民間企業との協定締結について検討す
る。
大規模災害時には、すべての避難者を指定避難所で受け入
れることは困難であり、さらに指定避難所まで距離のある方
や障がいのある方、高齢者など、避難者の状態によっては、
地域の集会所、公民館を避難所として活用する方が安全で、
より良い環境で避難生活が送れる場合もあるため、各地域に
おいて、一時避難所を避難所として活用することを検討して
頂く。
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18-5：【被災者支援対策】
【防災安全課】
岐阜県市町村行政情報センターから提供された西宮市が開
発した被災者支援システムを導入した。システムの操作研修
や訓練を行っていく。
18-6：
【備蓄倉庫運用マニュアル整備】
【防災安全課】
地域に設置している備蓄倉庫には、主に救助資機材を備蓄 【自主防災組織】
している。緊急時に確実に活用できるように、鍵の所在、運
用方法、備蓄品のチェックなどの管理方法を地域の実情に合
わせ明らかにしておく。
18-7：【救護所開設マニュアル整備】
【健康医療課】
救護所設営を盛り込んだ中津川市保健活動マニュアルを
2020 年度末までに完成させる。
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第 19 条 指定避難所の運営
条例
市は、自主防災組織、指定避難所施設の管理者等と連携して当該指定避難所の円
滑な運営に努めなければならない。
市は、指定避難所の円滑な管理運営を図るため、避難所運営マニュアルを作成す
るものとする。
市は、指定避難所での避難生活が困難な被災者のために、社会福祉法人等と連携
して福祉避難所の設置運営に努めなければならない。
指針
指定避難所の適切な運営のため各種マニュアルを整備し、そのマニュアルの実効
性を高めるための訓練を実施しなければならない。また、避難所での各種情報の収
集や共有化の仕組みを構築する。
（実施計画）
19-1：
【避難所開設マニュアル整備】
【防災安全課】
2018 年 3 月末現在、マニュアル策定済みの避難所は、17 【施設管理者】
箇所。未策定の避難所も順次、自主防災会長、防災士、民生 【自主防災組織】
委員、施設管理者など地域の関係者とともに委員会を立ち上
げ、避難所開設・運営マニュアルを完成させるよう促してい
く。近年、各地で災害が発生した際、車の中で避難生活を送
る方も多くいるため、避難所開設・運営マニュアルにもその
対応策を記載するよう促していく。
また、マニュアルひな形及び策定済みの各避難所マニュア
ルについても、毎年、検証及び見直しを行う。
19-2：
【要配慮者受け入れマニュアル整備】
【市民福祉部】
避難所開設運営マニュアルにおいて、要配慮者スペースの 【学校教育課】
確保や受入れ体制について記述した。また、社会福祉協議会 【社会福祉協議会】
では福祉避難所開設運営マニュアルを作成し、マニュアルに
基づいた訓練を行い、PDCA サイクルによりマニュアルを見
直していく。
19-3：
【避難者受け入れ及び安否確認】
【市民福祉部】
岐阜県市町村行政情報センターが提供している被災者支援 【防災安全課】
システムに住民基本台帳データを取り込める機能があり、避
難所で避難者受入れの際に照合ができることとされている
が、情報を一元管理するためのサーバとクライアント端末を
イントラネットで扱う環境が整っていないため、引き続き、
調査検討を行っていく。
19-4：
【各種マニュアルの有効性の確認と啓発】
防災訓練時などに各種マニュアルの有効性の確認と啓発を
実施した。社会福祉協議会ではマニュアル作成と同時に確
認・啓発の手法も検討した。避難所開設運営マニュアル作成
済の自主防災会等では、マニュアルに基づく開設訓練を行っ
た。引き続き各種マニュアルの有効性の確認と啓発を行う。
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【市民福祉部】
【防災安全課】
【社会福祉協議会】
【自主防災組織】

5.5.応援の要請、受入
第 20 条 応援協力体制の推進
条例
市は、災害が発生した場合に効果的な支援体制を確立するため、必要に応じて事
業者及び自治体と災害時応援協力の協定を締結するとともに、あらかじめ応援要請
マニュアルを作成するものとする。
指針
東日本大震災のような広域災害において、現在の協力体制のみでは対応できない
場合があることが確認された。そのため、市内・近隣はもとより、より広域的な視
点から応援の要請、受け入れ体制の見直しが必要である。
（実施計画）
20-1：
【応援協力体制の強化（市役所内部）
】
【防災安全課】
市地域防災計画をもとに災害対策本部において連絡体制の 【関係各課】
確認を行った。市役所内部の応援体制については災害時職員
初動マニュアルおよび市業務継続計画（BCP）に掲載した。
職員研修を通じてマニュアルの周知を行っていく。
20-2：
【応援協力体制の強化（他市及び上位機関）】
【防災安全課】
防災基本計画、岐阜県地域防災計画において広域的な応援
協力体制が求められている。
2014 年度に伊勢市、2015 年度に下呂市及び木曽郡６町村災
害時相互応援協定を締結した。岐阜県内全市町村の応援体制
については、2017 年度にブロック単位で、隣ブロックからの
応援体制をとれる協定に締結し直した。引き続き、応援体制
の強化を図っていく。
20-3：
【応援協力体制の強化（防災上重要な機関）】
【防災安全課】
2013 年度に自衛隊、国土交通省、岐阜県、警察、消防本部、 【消防本部】
消防団、協定締結団体との総合防災訓練を行った。2014 年度
には、中津川市大規模災害時受援計画を策定し、2017 年度に
は計画に基づいた中部ブロックの受援訓練を行った。今後も
合同訓練等により協力体制の強化を図っていく。
20-4：
【自主防災組織連携体制の強化】
【防災安全課】
自主防災組織の強化のために防災士養成講座により防災士 【自主防災組織】
を養成した。また、自主防災組織間の連携強化のため、地区
ごとに、自主防災会長、防災士、民生委員、消防団などを構
成員とした地域防災協議会の立上げを促した。全地域での地
域防災協議会の立上げを目指していく。
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第 21 条 災害ボランティア活動への支援
条例
市は、災害が発生した場合においては、中津川市社会福祉協議会と連携して災害
ボランティアによる被災者への支援活動の円滑な実施を支援するため、活動拠点の
提供や情報の共有及び災害ボランティアの受入れ体制の整備に努めなければなら
ない。
市民は災害が発生した場合においては、災害ボランティアによる活動に対して協
力するよう努めなければならない。
指針
地域防災計画により、ボランティア活動は社会福祉協議会を中心に取り組むこと
となっている。災害対策本部との連携なども重要となってくるため、責任の所在等
を含めたマニュアルの整備が必要である。
（実施計画）
21-1：
【
『災害時福祉ボランティア活動計画』の再整備】
【社会福祉協議会】
災害時ボランティア活動計画の第二期行動計画を整備し
た。第二期行動計画の実証訓練を行い、第三期行動計画に向
けて見直しを検討する。
21-2：
【
『災害ボランティアセンター運営マニュアル』の再整備】 【社会福祉協議会】
災害ボランティアセンター運営マニュアル再整備は、2017 【防災安全課】
年度末に完成。活動拠点の確保、他ボランティア団体等との
連携、資機材および受入れ施設について網羅している。
マニュアルに使用する様式等を県社協様式に合わせた。マ
ニュアルに基づいた訓練を行い、PDCA サイクルによりマニ
ュアルを見直していく。
21-3：
【災害ボランティア活動に関する防災教育の実施】
【社会福祉協議会】
マニュアルに沿った災害ボランティアセンター運営訓練を
実施するとともに、出前講座等を通じて市民への周知も図っ
た。引き続き、訓練および市民周知を図っていく。
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第 22 条 医療機関との連携
条例
市は、医療機関と連携して災害時における応急医療体制を確立するとともに、応
急医療活動に必要な施設及び設備を整備し、必要な物資、医薬品等を備蓄するよう
努めなければならない。
指針
医師会・歯科医師会・薬剤師会との連携を図り、時間経過に応じた医療・救護活
動が実施できるよう体制を整備する。
（実施計画）
22-1：
【医師会・歯科医師会・薬剤師会との協定】
【健康医療課】
2005 年 3 月に恵那医師会と災害時における医療救護活動に
関する協定を締結した。2007 年 12 月には、中津川歯科医師
会と災害時の歯科医療救護協定に関する覚書を締結した。
2012 年 3 月には、薬剤師会と災害時の医療救護活動に関する
覚書を締結した。協定、覚書の活動が円滑に行えるよう医師
会、歯科医師会、薬剤師会と必要に応じて情報交換を行って
いく。
22-2：
【医薬品等の整備】
【健康医療課】
指定避難所での医薬品の備蓄は実施しないが、災害時は恵
那医師会等と連携し医薬品等を調達する。災害発生初期段階
では、平時の備蓄医薬品で対応する。
（市民病院では、常時 3
日分の医薬品をストックしている）
22-3：
【医療機関の機能強化】
【病院事業部】
市民病院では、定期の災害対応訓練を実施しており、さら 【健康医療課】
に DMAT チームは、日々専門技術の向上を図っている。市民
病院では、患者用非常食及び飲料水を 3 日分それぞれ備蓄し
ている。
大規模災害発生時には、地域の拠点病院として傷病者を受
け入れ治療に専念するため、避難所として一般の避難者の受
け入れは行わない。
また、広報誌やホームページなどにより、大規模災害発生
時には、一般の避難者を受け入れないことを市民に周知し、
理解を求めていく。
なお、市民病院は、東濃地域の災害拠点病院に指定されて
いる。
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第 23 条 救援体制の推進
条例
市は、交流事業を行っている自治体又は災害時相互応援協定を締結している自治
体が災害により被災した場合は、必要に応じて救援及び支援活動を行うものとす
る。
前項以外の自治体が被災した場合において、市長及びなかつがわ全市災害救援対
策本部が必要と認めた場合は、救援及び支援活動を行うものとする。
市民は、被災地への支援物資の提供、ボランティア活動等に協力するよう努めな
ければならない。
指針
各自治体との災害時相互応援協定などは市役所が中心となって進める。また、災
害時の救援、ボランティア活動は、社会福祉協議会などの各組織との連携が重要で
ある。役割分担を明確にするとともに、連絡体制などの見直しを進めなければなら
ない。
（実施計画）
23-1：
【救援体制の確立】
【人事課】
災害応援協定締結先自治体の支援については、災害の規模
や先方のニーズによっても応援体制が左右されるため画一的
なマニュアルの作成は難しいが、災害毎に状況に応じた救援
体制をとり行動する。
23-2：
【社会福祉協議会との連携体制の見直し】
【社会福祉協議会】
ボランティアによる他地域への支援を行う場合、社会福祉
協議会と協力して、ボランティアチームを編成する。活動に
際しては受け入れ先の体制を確認し、人命の安全を確保する。
また、他の救援部隊との連携を図り、適切な支援を行うた
めの体制の見直しを実施する。
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5.6.仮設住宅計画
第 24 条 仮設住宅の提供
条例
市は、東海地震、東南海地震、南海地震、阿寺断層帯における直下型地震及び大
規模災害の被害想定に基づき、仮設住宅の建設用地の確保に努めなければならな
い。
市は、大規模災害等の発生に備え、あらかじめ建設場所を指定した仮設住宅整備
計画の作成に努めなければならない。
指針
被害想定をもとに必要な仮設住宅の最大戸数を明確にし、建設用地を複数選定す
る。また、地域住民に配慮した地域ごとの建設用地を確保しなければならない。
入居手続き、被災前のコミュニティの維持に配慮した入居者配置を定めた「仮設
住宅入居マニュアル」の整備を進める。
（実施計画）
24-1：
【建設用地の整備】
【防災安全課】
大規模災害時における迅速な応急仮設住宅供給のための
「建設可能用地個別台帳」および「配置計画」を作成した。
用地は市有地が原則であり、学校グラウンドと公園がほとん
どである。必要に応じて見直しを行っていく。
24-2：
【施設カルテによる仮設住宅建設候補地の選定】
【防災安全課】
2011 年度に作成した施設カルテをもとに中津川市の所有
する土地の再確認を行い、仮設住宅建設用地となり得る場所
の選定を進める。
選定場所については最大被害想定に見合ったものでなけれ
ばならない。学校グラウンド、公園以外でも検討をしていく。
24-3：
【仮設用テントの整備】
【防災安全課】
市で大型のエアーテントを 1 基保有。災害ボランティアの
活動拠点や食料一時保管場所、物資配給所としての使用も可
能である。引き続き、仮設テント整備を検討していく。
24-4：
【ライフラインの確保】
【環境水道部】
管工事組合（水道）
、LP ガス協会、石油商業協同組合、NTT 【防災安全課】
岐阜支店と災害時に関する協定は締結済みである。引き続き、
必要な協定締結を検討する。
24-5：
【仮設住宅入居マニュアル整備】
【都市建築課】
2012 年度に共同住宅経営者協議会と民間賃貸住宅を仮設 【防災安全課】
住宅として使用する協定を締結した。仮設住宅建設について
は 2017 年 3 月に岐阜県が策定した建設マニュアルを準用でき
る。災害時に入居できる供給用公営住宅は調査済みであるが、
入居マニュアル策定には至っていない。引き続き、入居マニ
ュアルを調査検討する。
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5.7.応急復旧、本復旧
第 25 条 応急復旧対策及び本復旧対策
条例
市は、災害が発生した場合においては、速やかに災害応急復旧活動を行うため、
次に掲げる事項を実施するものとする。
（１）市民及び事業者の協力を得て、国、県及び防災関係機関とともに必要な措置
を講ずる体制を確立すること。
（２）必要に応じて第 20 条に規定する協定の締結者へ応援要請を行うこと。
（３）ライフラインの確保及び復旧について関係する団体との連絡体制を確立し、
対策を行うこと。
（４）市が指定した防災井戸を活用し、飲料水を確保すること。
（５）復興に向けてがれき等の撤去処理を円滑に行うための災害廃棄物処理計画を
作成すること。
市民及び事業者は市の行う復旧対策に協力するとともに、相互に協力して速やか
な生活及び事業の再建並びに被災地の復興に努めなければならない。
指針
速やかに状況を把握するために地理情報システムを有効活用し、災害状況に応じ
て最適な復旧マニュアルを整備する。
被災者人命救助マニュアル、防災井戸の活用、企業 BCP 策定の促進を行う。
（実施計画）
25-1：
【災害規模の早期把握】
【防災安全課】
市役所内のイントラネットを使用した「防災情報集約シス
テム」を 2013 年度に導入した。
※各出先事務所で入力した被害情報を一元管理できるシステム。

25-2：
【復旧マニュアル整備】
【防災安全課】
把握した災害規模・状況によって、対策を速やかに実施す 【関係各課】
るための各種マニュアル等を整備するとともに関係機関との
連携を強化する。
（１）住宅等の復興計画
中津川市地域防災計画に盛り込まれている。
（２）公的施設などの復旧計画
中津川市地域防災計画に盛り込まれている。
（３）事業継続のための資金融資計画
中津川市地域防災計画に盛り込まれている。
（４）大規模災害の復旧計画
中津川市地域防災計画に盛り込まれている。
（５）災害廃棄物処理計画
2012 年 7 月に基本計画を作成済みであるが、岐阜県計画
に基づき基本計画に代わる処理計画を 2018 年度に策定す
る。
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25-3：
【防災井戸の活用】
【防災安全課】
市内 86 カ所の民家の井戸を防災井戸に指定済み。そのうち
設置が可能な 33 カ所に手押しポンプを設置済み。
（53 カ所は
井戸の位置などにより手押しポンプ設置不可能）
防災井戸は、3 年に一度、水質検査 11 項目を実施し、水質
により飲料水と生活用水に分けている。引き続き、３年に一
度、すべての防災井戸の水質検査を実施していく。
25-4：【BCP（事業継続計画）策定の促進】
2017 年 6 月に中津川市役所業務継続計画（BCP）を策定し
た。今後、市 BCP 計画に沿った訓練を実施し、PDCA サイク
ルにより見直しを図っていく。市内企業等へも策定に向けた
啓発を行っていく。
※事業継続計画（Business Continuity Plan）：企業が自然災害、大火災、
テロ攻撃など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あるいは早期復旧を
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、手段などを取り決めておく計画のこと。

39

【市長公室】
【総務部】
【工業振興課】
【商業振興課】

第 26 条 緊急輸送の確保
条例
市は、災害が発生した場合においては、火災の消火、被災者の救難及び救助その
他の応急対策を的確かつ円滑に実施するための緊急輸送を確保するため、車両等の
調達に関し対策を講ずるとともに、国、県、他の地方公共団体及び防災関係機関と
の調整を行うよう努めなければならない。
市民は、災害が発生した場合においては、緊急輸送の確保を行うため次に掲げる
事項を実施するよう努めなければならない。
（１）車両の通行規制その他の交通規制を遵守すること。
（２）交通の規制が行われていない道路においても、路上の危険を防止すること。
（３）緊急通行車両の通行の妨げとならないよう、車両の使用を自粛すること。
指針
緊急輸送道路は現在第１次、第２次、第３次に区分し指定されているが、基本的
に市役所及び病院、各総合事務所等を結ぶものとなっている。さらに指定避難所へ
の緊急輸送路などを明確にし、緊急時の輸送を確保しなければならない。
また緊急時には輸送の確保が重要であることから、住民への周知徹底が重要課題
となっている。さらに道路以外の輸送手段についても確保することが重要である。
（実施計画）
26-1：
【緊急輸送道路の危険度調査】
【建設部】
緊急輸送道路沿いの危険として、以下のものを調査する。 【リニア都市政策部】
（１） 周辺の非耐震建物の状況
GIS の建築確認システムにより把握している。引き続
き、把握していく。
（２） 看板などの設置状況（飛散防止）
屋外広告物については、申請書を管理するシステムを
導入済み。
事故防止対策として、屋外広告物の許可期間更新申請
時に提出される有資格者による点検報告書により、老朽
化による倒壊落下等の恐れがある看板は、改修・撤去等
の適切な措置を講ずるよう指導を行っている。
（３） 周辺の危険物取り扱い施設の状況
危険物取扱施設リストは、市地域防災計画資料編に掲
載されている。位置情報も消防情報支援システムに入力
した。2014 年度から供用している消防本部の消防情報支
援システムでは地図上の危険物施設の詳細情報が表示
できるようになっている。
（４） 橋梁の状況（老朽化、耐震）
2013 年度に橋梁長寿命化計画を策定した。2018 年 12
月現在で市内橋梁 877 橋のうち延長 15ｍ以上または重要
路線に架かる橋梁 365 橋を耐震化対象橋梁とし、第一次
緊急輸送路の 86 橋の耐震補強を完了した。2016 年度か
らは第二次緊急輸送路の耐震補強に取りかかっている。
また、5 年に 1 回 877 橋すべての法定点検を行っている。
引き続き、実施していく。
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【都市建築課】

【管理課】

【消防本部】

【建設課】

（５） トンネル、横断歩道橋の状況（老朽化、耐震）
【建設課】
市が管理するトンネルは 5 カ所、横断歩道橋は 8 カ所。
5 年に 1 回法定点検を実施している。引き続き、実施し
ていく。
（６） 電柱及び架線状況
【管理課】
市道占有申請の中電柱、ＮＴＴ柱の申請（新規・廃止・
更新など）をデータ管理することで引き続き把握してい
く。
（７）その他危険の可能性のあるもの
【防災安全課】
緊急輸送路にかかる土砂災害警戒区域等を把握した。
26-2：
【物資輸送ヘリポートの整備】
【防災安全課】
緊急輸送道路の指定状況から、輸送の困難な地域や、災害
時に孤立の危険のある地域を特定し、ヘリコプターによる物
資輸送を行うためのヘリポートを整備する。（2018 年時点で
防災航空隊ヘリポート 11 箇所、ドクターヘリ臨時離着陸場
38 箇所が指定されている）
26-3：
【
『道路整備基本計画』に沿った道路網整備】
【建設課】
2017 年度に「道路整備基本計画」の見直しを行った。引き
続き、計画に基づき道路整備を実施していく。
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第 27 条 危険度判定
条例
災害を受けた建築物及び宅地（以下この条において「被災建築物等」という。）
の所有者又は管理者は、当該被災建築物等が余震等により倒壊すること等により生
じる災害を防止するため、市が実施する危険度判定（被災建築物等の危険度の応急
的な判定をいう。）に協力するとともに、その判定結果に応じ避難し、又は応急の
補強等の対策を実施するよう努めなければならない。
指針
応急危険度判定士によって、倒壊などの危険度判定を応急的に実施することとな
っているが、その内容や調査後の張り紙の意味などをあらかじめ周知しておかなけ
ればならない。また、建物データなどの整備をおこない、緊急時に適切な判定調査
が実施できるよう、地理情報システムの活用を推進する。
『判定ステッカー』（応急危険度判定協議会 HP より）

（実施計画）
27-1：
【補強等の支援対策】
【都市建築課】
GIS マップに建築物データを入力できるシステムを導入
し、被災建築物の危険度判定結果も入力できる。住家等の被
害調査（罹災証明発行の調査）結果も入力できるようになっ
ており、マニュアルがなくても、短時間での判定別振り分け
が可能となっている。引き続き、システムを活用していく。
27-2：
【判定ステッカーの住民への周知徹底】
【都市建築課】
建築士会の協力を得て、防災訓練などで市民への周知を図
っている。引き続き、周知を図っていく。

42

5.8.災害対策訓練
第 28 条 災害対策訓練の実施
条例
自主防災組織は、防災関係機関と連携し、地域の実情に即した防災訓練を立案し
て実施するよう努めなければならない。
市民は、自主防災組織が実施する防災訓練に参加するよう努めなければならな
い。
市は、自主防災組織が実施する防災訓練の企画及び実施について支援するよう努
めなければならない。
指針
本計画に定める各種マニュアルを基本とした災害対策訓練を行い、有効性及び実
現性を確認するとともに、問題点を抽出して各種マニュアルの見直しを実施しなけ
ればならない。訓練は、市・企業・自主防災組織がそれぞれ実施するとともに、連
携することが重要である。
（実施計画）
28-1：
【地域防災・減災マニュアルに沿った訓練】
【防災安全課】
防災・減災に関するマニュアルを作成済みの地区ではマニ 【自主防災組織】
ュアルに沿った訓練を行っている。訓練には消防団の協力の
ほか、管工事組合、NTT 岐阜支店など関係機関に参加頂いて
おり、引き続き、関係機関や地域企業へ参加協力を呼びかけ
る。こうした取り組みを全地区に広げていくため、全自主防
災会で個別の避難等のマニュアル整備と作成したマニュアル
の有効性を確認し、周知を図るための訓練の実施を推進する。
また、地域によっては、マニュアル作成や防災訓練の企画
立案に防災士に関与して頂いているところもあり、こうした
取り組みも全地域に広げていく。
28-2：【避難行動要支援者への対応】
【市民福祉部】
防災訓練の実施、各種防災講演会、出前講座等を開催し、 【防災安全課】
避難行動要支援者の避難支援訓練実施を呼びかけている。引 【自主防災組織】
き続き、訓練実施を呼びかけていく。
28-3：
【観光客への対応】
【観光課】
実際の観光客や外国人を含めた訓練は困難であるため、仮
想の観光客（地理に詳しくない）や外国人（日本語が通じな
い又は字が読めない）を想定し、各観光協会と連携して観光
客の避難を想定した防災訓練の実施を実施する。
28-4：
【情報伝達訓練】
【防災安全課】
防災訓練時に携帯電話からのメール送信により避難状況報 【自主防災組織】
告（参加人員報告）訓練を行った。2017 年度には、ソーシャ
ルネットワークシステム LINE の動画送信機能を使用した情
報伝達訓練を行った。引き続き、新たな情報伝達訓練を取り
入れていく。
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28-5：
【安否確認訓練】
【防災安全課】
災害発生後は、迅速な安否確認が重要であり、その結果に 【自主防災組織】
より、その後の市の行動の優先順位が決まるため、各自主防
災会毎にすべての住民の安否確認ができる方法を研究し、防
災訓練で実施することにより、精度を高めていく。
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6.部会の開催と構成員
6.1. 中津川市災害に強いまちづくり市民会議委員（2018 年度）
所属

役職

氏名

会長

中津川市区長会連合会

会長

西尾 徳一

副会長

ＮＰＯ法人 防災士なかつがわ会

事務局長

吉村 輝雄

NO

所属

役職

１ 岐阜大学工学部社会基盤工学科

シニア教授

２ 岐阜大学工学部社会基盤工学科

研究員

氏名

部会名

髙木 朗義
東

善朗

３ 中津川市区長会連合会

会長

○西尾 徳一

４ 山口地区区長会

会長

◎園原 完一

５ 坂本中学校

校長

小野 真人

田瀬小学校 PTA 会長

深津 行彦

６ 中津川市ＰＴＡ連合会
７ 岐阜県建築士会中津川支部

支部長

８ 恵那土木事務所河川砂防課

課長

矢橋 正彦

９ 恵那農林事務所森林保全課

課長

小島 徳文

10 多治見砂防国道事務所中津川出張所

所長

新田 良彦

総括事務管理官

金森 茂夫

11 東濃森林管理署

会長

13 落合地区区長会

会長

飯森

14 付知地区区長会

会長

三尾 慶次

15 中津川市民生委員児童委員協議会連合会

会長

坪井 克巳

事務局長

◎水谷 幸夫
修

○吉村 輝雄 避難・訓練部会

17 中津川市消防団

副団長

原

18 ＮＴＴ西日本㈱岐阜支店 東濃営業支店

支店長

佐藤 広幸

課長

小栗 幸輝

19 中津川警察署警備課

楯

英二

20 岐阜地方気象台

防災管理官

21 阿木地区区長会

会長

◎宮地 義英

22 蛭川地区区長会

副会長

○西山 昌幸

23 落合小学校

（有識者）

石川 英治 防災・減災部会

12 中津南地区区長会

16 ＮＰＯ法人 防災士なかつがわ会

オブザーバー

嘉淳

校長

牛島 正治

24 ㈱スーパーチェン主婦の店中津川店

代表取締役社長

鈴木 喜男

25 中津川市社会福祉協議会

地域福祉課長

吉村 典子

26 NPO 法人チームみらい中津川市防災市民会議

副代表

加藤 晴郎

27 清流の国ぎふ防災･減災センターげんさい未来塾

一期生

黒田ところ 避難所・復旧部会

28 恵那医師会

理事

安藤 秀男

29 中部電力㈱中津川営業所契約サービス課

課長

岩佐 充浩

30 協同組合中津川建設協会
31 恵北建設業協同組合
32 中津川市管工事協同組合

土木副委員長

太田

聡

副代表理事

大山 安彦

技術推進委員

渡辺 高志

33 岐阜県東部電気工事協同組合

理事長

原

和人

◎部会長

45

・

○副部会長

6.2.開催概要
第２期計画
日程

開催内容

摘

2018 年 3 月 23 日

市役所庁内会議

2018 年 6 月 11 日

第 1 回市民会議

防災・減災部会

第 1 回部会

避難・訓練部会
避難所・復旧部会

2018 年 7 月 3 日

第 2 回部会

防災・減災部会
避難・訓練部会
避難所・復旧部会

2019 年 1 月 25 日

第 2 回市民会議
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中津川市災害に強いまちづくり第２期計画
第 2 期（2018 年度 ～ 2023 年度）
発行日

2019 年 3 月

発

中津川市 生活環境部

行

防災安全課

〒508-8501 中津川市かやの木町 2 番 1 号
TEL ： （0573）66-1111
FAX ： （0573）66-1502
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