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第１章 災害応急活動の体制づくり 

第１節 防災組織、活動体制の整備 
平常時から自らの組織動員体制及び資機材等の整備を図り、防災活動を実施するための拠点

整備を通じて、関係機関と相互に連携しながら総合的な防災体制の確立に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 災害対策本部機能の整備、強化 危機管理課、施設所管課 － 

 災害発生後も災害対策本部機能を確保するため、市は施設の構造体・建築非構造部材・建築

設備の耐震化、ＯＡ機器や書棚の転倒防止対策、自家発電設備等の代替エネルギー、衛星携帯

電話等の通信手段の確保に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

2 災害対策本部能力の向上 全ての課 － 

 市職員は、職員研修や図上訓練などの各種訓練等を通じて、防災意識の普及と災害対応能力

の向上を図ります。 

☛災害対策本部 配備基準 P.1 

対策名 担当 関係機関 

3 災害用資機材の確保・整備 

危機管理課、維持課、上水

道課、消防本部、伊勢総合

病院 

－ 

 迅速かつ的確な応急対策実施のため、あらかじめ災害用資機材等を整備するとともに、保有

資機材の点検を定期的に実施します。 

対策名 担当 関係機関 

4 応急対策従事職員用備蓄 職員課 － 

 災害応急対策に従事する職員は、市庁舎、災害現場、避難所などで業務に継続的に従事し、

個人で調達することが難しいことから最低限の物資を備蓄します。なお、通常時から、職員に

対して職場での個人備蓄を併せて推進します。 

対策名 担当 関係機関 

5 緊急必要物資の供給 物資チーム、関係チーム － 

 災害時における食料や生活必需品等の生活必要物資、資材、燃料等の供給を円滑に行うた

め、流通物資の提供に関する協定を締結するよう努めます。（基本法 86条の 17） 

対策名 担当 関係機関 

6 他市町村及び関係機関との連携

体制の強化 
危機管理課、消防本部 － 

 大規模な災害発生時には、防災関係機関と連携体制が重要であるため、他自治体との相互応

援協定の締結を行うとともに、近隣市町、関係機関と連絡会議や訓練を通じて情報交換を行

い、連携体制の強化を図ります。 

☛協定等一覧 P.138 
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第２節 情報収集・伝達体制の整備 
気象や災害に関する情報の伝達が的確に行われるよう、また、災害発生時に被害情報を収集

し、県及び関係機関との相互の情報連絡が円滑に行われるよう、平常時から情報収集伝達体制

の確立に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 通信手段の確保 危機管理課、消防本部 三重県 

 市は、災害の初動期における情報連絡活動の重要性を認識し、情報収集伝達体制及び情報通

信連絡体制の整備を推進するとともに、通信施設の運用体制の強化を図ります。また、気象庁

や県等が提供する各種情報を活用し、情報収集伝達体制の強化に努めます。 

☛防災行政無線 P.494 

対策名 担当 関係機関 

2 情報収集伝達手段の強化 全ての課 － 

 市職員は、職員研修や図上の訓練等を通じて、日頃から通信手段の活用方法、各種機器の操

作方法の習熟に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

3 情報の整理、分析 全ての課 － 

 収集した情報を的確に応急活動に反映していくためには、入手した情報を的確に整理する必

要があります。市ではＧＩＳ（地図情報システム）等の地理情報マップを作成し、的確な情報

整理、分析を行います。（基本法第 51条） 

対策名 担当 関係機関 

4 防災情報システム整備 危機管理課、関係課 － 

 災害対応をより迅速に効率よく実施するために、社会情勢、法の改正等の状況を踏まえて被

害情報一元化・共有機能、罹災証明書発行機能等を有する防災情報システム整備を検討しま

す。 
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第３節 消防体制の整備 
火災、爆発、地震、津波、風水害、その他の異常な自然現象による災害が発生し、又は発生

のおそれのある場合において、これらの災害を予防し、警戒し、鎮圧するとともに、被害の軽

減を図ります。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 消防力の強化 消防本部 － 

 「消防力の整備指針」に基づく拠点や消火栓、防火水槽等の消防施設の整備に努めます。 

 また、火災等の災害拡大防止のため、消防車両等の資器材整備の充実を図ります。 

☛消防関係団体 ①消防組織 P.78 

消防関係団体 ②消防施設の整備 P.83 

消防関係団体 ③化学消火薬剤保有現況 P.83 

対策名 担当 関係機関 

2 火災予防対策 消防本部 － 

 災害時に予想される出火危険を排除するため、火災予防啓発の実施、立入検査の強化、防火

管理者の効果的な運用・再教育、施設管理者への指導に努めます。 

また、防火対象物の消防設備等の設置又は管理に不備が認められる施設に対しては、改善指

導を行います。 

特定防火対象物は、防火管理者を選任し、当該防火対象物について消防計画の作成を徹底さ

せ、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、

火気の使用又は取扱いに関する監督、その他防火管理上必要な業務を行うように消防機関を通

じて指導するとともに、不備を発見した場合は設備改善の指導をします。 

対策名 担当 関係機関 

3 林野火災予防対策 消防本部 三重県、自衛隊 

 林野火災が発生すると、地理的条件、気象状況等によって消火活動に困難をきたすため、関

係機関等との調整を行い、空中消火及び消防用水の供給の要請体制の確立に努めます。 

☛消防関係団体 ④林野火災対策備蓄機材（市保有） P.83 

対策名 担当 関係機関 

4 海上災害予防対策 消防本部 海上保安庁 

 海上における船舶の座礁、衝突、火災、沈没等の事故等による海上流出油等の災害を防止す

るため、関係機関と協力し、災害対策用資機材等の整備に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

5 危険物施設等災害予防対策 消防本部        － 

危険物施設において火災、流出などの事故が発生すると、地域社会の人々に与える影響が極

めて大きいため、危険物施設の立入検査を行い、危険物施設の設置・管理に不備が認められる

施設に対して改善指導を行います。 

また、危険物保安監督者及び施設管理者への指導に努めます。 
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対策名 担当 関係機関 

6 火災警報の発令 消防本部 － 

火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときは、火災

警報を発します。 
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第４節 応急医療体制の整備 
災害時には多数の傷病者の発生が予測されるため、県及び医師会等の関係機関と連携し、応

急医療体制の整備を推進します。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 初期医療体制の整備 医療保健チーム 
伊勢保健所、伊勢地区医師

会 

 医療救護所の設置、救護班の編成、出動について、伊勢保健所や伊勢地区医師会と協議し

て、人的、物的な応援体制の計画を定めるとともに連絡体制や応援受入れ体勢の整備を推進し

ます。 

☛救急告示医療機関 P.478 

 市内病院及び診療所等 ①医療機関 P.478 

 市内病院及び診療所等 ②助産施設 P.480 

市内病院及び診療所等 ③歯科医院 P.481 

対策名 担当 関係機関 

2 広域的な医療体制の整備 医療保健チーム 

伊勢保健所、伊勢地区医師

会、伊勢地区歯科医師会、伊

勢薬剤師会 

 各関係機関の連絡と情報共有体制の確立を図るとともに、被災地外の病院への移送体制や災

害派遣医療チーム（DMAT)等の受入れ体勢の整備、自衛隊、日本赤十字社、県内外の関係機関

等の応援による広域的な協力連携体制の構築に努めます。 

☛災害拠点病院 P.477 

 災害医療支援病院 P. 477 

対策名 担当 関係機関 

3 医薬品等の確保 伊勢総合病院 
伊勢保健所、伊勢地区医師

会、伊勢薬剤師会 

 関係機関と連携し、災害発生時に必要な医薬品等の確保に努めるとともに、平常時から関連

業者等との協力体制の整備を推進します。 

 

  



第３編 公助  第１章 災害応急活動の体制づくり 

101 

第５節 避難収容体制の整備 
災害から人命の安全を確保するため、避難所の選定を行い、計画的な避難対策の推進を図り

ます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 避難所の整備・選定 
危機管理課、防災施設整備

課 
－ 

 「指定避難所」「津波緊急避難所」「福祉避難所」「避難生活施設」を指定し市民の皆さん

に周知するとともに、「自治会避難所」を認定します。また、「津波緊急避難所」及び「福祉

避難所」の更なる確保に向け、協定締結を推進していきます。 

☛指定緊急避難場所及び指定避難場所の内容 P.57 

 災害時指定避難場所一覧 P.66 

 福祉避難所 P.74 

 自治会避難所 P.75 

対策名 担当 関係機関 

2 避難所環境の整備 
危機管理課、避難所チーム、

医療保険課、施設管理者 
－ 

 避難所の空調や情報通信設備を整備し、食糧や資機材の備蓄を図るとともに、女性や高齢者

等の災害時要配慮者等の視点を考慮したスペースの充実に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

3 避難誘導体制の整備 
危機管理課、保育課、 

学校教育課、消防本部 
伊勢警察署 

 避難所、避難路等への案内、誘導標識の設置を推進し、平常時から避難先の周知を図りま

す。学校、保育園や、社会福祉施設等の避難行動要支援者が集う施設の管理者は、災害時に迅

速に避難できるよう避難誘導体制や計画を定め、訓練等によりその周知を図るよう努めます。 

対策名 担当 関係機関 

4 避難所運営体制の整備 避難所チーム、危機管理課 － 

 避難所運営を円滑に行うためには、施設管理者や地域住民、行政の担当者等が協働して対応

することが必要です。そのため、避難所ごとの運営マニュアルを作成し、それに基づいた訓練

を重ねていくことが重要です。 

対策名 担当 関係機関 

5 応急仮設住宅等の事前準備 住宅政策課 － 

 災害によって住家が滅失し、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対して迅速に応急

仮設住宅が供給できるよう、事前に建築候補用地を調査、整理しています。 
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第６節 帰宅困難者対策の整備 
大規模な災害が発生した場合、通勤・通学や来訪者、多くの観光客など帰宅困難者の発生が

想定され、観光地や駅前等では混乱が見込まれます。また、外国人など災害の経験が少ない

人々に対しても適切な対応が必要です。そのため、平常時から、民間施設や周辺地域、隣接市

町、協定市、交通機関、さらに民間団体・事業者等との連携を強化し、災害時に適切かつ迅速

な対応が取れるよう市の各部局が連携して、行動計画と連携体制づくりを進めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 観光客への避難所情報伝達 
観光振興課、観光誘客課、

市民交流課 
観光関係団体 

避難所等の防災情報を記載したパンフレットの配布の他、外国人観光客にも対応可能な多言

語表記のツールの整備を推進します。 

対策名 担当 関係機関 

2 交通情報の提供 
交通政策課、観光振興課、

観光誘客課、市民交流課 

国土交通省三重河川国道事

務所、三重県、交通機関 

 災害発生時には、交通機関の途絶等により帰宅できなくなり混乱が生じることが想定されま

す。そのため、市では電力が停止した場合に備え、照明の確保や交通情報等の情報提供を行う

ことができるよう、自然エネルギー利用等を含めた設備管理や運用方法を構築していきます。 

また、外国人観光客に対応するための手段の一つとして多言語で対応が可能なツールの整備

や、それを活用する知識の向上を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

3 一時滞在の受入れ施設確保 避難所チーム － 

 災害発生時には、駅前や観光地周辺に多くの通勤・通学者や、観光客が滞留して混乱するこ

とが想定されることから、公共施設の把握及び調整を行うとともに、民間施設や関連団体・事

業者と連携した一時的な受入れが可能な施設の支援体制づくりに向けて、協定等による環境整

備を行います。 
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第７節 緊急輸送体制の整備 
大規模災害の発生に備え、災害に対する安全性を考慮しつつ関係機関と協議のうえ、緊急輸

送ネットワークの形成を図るものとします。また、災害時に必要となる食料、生活必需品等の

物資の調達・供給体制の整備を図るものとします。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 緊急輸送道路の確保 維持課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 県は災害時の緊急輸送活動を円滑に行うため、施設の重要度により第 1次から第 3次までの

区分を設定し、緊急輸送道路ネットワークを指定するとともに、市においては県の緊急輸送道

路と一体となって機能する市域の主要施設、集落を結ぶ路線を緊急輸送道路として指定しま

す。 

☛緊急輸送道路一覧 P.84 

対策名 担当 関係機関 

2 交通規制 維持課 伊勢警察署 

 警察は、災害発生後における管内の緊急輸送道路の確保をはじめ、隣接、近接各府県との相

互協定により、緊急輸送道路を確保するための広域交通規制を実施する体制について習熟を図

ります。また、緊急通行車両の通行を確保するための交通規制用装備資機材の整備や交通情報

提供機能の強化を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

3 効率的な緊急輸送のための措置 
後方支援チーム、応急復旧

チーム 

三重河川国道事務所、三重

県 

道路管理者は、災害時の道路啓開や道路上の障害物の除去、応急復旧等において、必要な人

材や資機材を確保し、迅速かつ効率的に対応できるよう、建設業者等との協力関係の確保に努

めます。市は、建設業者や運送業者等との協定締結、市所有車両の配備計画の作成を行いま

す。 

☛協定等一覧 P.138 

対策名 担当 関係機関 

4 臨時ヘリポートの確保 危機管理課、消防本部 伊勢警察署 

 市は、災害時の救助救援活動や緊急物資の輸送等にヘリコプターの機動性を活かした応急活

動を円滑に実施するため、ヘリコプターが離着陸できるヘリポートの選定及び整備に努めま

す。 

☛臨時ヘリポート一覧 P.88 

対策名 担当課 関係機関 

5 緊急通行車両の事前届出 資産経営課 伊勢警察署 

 災害時に緊急車両の確認を迅速かつ円滑に行うため、緊急車両の事前届出書を県公安委員会

に提出し、届出済証の交付を受けておきます。 

☛緊急通行車両等の事前届出制度のフローチャート P.88 
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第８節 災害時要配慮者の支援体制の整備 
各地域における災害時要配慮者等に対し、災害時に迅速かつ的確に対応できるよう、平時よ

り要配慮者のための住民の自立と相互の助け合いを基調とする福祉コミュニティづくりやこれ

を支える保健、医療、福祉サービスの連携・供給拠点を体系的に整備するよう努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 避難行動要支援者の把握 高齢・障がい課 － 

 災害時要配慮者のうち、要介護状態の高齢者や重度障がい者等、避難行動に支援を必要とす

る方を「避難行動要支援者」といいます。避難行動要支援者への支援においては、「自助」、

「共助」、「公助」が一体となって取り組みを進める必要があることから、これらの支援を適

切かつ円滑に実施する体制を整えます。また、「避難行動要支援者名簿」を作成するととも

に、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努め、緊急時には関係機関で共有し対策を講じます。（基本法第 49条の 10、

第 49条の 11） 

☛避難行動要支援者対策計画 P.49 

対策名 担当 関係機関 

2 避難行動要支援者制度の推進 高齢・障がい課 － 

高齢者や障がいのある人など、災害時に支援が必要と思われる人(避難行動要支援者)のうち、

自分や家族の支援だけでは避難することが困難な人の情報を、本人や家族などの同意に基づき

「防災ささえあい名簿」に登録し、避難支援等関係者に平常時から提供することで、日頃の見守り

活動や災害時の支援体制づくりに役立てます。 

☛避難行動要支援者対策計画 P. 49 

対策名 担当 関係機関 

3 情報伝達・避難誘導体制の整備 
避難所チーム、高齢・障がい

課 
－ 

 災害時要配慮者に対して適切な情報を提供するために手話通訳者等の把握、派遣・協力シス

テムの整備、避難活動を円滑に行うためのマニュアル作成等の情報伝達体制を整備します。ま

た、災害時に迅速かつ的確に避難行動要支援者が避難できるよう自治会や自主防災組織等の協

力が得られる体制作りを推進します。 

 また、洪水の浸水想定区域内の施設を把握し、河川の増水時に早期の避難を呼びかけること

ができる体制を整備します。 

☛浸水区域内要配慮者利用施設 P.52 

対策名 担当 関係機関 

4 
女性や子どもに配慮した防災対策

の強化 
子育て応援課、市民交流課 － 

 被災時における男女ニーズの違い等、男女双方の視点や子ども、高齢者の視点に立った防災

活動に十分配慮するよう努めます。 

☛協定等一覧 P.138 

対策名 担当 関係機関 

5 外国人対策 市民交流課 － 

 災害発生時に言語の不自由さや防災意識の異なる外国人が孤立せず、災害時に的確な対応が

できるように、外国人の視点に立った防災対策の実施に努めます。 
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第９節 食糧、飲料水、生活必需品等の備蓄、調達 
県の被害想定に基づき整備計画を作成するとともに、防災資機材及び救助物資の備蓄、流通

備蓄の推進並びに備蓄倉庫の整備を図ります。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 個人、地域の備蓄推進 危機管理課 － 

 自らの身の安全は自らが守ることが防災の基本であることを周知し、大規模災害に備えた最

低 3日分（7日分以上推奨）の食料や飲料水等の家庭内備蓄と、災害時に迅速に持ち出すため

の非常持出品の準備について啓発・普及を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

2 市の備蓄の推進 危機管理課 － 

 市に想定される南海トラフ地震の被害想定に基づき作成した備蓄計画に基づき、計画的な配

備に努めます。避難所における感染症対策用の物品についても備蓄を行います。また、備蓄物

資を計画的に点検し災害発生時にその機能を十分発揮できるよう努めます。 

 また、物資や機材の管理は「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用します。 

対策名 担当 関係機関 

3 必要物資調達体制の整備 全てのチーム － 

 災害時に迅速かつ円滑に必要物資を調達し、避難者に提供できるよう、関係業界団体との協

定の締結に努め、連携体制の構築と訓練の実施に努めます。 

☛協定等一覧 P.138 

対策名 担当 関係機関 

4 物資管理体制の構築 物資チーム － 

 災害時に、市の備蓄物資や、プッシュ型を含む支援物資の入出庫管理及び避難所等への配送

を適切かつ円滑に行うため、物資集積拠点の運営を物流事業者等へ委託します。 

また、物資や機材の管理は「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用します。 

対策名 担当 関係機関 

5 備蓄倉庫の整備 防災施設整備課 － 

 備蓄物資及び防災資機材を保管するために備蓄倉庫を計画的に整備するとともに、公共施設

の空きスペース等の利用により備蓄物資等の保管場所の確保に努めます。 

☛備蓄倉庫一覧 P.8 
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第１０節 保健衛生・防疫体制の整備 
災害が発生した場合に必要となる防疫対策、保健衛生対策、遺体への対応等の活動を迅速か

つ的確に行うための備えを推進します。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 感染症対策 医療保健チーム 伊勢保健所 

 災害時の衛生や安全に関わる事項や、避難所における衛生管理対策について市民の皆さんに

周知を図ります。 

☛協定等一覧 P.138 

対策名 担当 関係機関 

2 保健衛生対策 医療保健チーム 伊勢保健所、三重県 

 災害時の保健活動、健康相談を適切に実施するための体制を構築します。また、感染症やエ

コノミークラス症候群、生活不活発病など、過去の災害の避難所で発生した問題と対処、予防

方法について周知を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

3 こころのケア対策 
教育チーム、医療保健チー

ム 
伊勢保健所、三重県 

 災害時には、被災した現実や慣れない長期にわたる避難所生活などから誰もがストレスがた

まり、強度の不安、抑うつ、イライラなどのストレス反応を示し精神的に不安定になる可能性

があり、災害発生直後からの対策が必要です。このため関係機関と連携し発災直後からこころ

のケアチームを編成し活動できる体制の確立に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

4 遺体対応 環境衛生チーム 
伊勢警察署、伊勢地区医師

会 

 迅速かつ的確に遺体対応を行うため、検視・検案の実施体制、火葬場の維持管理体制、火葬

に関する他市町村との協力体制等の確立に努めます。また、遺体安置所候補場所の選定、必要

物品の調達計画、広域応援の要請について整理しておきます。 

対策名 担当 関係機関 

5 し尿処理対策 環境衛生チーム 伊勢広域環境組合 

 し尿処理については、応援要請に関するマニュアルの作成、応急処理方法の検討を行いま

す。 

対策名 担当 関係機関 

6 災害廃棄物対策 環境衛生チーム 伊勢広域環境組合 

 災害時に発生する廃棄物の処理を適正かつ迅速に行い、早期復旧に資するため、最大の被害

想定に基づいた「伊勢市災害廃棄物処理計画」に基づき対応を行います。（基本法第 86条の

5） 
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第１１節 防災教育の推進 
災害時の混乱防止と被害を最小限度にとどめるため、市民の皆さん等を対象に、防災思想・

防災知識を普及啓発するとともに防災意識の向上に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 市民に対する普及 危機管理課 － 

 市民の皆さんが正しい知識に基づいた的確な判断で行動できるよう、資料の配布や講習会、

訓練を通じて防災意識、知識の向上に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

2 児童生徒に対する普及 保育課、学校教育課 － 

 災害の発生等に関する科学的知識の普及、災害予防、避難方法等災害時の防災知識を児童生

徒等に理解させるため、各学校（園）においては地域コミュニティとの関わりの中で地域の実

情に即した防災教育を行い、消防機関や自主防災組織等と協力した防災訓練の実施に努めま

す。（基本法第 47条の 2） 

対策名 担当 関係機関 

3 事業所に対する普及 危機管理課 － 

 事業所の防災意識の高揚を図る等、啓発活動、講習会を行うとともに、地域の防災訓練への

積極的な参加を呼びかけるなど、防災に関するアドバイスを行います。 

対策名 担当 関係機関 

4 防災センターの利用促進 危機管理課 － 

 防災について子供から大人まで「見て」「体験して」楽しく学べる防災体験学習室の利用

と、防災研修室、防災多目的ホールの活用により、防災センターが「もしも」の災害に対応で

きる防災に関する知識と技術を身につける「市民防災学習の場」となるよう努めます。 
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第１２節 災害ボランティア活動の支援体制の整備 
市と市社会福祉協議会は、災害ボランティア活動を迅速かつ的確に支援することができるよ

う、常設型の災害ボランティアセンターを設置し、平常時より災害ボランティア活動の支援及

び育成に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

2 災害ボランティア活動の支援 市民交流課 市社会福祉協議会等 

 災害ボランティアセンターは、市民の皆さんへセンターの取り組みを周知するとともに、災

害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、災害ボランティア活動支援に関

することを幅広く行います。 

対策名 担当 関係機関 

1 災害ボランティア支援体制の整備 市民交流課 市社会福祉協議会等 

 市と市社会福祉協議会は、災害時に迅速に被災者支援に関する情報収集や、災害ボランティ

アの募集、受入れ、活動の調整等が実施できるように、常設型で災害ボランティアセンターを

設置します。また、スムーズな受援を行えるよう、他組織や災害系 NPOとネットワークを構築

します。 

☛ボランティアの受入れ体制 P.90 

対策名 担当 関係機関 

3 災害ボランティアの育成 市民交流課 市社会福祉協議会等 

 災害ボランティアセンターは、他の被災地支援活動の参加機会の提供、災害ボランティアコ

ーディネーターの養成等、災害ボランティア活動やセンター運営を行うための人材育成に取り

組みます。 
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第１３節 被災者生活支援 
被災者の生活の再建支援のためには、迅速に罹災証明書を交付することや被災者台帳による

きめ細やかな支援が必要不可欠です。こうした課題に対応するため、被災者支援のためのシス

テムの整備に努め、復旧・復興を通じた被災者支援体制を構築します。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 被災者台帳の整備 生活再建チーム － 

 個々の被災者の被害状況や各種支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約し

た被災者台帳の作成を必要に応じて行い、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めま

す。(基本法第 90条の 3、基本法第 90条の 4） 

対策名 担当 関係機関 

2 罹災証明書の交付体制の整備 
生活再建チーム、消防チー

ム 
－ 

 災害時に罹災証明書の交付が迅速に行えるよう、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方

公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な

業務の実施体制の整備に努めます。 

 また、火災時においても罹災証明書の交付が迅速に行えるよう、火災調査員の育成を行い、

罹災証明書の交付に対し組織的な実施体制の整備に努めます。 

☛協定等一覧 P.138 
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第１４節 訓練計画 
災害時に迅速かつ的確に対応できるよう、市民の皆さん、防災関係機関、近隣市町等と連携

し、各種災害に関する実践的な訓練を実施します。訓練後は、訓練における課題を検証し、今

後の防災体制や活動等の改善に取り組みます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 津波避難訓練 危機管理課 － 

伊勢市人口の約半数は理論上最大規模の津波浸水想定区域に居住していることから、津波警

報、大津波警報が発表された場合には、多くの方が避難行動を実施することになります。この

手順、持ち出し品、家族等との避難先などを確認するため津波からの避難訓練を実施します。 

対策名 担当 関係機関 

2 関係機関との合同訓練 所管課 － 

 大規模災害時に、関係機関や隣接市町との連携により迅速かつ円滑に応急対策を実施し、被

害を最小限に抑えることができるよう、平常時より課題を抽出し、関係機関や隣接市町等と合

同で訓練を実施します。 

対策名 担当 関係機関 

3 市民、学校、事業所等の訓練 所管課 － 

 地域、学校、病院、社会福祉施設、事業所、交通機関等において、災害時に起こりうる状況

を想定した各種訓練を実施するよう呼びかけます。 

対策名 担当 関係機関 

4 市職員の訓練 危機管理課 － 

 災害時における応急対策が迅速かつ適切に行えるよう、各種災害を想定した実践的な実動訓

練や図上訓練等、参加者の判断力と実行力を強化する訓練を実施します。 

対策名 担当 関係機関 

5 土砂災害に関する訓練 監理課 － 

 土砂災害防止対策基本方針に基づき、土砂災害警戒情報の発表を想定した避難勧告の発令や

土砂災害を想定した救助訓練等を行います。 

対策名 担当 関係機関 

6 水防に関する訓練 維持課、消防本部 － 

水防法に基づき、年に 1回以上、一般住民や関係団体等を参加させ、水防思想の高揚、避

難、立退き等の訓練に努めます。 
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第１５節 防災に関する調査研究の推進 
災害の未然防止と被害の軽減を図り、総合的かつ計画的な防災対策を推進するため、災害要

因及び被害想定の調査研究の実施や、防災まちづくりに関する研究を推進します。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 調査研究体制の整備 危機管理課 気象庁、三重県、研究機関 

 国、県、研究機関等と連携し、調査研究体制の整備に努め、地域の実情に応じた総合的かつ

一体的な防災活動の実施を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

2 
防災に関する資料の収集及び分

析 
危機管理課 気象庁、三重県、研究機関 

 本市の過去の災害による被害を調査研究するとともに、近年全国各地で発生する大規模な地

震や風水害による被害や、東日本大震災や紀伊半島大水害等の教訓と課題を国、県、研究機関

等と連携して調査研究し、今後の防災対策に活かします。 
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第１６節 業務継続に備える 
大規模な地震・津波災害の発生により市役所機能が低下する中にあっても、市民の皆さんの

生命・身体及び財産を保護し、生活への影響を最小限とするよう、迅速に災害対応業務を開始

するとともに、最低限の行政サービスを維持しつつ、可能な限り早期に通常業務を復旧させま

す。 
 

対策名 担当 関係機関 

1 災害時優先業務の選定 全ての課 － 

 災害時には、限られた人員の中で平常時と同様の業務を行うことはできません。また、直ち

に対応を行わないと、人命や財産に関わる業務も多くあることから、積極的に通常業務を休止

し災害対応を実施する災害対策本部要員として職員を派遣する必要が生じます。この状況の中

でも継続する必要がある業務を、業務復旧目標時期から選定し実施します。 

対策名 担当 関係機関 

2 人員の確保 職員課 三重県 

 発災直後には、本来必要な職員数を満たすだけの参集人員が不足しており、災害時優先業務

の遂行に支障を来すことが予測されます。この不足分を補うため、横断的な人員調整や不足す

る人員分の応援要請を行います。 

対策名 担当 関係機関 

3 庁舎、設備の対策 総務課、施設管理課 － 

 業務を遂行するためには、事前に電力や情報システムなどの設備を確保しておくことが重要

となり、災害時優先業務の継続に必要となる設備や環境について不足や課題を整理し対処しま

す。また、トイレットペーパー等の日用品についてはローリングストックを行い、いつ発災し

ても業務が継続できる状態にします。 

対策名 担当 関係機関 

4 停電時の対策 全ての課 － 

 多くの災害時優先業務を実施するために電力が不可欠なことから、定期的な非常用発電機の

点検を実施します。また、情報システムが使用できない場合に備え代替手段を検討しておきま

す。 

対策名 担当 関係機関 

5 浸水対策 全ての課 － 

 市役所本庁舎をはじめ多くの公共施設が河川、津波の浸水想定区域内に所在していることか

ら、重要書類やデータを浸水で損なうことがないように移設、バックアップを行います。 

対策名 担当 関係機関 

6 断水対策 職員課 － 

 職員が継続して事務を行うために断水時のトイレ用水、飲料水を予め備蓄します。また、食

糧、飲料水については職員の職場備蓄も啓発し推進します。 

対策名 担当 関係機関 

7 通信対策 全ての課 － 

 電話やインターネットが途絶した際の代替手段として、衛星携帯電話やトランシーバー等を

整備し多重の対策を行います。また、使用方法について適宜訓練を実施し職員の習熟度の向上

を図ります。 
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第２章 災害に強いまちづくり 

第１節 都市の防災機能強化計画 
風水害・地震・大規模火災等に強い都市を形成するため、建築物等に対する対策、土木施設

に対する対策、公園・街路など防災空間の確保、良好な住環境整備など、都市の防災機能の強

化を図ります。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 都市構造の強化 所管課 － 

災害に強い都市構造の形成を図るため、地震・津波、風水害等、想定される災害特性に配慮

し、伊勢市総合計画や伊勢市都市計画マスタープラン等において、土地利用の誘導や、道路、

公園等の整備を位置づけ、災害に強いまちの形成を図ります。 

☛市道の整備、公共空地の整備 P.91 

対策名 担当 関係機関 

2 建築物等に対する対策促進 所管課 － 

 災害に対する公共建築物、民間建築物、文化財等の建築物の安全性を高めるため、特に耐震

診断が義務化された一定規模以上の大規模建築物や避難路沿道（第１次緊急輸送道路）建築物

の耐震化を図り、災害時の被害拡大を防止します。また、防災活動の拠点となりうる建築物や

災害時要配慮者利用施設等の耐震化や、浸水想定区域外への移転、老朽危険空家対策等を実施

し、災害対策の促進を図ります。 

☛公共施設の整備 P.91 

対策名 担当 関係機関 

3 道路・橋梁の対策促進 維持課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 道路・橋梁は震災時の避難、救援・救護、消防活動等の動脈となり、火災の延焼を防止する

オープンスペースとしても多様な機能を有します。このため、防災効果の高い道路の整備及び

橋梁の耐震性の向上等を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

4 
地籍調査及び都市部官民境界基

本調査の促進 
用地課 国土交通省中部地方整備局 

市が事業主体となる地籍調査及び国が事業主体となる都市部官民境界基本調査を促進し、被

災後における迅速な復旧・復興をするため、まちづくり等の再編に不可欠な土地に関する基本

的な情報（境界点の測量座標値及び現況測量座標値等）を整備し、災害に備えます。 
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第２節 治水防災計画 
災害による治水施設における被害を予防し、被害が生じた場合であってもその拡大を最小限

にとどめるとともに、二次被害を防止するため、必要な事業及び施設の整備に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 河川・排水路対策 基盤整備課、維持課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 市内の河川・排水路の実態を把握し、災害発生の危険が予想されるものについては改修事業

の実施に努めます。また、国管理河川、県管理河川については国・県に改修の要望を行い、河

川の決壊又は氾濫の防止に努めます。また、地域住民の自助による浸水被害の軽減を図るた

め、内水ハザードマップを公表します。 

☛市内河川の整備目標 P.92 

対策名 担当 関係機関 

2 ため池対策 農林水産課 三重県 

 市内のため池台帳のデータベース化により、県とオンラインによる情報共有を図ります。ま

た、決壊時の影響範囲から防災重点ため池を設定し、県と連携して、改修計画を立てるととも

に、ハード整備と併せて浸水想定区域図、ハザードマップの作成などのソフト対策の推進を図

ります。 

☛老朽ため池 P.92 

対策名 担当 関係機関 

3 公共下水道雨水施設の整備 
下水道建設課、下水道施設

管理課 

三重河川国道事務所、三重

県 

 風水害時に被害の拡大を防ぐよう公共下水道の維持、点検に努めます。また、公共下水道区

域の整備済及び整備中の地区以外においても浸水等の被害が生じる地域があるため、調査や検

討を行い、浸水対策に努めます。 
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第３節 港湾、漁港、海岸施設防災計画 
沿岸による海岸施設における被害を予防し、被害が生じた場合であってもその拡大を最小限

にとどめるとともに、二次災害を防災するため、必要な事業及び施設の整備に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 海岸保全対策 農林水産課、監理課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画等に基づき、高潮津波波浪対策による生活基盤の安全

性の確保、海岸侵食の防止、海岸環境の保全を図るとともに、現在防護を必要とする海岸の保

全区域内の施設について整備を促進します。 

対策名 担当 関係機関 

2 港湾・漁港対策 農林水産課、監理課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 港湾においては、宇治山田港湾整備を促進し、防災面を考慮した港湾整備を進めます。 

漁港は、施設の老朽化状況を調査し、施設の改良・更新による長寿命化を図ります。 

 また、漁船や漁具等を台風、高潮、波浪等から防除するため、漁協、漁業者と連携し、移動

や撤去の措置を講じます。 

対策名 担当 関係機関 

3 海岸保全施設の整備 農林水産課、監理課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 市域内の海岸保全施設において災害発生の危険性が予想されるものについて、高潮や津波等

により被害が生じるおそれがある地域を重点として、整備促進に努めるよう国や県に要望しま

す。また、市が管理する施設の整備推進に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

4 浸水予防対策 基盤整備課、維持課 
三重河川国道事務所、三重

県 

 集中豪雨、高潮及び異常潮位等による低地帯の浸水災害を防止するため、排水路等の整備や

排水能力の向上を図るとともに、津波や高潮による災害防止のための防潮堤整備、水門・陸閘

等の点検整備に努めます。 
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第４節 土砂災害予防計画 
地すべり・土石流・がけ崩れ等の土砂災害等予防対策を県に要望するとともに、市民の皆さ

んの警戒避難体制の確立に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 砂防対策 監理課 三重県 

 水源山地の渓間における砂防えん堤の築造、中流部における流路の整備を県に対して要望し

ます。 

☛山崩れ・がけ崩れ注意箇所 ③砂防指定地内の渓流 P.94 

対策名 担当 関係機関 

2 地すべり対策 監理課 三重県 

 地すべり等防止法に基づき、県に対して地すべり対策事業の促進を要望します。また、地域

住民に対する危険性の周知と防災知識の普及、集中豪雨等に対する警戒避難体制の確立を図り

ます。 

☛山崩れ・がけ崩れ注意箇所 ⑤地すべり危険箇所 P.99 

対策名 担当 関係機関 

3 土石流（山津波）対策 監理課 三重県 

 砂防法に基づき、県に対して荒廃の著しい渓流等に関して順次防災工事の促進を図るよう要

望します。また、地域住民に対する危険性の周知徹底と防災知識の普及、集中豪雨等に対する

警戒避難体制の確立を図ります。 

☛山崩れ・がけ崩れ注意箇所 ⑥土石流危険渓流 P.99 

対策名 担当 関係機関 

4 急傾斜地崩壊対策 監理課 三重県 

 急傾斜地の崩壊による災害防止法に基づき、県に対して急傾斜危険箇所の防災工事の促進を

要望します。また、地域住民に対する危険性の周知徹底と防災知識の普及、集中豪雨等に対す

る警戒避難体制の確立を図ります。 

☛山崩れ・がけ崩れ注意箇所 ④急傾斜地崩壊危険箇所 P.94 

対策名 担当 関係機関 

5 
土砂災害警戒区域等における対

策 
監理課 三重県 

 土砂災害防止法に基づき、県は区域指定及び土砂災害防止対策に必要な調査を実施します。

土砂災害警戒区域等に指定された場合は、県による指定区域内の建築規制や、ハザードマップ

の作成による地域住民に対する危険性の周知徹底と集中豪雨等に対する警戒避難体制の確立を

図ります。 

☛県が指定する土砂災害（特別）警戒区域 P.102 

対策名 担当 関係機関 

6 山地防災対策 農林水産課 三重県 

 集落に接近した山地の災害防止、荒廃山地の修復促進等の実施を積極的に県に要望します。 

☛山崩れ・がけ崩れ注意箇所 ①山腹崩壊危険地区 P.92 

 山崩れ・がけ崩れ注意箇所 ②崩壊土砂流出危険地区 P.93 
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第５節 宅地災害予防計画 
宅地造成工事及び危険な既成宅地のがけ崩れ、土砂の流出、擁壁の倒壊、調整池の堤防決壊

等の災害を未然に防止するため、都市計画法に基づく開発許可制度や宅地造成等規制法によ

り、安全かつ良好な宅地の確保に努めます。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 危険宅地等の保全対策 都市計画課 三重県 

 土砂流出、擁壁崩壊等、宅地に危険を及ぼすような状況を発見した際には、県等の監督機関

に対して改善勧告を行うよう要請し、危険宅地の解消を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

2 液状化対策 危機管理課 三重県 

 液状化予測図などの液状化についての情報を提供し、周知に努めます。 
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第６節 上下水道施設災害予防計画 
災害による上下水道の被害を最小限にとどめ、速やかに復旧するため施設の整備、増強を推

進するとともに、応急復旧用資材の備蓄及び応急復旧体制の整備を図ります。 

 

対策名 担当 関係機関 

1 
重要施設の耐震性強化及び耐水

化 
上下水道部 三重県 

 災害による被害を最小限に抑えるため、重要施設の耐震性強化及び耐水化を図ります。 

対策名 担当 関係機関 

2 維持管理体制の強化 上下水道部 － 

 被害を最小限にとどめ、早期に復旧できるよう施設の巡視点検、台帳整備、機器の診断等日

常点検の強化に努めます。 

対策名 担当 関係機関 

3 応急復旧用資機材の整備 上下水道部 － 

災害時を想定し、応急復旧資機材の整備・備蓄を推進するとともに、各水道事業者間の連携

強化を推進します。 

対策名 担当 関係機関 

4 給水体制の強化 上下水道部 － 

災害時には、県、県内市町と連携し、水道施設が被災した場合の給水体制を確立します。ま

た、緊急用水の確保、耐震性貯水槽の整備や円滑な給水活動を行うための資機材の備蓄に努め

ます。 

☛協定等一覧 P.138 
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第３章 災害発生・活動体制の立ち上げ 

第１節 災害対策本部の設置 
災害を防御し、又は応急的救助を行う等被害を最小限度にとどめるための組織を確立しま

す。大雨や洪水等の風水害や南海トラフ地震等の大規模地震が発生した場合には、防災関係

機関は迅速かつ効果的な災害応急対策が実施できるように本部を設置します。 

 

１ 実施業務 

 

 

関係資料 

☛伊勢市災害対策本部条例 P.497 

 災害対策本部 配置基準 P.1 
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第２節 情報の収集・伝達 
風水害、竜巻、豪雪等の異常な自然現象や地震・津波等が発生した場合、また大規模事故等

が発生した場合には、気象状況等から市への影響を予測し、被害発生時期や現象の規模等の情

報収集を行い、速やかに応急対策を実施できるよう伝達します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

  



第３編 公助  第３章 災害発生・活動体制の立ち上げ 

121 

関係資料 

☛気象庁が発表する特別警報・警報・注意報の基準 P.45 

気象庁が発表する地震・津波に関する情報の内容 P.46 

県が発表する情報の内容 P.47 

各段階で収集する情報の種類 P.111 

 

２ 主な連絡先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

国土交通省 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE)の派遣 

三重県 被害情報の収集・集約 

伊勢警察署 被害情報の収集・集約 

西日本電信電話㈱ 被害状況や復旧見込みの情報提供 

中部電力㈱ 被害状況や復旧見込みの情報提供 

東邦ガス㈱ 被害状況や復旧見込みの情報提供 

携帯電話事業者 被害状況や復旧見込みの情報提供 

公共交通事業者 被害状況や復旧見込みの情報提供 

 

３ 被害情報収集の役割分担 

 

収集する被害情報 担当チーム 

①人的被害 

死者、 

行方不明者、 

重傷者、 

軽症者等の把

握 

一般住民 生活再建チーム 

市職員 後方支援チーム 

幼稚園児・児童・生徒 教育チーム 

教職員 教育チーム 

保育園児ほか福祉施設入所・通所者 避難所チーム 

②家屋被害 一般建物の全壊、半壊、一部損壊、床上・床下浸水等の状況 生活再建チーム 

③その他被

害 

農林業施設、農林産物及び家畜の被害状況 農林水産課 

商工業施設の被害状況 商工労政課 

危険物施設の被害状況 消防チーム 

④公共施設

被害 

医療施設の被害状況 医療保健チーム 

学校・社会教育施設の被害状況 教育チーム 

文化施設・文化財等の被害状況 施設管理課 

社会福祉施設の被害状況 施設管理課 

し尿、一般廃棄物処理施設の被害状況 環境衛生チーム 

その他公共施設の被害状況 施設管理課 

⑤土木構造

物被害 

土木構造物の被害状況（河川、橋梁、道路等） 応急復旧チーム 

上下水道施設の被害状況 上下水道チーム 

⑥ライフラ

イン被害 

鉄道・バス等の被害状況 応急復旧チーム 

電気・電話・ガス等の途絶等の状況 情報チーム 

⑦その他 

火災発生状況 消防チーム 

避難収容施設の開設状況 避難所チーム 

救護所の開設状況 医療保健チーム 

河川、ダム、港湾、砂防、田畑の状況 応急復旧チーム 
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４ 応急対策実施状況 

 

収集する情報 担当チーム 

①避難勧告、指示（緊急）又は警戒区域の設定状況 企画チーム 

②避難所の開設状況 避難所チーム 

③避難生活の状況 避難所チーム 

④食料、飲料水、生活必需物資等の供給状況 
物資チーム 

上下水道チーム 

⑤電気、上下水道、電話等ライフラインの復旧状況 情報チーム 

⑥医療機関の活動状況 医療保健チーム 

⑦救護所の設置及び活動状況 医療保健チーム 

⑧傷病者の収容状況 医療保健チーム 

⑨道路及び交通機関の復旧状況 応急復旧チーム 
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第３節 燃料の確保 
東日本大震災では、ガソリンや重油、軽油、灯油などの供給が滞ったことにより、救急車や

消防車をはじめとする公用車の運用や、災害対策本部での活動に支障が生じたことから、災害

発生直後から、事業者と連携し、燃料の確保に努めます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

 

２ 主な連絡先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 燃料の調達、配送 

協定締結先 燃料の調達、配送 
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第４節 受援体制の確立 
伊勢市のみでは災害対応が不可能な場合、又は不可能と予想される場合、県、自衛隊、緊急

消防援助隊、他市町及び防災関係機関等に応援要請を行い、人的支援及び物的支援を受入れま

す。 

 

１ 実施業務 

 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

4 支援申し出窓口 後方支援チーム

　各種支援の申し出の窓口を一元化し、支援申出者を支援が必要な関係者と迅速に結び
つけます。

2
応援の受け入れ、被災市
区町村応援職員確保シス
テムに基づく応援要請

後方支援チーム、企画
チーム

3 応援の受け入れ 全てのチーム

　人的支援及び物的支援を受入れ、応援機関等が円滑に活動できるよう、迅速な受け入
れ態勢や活動体制の構築に努めます。

　総務省、三重県と連携し、大規模災害発生時に伊勢市のみでは災害対応業務を実施す
ることが困難等であると見込まれるときは、「被災市区町村応援職員確保システムに関
する要綱」（総務省等）に基づき、全国の地方公共団体による被災市町村への応援を要
請します。

業務内容

1 応援要請 全てのチーム

　伊勢市のみでは災害対応が不可能な場合、又は不可能と予想される場合、自衛隊、緊
急消防援助隊、海上保安庁、他市町等に対しては県を通じ、県、防災関係機関、協定先
企業、協定先自治体に対しては直接応援要請を行います。（基本法第67条、基本法第68
条、基本法第68条の2）

6
応援を受けた場合の費用
負担

後方支援チーム

　他の市町村等からの応援を受けた場合には、対策実施に掛かった経費は伊勢市で負担
します。なお、伊勢市が費用を支弁するいとまがない場合には一時繰替え支弁を求め迅
速に対応します。（基本法第92条）

5 活動拠点の確保 企画チーム、消防チーム

　自衛隊、海上保安庁、警察及び消防機関等救助機関の部隊の展開、宿営等のための拠
点を、倉田山公園のほか、佐八車庫、大仏山公園、五十鈴公園、県営サンアリーナ、市
営宇治駐車場に確保します。
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関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

法律等に基づく応援協力の要請系統 P.114 

 自衛隊派遣要請の系統図 P.115 

 自衛隊災害派遣等要請様式 P.417 

 海上保安庁応急措置等要請様式 P.421 

  

　三重県と連携し、他自治体との相互応援協定締結に当たては、近隣の自治体に加え
て、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する自治体との間で
の協定締結も考慮します。
　また、必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あら
かじめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地に位置付けるなど、必要な
準備を整えます。

9
複合災害における応援要
請

後方支援チーム、企画
チーム

　県及び関係機関と連携し、災害対応にあたる要因、資機材等について、後発災害の発
生が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ま
しい配分ができない可能性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うと
ともに、外部からの応援を早期に要請するよう努める。

7 受援状況の取りまとめ 後方支援チーム

　応援職員の受入れ数、活動場所、庁内からのニーズに対する過不足等を把握し受援状
況の進行管理を行う。

8 相互応援の強化
後方支援チーム、企画
チーム
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２ 主な連絡先となる関係機関等と調整担当 

 

連携先 窓口担当 

三重県 企画チーム・情報チーム 

自衛隊 企画チーム・後方支援チーム 

緊急消防援助隊 消防チーム 

災害医療支援隊 医療チーム 

海上保安庁 企画チーム・情報チーム 

応急危険度判定士 応急復旧チーム 

ライフライン関係事業者 情報チーム 

近隣市町 後方支援チーム 

応援部隊及び他市町からの応援職員 後方支援チーム 

協定締結先 各担当課、担当チーム 

 

３ 応急対策期の支援要請に関する業務フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※① 県との要請結果に基づく調整は、県の担当と各チームが直接行い、受援の状況を後方支援チ

ームへ報告する。 

 ② 人的支援、物的支援について庁内での調整は後方支援チームが行い、その結果対応ができな

い場合に応援要請の判断をする。 
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４ 受援関係業務整理表 

 

全てのチーム 
協定に基づく人的、物的支援要請 

資格等が必要な専門ボランティアの受入れ、調整 

企画 

自衛隊への派遣要請、調整窓口 

広域緊急援助隊（警察）への支援要請、調整窓口 

国、三重県の現地災害対策本設置に伴う調整 

ライフライン関係事業者との調整窓口 

先遣隊との調整窓口 

情報 応援要請等の記録 

後方支援 

支援申出窓口、担当チームへの引継 

各チームからの人的支援申出の受付 

三重県地方災害対策部へ応急対策に必要な人的支援要請 

三重県地方災害対策部へ応急対策に必要な物的支援要請 

自衛隊の派遣要請事務 

全国市長会への人的支援要請 

応援職員の宿泊場所のあっせん 

救助活動に係る経費の管理 

復興に向けた職員の応援要請、受入れ、連絡調整、管理 

各チームの応援要請、受援状況の集約 

応急復旧 

国土交通省職員の派遣要請 

国土交通省資機材の借用要請 

救助用資機材（重機等）の確保 

物資 義援品の受入れ、管理 

生活再建 
防災ボランティアの受入れ調整 

ＮＰＯ、ＮＧＯの受入れ調整 

消防 

緊急消防援助隊の支援要請 

自衛隊、広域緊急援助隊（警察）、緊急消防援助隊との救助に関する調整

窓口 

臨時ヘリポートの運用 

近隣市町等の救助隊、消防団の受入れ 
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第５節 災害救助法の適用 
災害応急措置は原則的に市長自らが実施しますが、災害による被害が救助法の適用基準に該

当する場合、県知事に対して同法の適用を要請します。また、決定後は適切に運用します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛災害救助法適用基準 P.115 

災害救助法様式-1 災害罹災者調査原票 P.438 

災害救助法様式-2 災害救助費概算額調書 P.442 

災害救助法様式-3 世帯区分別被害状況集計票 P.443 

災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

災害救助法様式-7 避難所設置及び収容状況 P.446 

災害救助法様式-8 応急仮設住宅台帳 P.447 

災害救助法様式-9 炊出し給与状況 P.449 

災害救助法様式-10 飲料水の供給簿 P.450 

災害救助法様式-11 物資の給与状況 P.451 

災害救助法様式-12 救護班活動状況 P.452 

災害救助法様式-13 病院診療所医療実施状況 P.453 

災害救助法様式-14 助産台帳 P.454 

災害救助法様式-15 被災者救出状況記録簿 P.455 

災害救助法様式-16 住宅応急修理記録簿 P.456 

災害救助法様式-18 学用品の給与状況 P.457 

災害救助法様式-19 埋葬台帳 P.458 

災害救助法様式-20 死体処理台帳 P.459 
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災害救助法様式-21 障害物除去の状況 P.461 

災害救助法様式-22 輸送記録簿 P.462 

 

２ 主な連絡先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 災害救助法とりまとめ、国への報告 
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第６節 職員の健康管理・安全管理 
市職員及び応援職員を適切に配置し、職員の健康の保持及び業務の安全性の確保に努めま

す。また、市職員だけで対応が困難な場合には、迅速かつ円滑な応急対策活動を進めるため、

県、協定締結自治体、他の市町等に応援職員の派遣を求めます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連絡先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県こころの健康センター こころのケアチームの調整 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

3 職員用物資の調達 後方支援チーム

　災害対策活動に従事する職員等は、泊まり込みで不眠不休の活動を続けるのが通常で
あるため、各人がめいめいに食物を取り寄せることも災害時には不可能となります。こ
のため、職員用の飲食糧・物資調達を行い、業務継続可能な環境を整えます。

2
災害対応従事者のこころの
ケア

後方支援チーム

　被災地活動に従事する消防団、行政職員等の災害対応従事者は、災害直後から過酷な
状況の中さまざまな支援活動に従事しなければなりません。このような特殊な環境のも
とでの支援活動はオーバーワークになりがちで、身体的にも精神的にも疲弊を来たしや
すい状況下にあります。そのため、災害対応従事者が健康相談を受けられる体制や、個
別カウンセリングの実施を行います。

業務内容

1 職員の健康管理・安全管理 後方支援チーム

　災害対策活動に従事する職員等は、発災直後から過酷な状況において支援活動に従事
しなければならないことから、休養が確保できる勤務体制・安全管理体制を早期に確立
します。
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第４章 いのちを守る 

第１節 避難誘導 
人的被害を未然に食い止めるため、被害を受けるおそれのある者に対して［警戒レベル３］

避難準備・高齢者等避難開始、［警戒レベル４］避難勧告、［警戒レベル４］避難指示（緊

急）を発令し、市民の皆さんや滞在者などに避難を促します。 

 

１ 実施業務  

 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　帰宅経路等の安全が確認できた児童生徒については、保護者と連絡を取り、迎えにきて
もらうことにより下校させます。また、保護者が迎えに来ることができない児童生徒等に
ついては、保護者に引き渡せる状況になるまで、避難所で学校の保護下に置きます。

4 児童生徒等の安全確保 教育チーム、保育課

　地震による施設の損壊や、津波警報発表等により施設に留まることが危険と判断した場
合には、予め定める計画に基づき児童生徒を安全な場所へ誘導します。
　安全が確保された後には、直ちに点呼等により児童生徒、職員の安否確認を行い、災害
対策本部へ報告します。

5
児童生徒等の下校、保護継
続の判断

教育チーム、保育課

　時間に余裕がある場合、自らの安全確保を最優先として［警戒レベル４］避難勧告、避難指
示（緊急）の発令区域に対して、避難誘導を行う体制を準備し、避難誘導を行います。また
時間に余裕がない場合は、住民による支援体制を主体とした避難誘導を行います。

2
災害時要配慮者利用施設へ
の伝達

避難所チーム

　浸水想定区域の指定がある河川については、浸水想定区域ごとに洪水予報等（洪水予
報、水位到達情報、避難情報等）を、土砂災害区域内の施設へは土砂災害情報（警報、土
砂災害警戒情報、避難情報等）を伝達します。(水防法第15条、土砂災害防止法8条）

3 避難誘導
応急復旧チーム、消防チー
ム、情報チーム

業務内容

1 避難情報の発令及び伝達 企画チーム、情報チーム

　人的被害を未然に食い止めるため、状況を予測し、［警戒レベル３］避難準備・高齢者等避
難開始・［警戒レベル４］避難勧告・［警戒レベル４］避難指示（緊急）、警戒区域の設定を迅速に
行います。また各種広報手段を活用し、市民や滞在者に伝達します。また、発令にあたっ
て必要がある場合には、国、県等へ助言を求めます。（基本法第56条、基本法第60条、基
本法第61条の2）
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関係資料 

☛避難勧告・指示（緊急）等の実施機関 P.48 

 指定緊急避難場所及び指定避難場所の内容 

  ①災害時指定避難場所一覧 P.66 

  ②福祉避難所 P.74 

  ③自治会避難所 P.75 

 避難行動要支援者対策計画 

⑥水防法第 15条第 2項に定める「洪水予報等の伝達方法」 P.49 

⑦土砂災害防止法第 8条第 2項に定める「土砂災害警戒情報の伝達方法」 P.51 

⑧浸水区域内要配慮者利用施設 P.52 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢警察署 避難指示（緊急）等の伝達 

三重県 避難に関する情報の集約 

自治会、自主防災隊、まちづくり協議会、消

防団、市民の皆さん 
情報の伝達、避難の声かけ 

  

6 避難所の開設 企画チーム、避難所チーム

　遠地地震や風水害において人的被害が予想される場合は、自主避難所の開設について
検討し早期避難を促します。また、自主避難所以外の避難所においても、気象状況等を
考慮して適切なタイミングで適当な対象地域の避難所を開設します。なお、開設した避
難所については、防災行政無線等で市民の皆さんに伝達します。
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第２節 帰宅困難者・観光客対策 
公共交通機関や、幹線道路等の途絶により、伊勢市駅周辺部や、宇治地区では多くの帰宅困

難者の発生が予想されます。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　公共の受入施設は指定避難所、避難生活施設の中から選定し開設します。

業務内容

1 帰宅困難者の保護対策 施設管理者、情報チーム

　災害発生時に観光客を含む帰宅困難者の発生が予想される市の施設の管理者は、利用
者の安全確保のため、発災直後における施設内待機や避難誘導等の実施、また必要と考
えられる備蓄品の確保や、それらを必要とする人への提供、災害時要配慮者や急病人へ
の対応を行います。
　また、施設の特性や事情に応じて、利用者保護のために民間団体・事業者とも連携し
て飲料水や毛布等の準備を検討します。

2 一時的な滞在施設の確保 避難所チーム

　大地震等により、鉄道、バス等の公共交通機関が停止した場合、滞在が長期化するこ
とも想定され、帰宅が可能になるまでの間、停留した帰宅困難者が休憩・仮眠をとれる
施設が必要となります。
　そのため、市は、事業者と連携のもと、帰宅困難者の一時的な滞在ができる施設の確
保、支援に努めます。

3 避難所の開設 避難所チーム

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢警察署 帰宅困難者、観光客等の誘導の応援 

観光地周辺の自治会等、公共交通機関、旅館

組合・宿泊施設、観光関連事業所、社会福祉

協議会等 

情報の提供、施設等の提供 
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第３節 公共施設利用者の安全対策 
災害が発生、又は発生するおそれがある場合、園児・児童・生徒や各公共施設利用者等に対

して適切に避難誘導を行い、安全確保に努めます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢警察署 避難誘導の応援 

施設管理者 施設利用者の避難誘導 

学校、幼稚園、保育園 生徒、児童、園児の避難誘導 
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第４節 救急・救助活動 
人命の安全確保を最優先した救急･救助活動にあたります。また、伊勢市のみでの対応が困難

な場合、関係機関に応援要請し、連携を図りながら活動を実施します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

法律等に基づく応援協力の要請系統 P.114 

自衛隊派遣要請の系統図 P.115 

自衛隊災害派遣等要請様式 P.417 

海上保安庁応急措置等要請様式 P.421 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

災害救助法様式-15 被災者救出状況記録簿 P.455 

災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 
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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

自衛隊 救助・救急活動 

海上保安庁 救助・救急活動 

伊勢警察署 救助・救急活動 

消防団、自主防災組織 
消防署等の救助活動への協力 

地域住民との救助活動 

緊急消防援助隊 救助・救急活動 
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第５節 医療救護活動 
災害により、傷病者が多数発生したとき、又は医療機関の一時的混乱により、その機能が停

止したときにおいて、医療、助産及び救急救護の迅速、的確な行動を明らかにし、あわせて事

故処理方策を強化し、被災救護の万全を図るものとします。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

災害拠点病院 P.477 

災害医療支援病院 P.477 

救急告示医療機関 P.478 

災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

災害救助法様式-12 救護班活動状況 P.452 

災害救助法様式-13 病院診療所医療実施状況 P.453 

災害救助法様式-14 助産台帳 P.454 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢地区医師会・伊勢地区歯科医師会 応急医療・歯科医療・救護 

三重県伊勢保健所 災害医療確保のための連絡調整 

災害拠点病院、災害医療支援病院 応急医療・救護 

日本赤十字社・医療機関 傷病者の応急治療、救護 

災害派遣医療チーム（DMAT） 傷病者の応急治療、救護 

伊勢薬剤師会、薬事施設 医薬品等の提供 
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第６節 消火活動 
災害時に発生する火災の延焼や二次被害を防止するため、火災の状況を迅速に把握します。

また、消火活動により、市民の皆さんの生命・財産を火災から保護し、被害の軽減を図りま

す。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

消防団 火災の警戒防御 

自主防災組織等 初期消火活動 

緊急消防援助隊 消火活動支援 

三重県 防災ヘリコプターの派遣 

伊勢警察署 交通規制の実施 

伊勢生コンクリート協同組合 消防用水の供給 
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第７節 水防活動 
洪水、高潮、津波による災害を未然に防ぎ、又は被害を最小限にするために関係機関が連携

し各種対策を講じます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

消防団 水害の警戒防御 

自主防災組織等 消防団等の防災関係機関との連携 

河川、海岸管理者 管理施設のパトロール、応急対策 

伊勢警察署 交通規制の実施 
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第８節 道路交通の確保 
市は、道路管理者及び交通管理者と緊密に連携し、国道、県道の通行の禁止及び制限等の状

況や応急復旧状況の把握に努めます。また、市道においても交通制限等の規制を実施し、応急

復旧対策を行います。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

5 道路の適切な管理 応急復旧チーム

　局地的な大雨が発生した場合には、市内の低地やアンダーパス等の浸水が予測される
ため、適正な時期に通行規制を実施します。また、大雪が発生した場合には、幹線道路
等から除雪を実施し、社会的混乱を最小限に抑えます。

4
立ち往生車両、放置車両の
移動等

応急復旧チーム

　道路管理者は、災害発生時には立ち往生車両や放置車両が緊急通行車両の通行を妨害
し、災害対策に著しい支障が生じる場合は、対象となる道路区間を指定して、区間に含
まれる車両等の移動を命じます。また、命令に従わない場合や現場に占用者がいない場
合には道路管理者が移動させることもあります。これらの措置をとるために、やむを得
ない場合には、近隣の土地を一時的に使用します。（基本法76条の6）

　道路管理者又は交通管理者は、災害により交通施設等の危険な状況が予想される場合
や緊急輸送路の確保が必要な場合、交通規制を実施します。なお、市は道路管理者等と
緊密に連携して応急復旧対策を実施するとともに、幅広い情報収集に努め、市民の皆さ
ん、帰宅困難者等に伝達します。

　道路管理者、河川管理者、港湾管理者は、被害状況を把握し、国、県、市、伊勢警察
署等により情報共有を行い、対応方針を決定します。また、民間企業等の協力により、
除去作業のための資機材の確保に努め迅速に除去作業を実施します。

　伊勢市は、道路の損傷及び道路上の障害物等により交通不能となった場合は、速やか
に調査を行い、応急復旧や道路啓開を行います。
　道路啓開を行う路線の優先順序は、県緊急輸送道路ネットワーク計画及び市指定緊急
輸送道路等の位置づけに沿うとともに、他の道路管理者、交通管理者等と協議の上、決
定します。

3 道路交通の確保 応急復旧チーム

業務内容

1 道路啓開の実施 応急復旧チーム

2 障害物の除去作業の実施 応急復旧チーム
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関係資料 

☛緊急輸送道路一覧 P.84 

緊急通行車両等の事前届出制度フローチャート P.88 

協定等一覧 P.138 

交通規制の実施責任者別の対応内容及び根拠法 P.87 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

道路管理者 

道路被害情報の収集、提供 

応急措置、応急復旧工事、道路啓開作業 

基本法第 76条関係（道路区間指定、指定区間

の周知、車両等の移動） 

伊勢警察署 
道路交通規制の実施 

県警本部との連絡調整 

三重県 被害状況の把握確認 

協定先企業等 応急復旧、道路啓開 
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第９節 鉄道交通の確保 
鉄道事業者は、乗客の安全を確保するため、駅及び車両における利用者の避難誘導を行うと

ともに、施設の応急復旧に努めます。市は、鉄道事業者と連携して情報把握に努め、適切に応

急措置、応急復旧対策が執られるよう努めます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

東海旅客鉄道㈱・近畿日本鉄道㈱ 

乗客の避難誘導及び救護活動 

被害状況や復旧見込みの情報提供 

鉄道施設の被害調査及び応急復旧 

三重県 被害状況の把握 

伊勢警察署 被害状況の把握 
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第１０節 緊急輸送活動の実施 
救援物資の提供、応急対策のための迅速な輸送を確保するため、県及び防災関係機関等にヘ

リコプター、船舶、車両等の緊急輸送手段の確保を要請します。 

 

１ 実施業務 

 

 

関係資料 

☛協定等一覧 P.138 

市保有車両 P.76 

災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

災害救助法様式-22 輸送記録簿 P.462 

臨時ヘリポート一覧 P.88 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 防災ヘリコプターの派遣 

災害協定団体 輸送への協力、燃料の提供 

道路管理者 緊急輸送道路等の情報収集、応急措置、応急復旧 

伊勢警察署 
緊急輸送道路指定路線の決定、緊急通行車両の決

定、道路交通規制の方針決定及び実施 

伊勢志摩総合地方卸売市場 物資集配拠点の運用 
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第１１節 二次災害の防止対策 
地震による余震や降雨の継続による土砂災害、宅地の崩壊、構造物・建築物の倒壊、危険物

の爆発等の二次災害により多数の人命と財産が失われるおそれがあるため、対策を実施しま

す。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応急対策の実施 

伊勢警察署 応急対策の実施 
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第１２節 ライフライン施設の応急復旧 
ライフライン施設が早期に復旧、回復するよう、施設の被害状況を早急に調査し、県や関係

団体等と連携して迅速に災害応急対策や復旧活動に取り組みます。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　電気やガス等のライフライン機能の早期復旧のため、各事業者に連絡し、被害状況や
復旧状況及び安全確認のための情報を共有します。

2 上下水道施設の応急復旧 上下水道チーム

　上下水道施設が損壊した場合、関係団体・業者等と連携復旧作業を行い、給排水でき
るよう努めます。また、被害状況、復旧状況及び安全確認のための情報を市民の皆さん
に広報し、二次被害の防止、利用者の不安解消に努めます。

3
その他ライフライン施設の応
急復旧

情報チーム

　送配水施設、水源地、浄化センター等の被害状況調査を実施します。また、伊勢市の
みで災害対応が不可能な場合、又は不可能と予想される場合、迅速に県及び関係機関に
応援要請を行います。

業務内容

1
上下水道施設の被害調査の
実施

上下水道チーム

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 応急復旧工事の実施 

中部電力㈱ 応急復旧工事の実施 

西日本電信電話 応急復旧工事の実施 

携帯電話事業者 応急復旧工事の実施 

東邦ガス㈱ 応急復旧工事の実施 

道路管理者 応急復旧工事の実施 
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第１３節 危険物施設等の事故対応 
事故発生による危険物施設、高圧ガス施設、火薬類施設、毒劇物施設、放射性物質施設、ば

い煙発生施設、排水施設等の被害拡大を防止します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 被害状況の把握、必要機材の提供 

伊勢警察署 
危険防止の措置の命令、警戒区域の警戒、避難

誘導、交通規制、遺体の収容等 

危険物等所有者、管理者、占用者 危険防止の措置、製造所の一時停止 
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第１４節 航空機・列車・船舶事故等への対応 
航空機の墜落炎上や列車の追突及び脱線、船舶の沈没事故等、突発的災害により、多数の死

傷者が発生した場合における被災者及び周辺住民の救出・救助活動とその支援活動を実施しま

す。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
被害状況の把握、必要機材の提供、消防、医療

活動の支援 

伊勢警察署 情報収集、救出救護、事態の収拾、交通対策 

鉄道事業者 

行政への連絡、乗客の避難、救助、代替交通手

段の確保、鉄道施設の応急措置、他の鉄道事業

者への応援要請 
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第１５節 石油類流出事故への対応 
流出油事故が発生した場合における周辺地域の人命、財産等を災害から保護します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛石油流出事故の連絡系統図 P.117 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
被害状況の把握、必要機材の提供、漂着油等の

防除活動への協力 

伊勢警察署 情報収集、救出救助、交通規制 

海上保安庁 

海上での消火、船舶の航行等停泊禁止区域の設

定、流出油の拡大防止措置、人命救助、負傷者

の救急搬送 

原因者 

防災関係機関への通報、連絡要員の派遣 

流出源の閉止、拡大防止措置 

火気使用禁止措置、事業所内での危険区域設定 

広報活動、流出油の改修 

他の事業所への協力要請 
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第１６節 原子力災害への対応 
県内には原子力発電所等は無いものの、広範囲に影響が予測される原子力災害への対策を検

討しておき、事故発生時の早期対応に努めます。 

 

１ 実施業務 
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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
原子力事業者との連絡調整、環境放射能モニタ

リング、環境汚染への対処 

伊勢警察署 避難誘導 

津地方気象台 事故拡大の防止のための気象情報提供 
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第１７節 大規模火災への対応 
大規模な火災による多数の死傷者等の発生を防止するため、防災空間の整備等の予防対策及

び発災時の救助・救援活動や避難誘導等の応急対策の整備を着実に進めます。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　広範囲、長時間の警戒区域の設定時には避難所の開設を検討します。

業務内容

1 消防活動の実施 企画チーム、消防チーム

3 避難措置 避難所チーム

　市内で火災等の災害が発生した場合に、市民の皆さんに対し、出火防止、初期消火活
動の徹底を期すよう、あらゆる手段により呼びかけを行うとともに、市民の皆さんの避
難時における安全確保及び延焼防止活動を行います。

2 警戒区域の設定 企画チーム、消防チーム

　人の生命又は身体に対する危険を防止するため、必要があると認めるときは、避難の
ための立退きを勧告、指示します。また、必要があると認めるときは、警戒区域を設定
し、一般住民の立入制限、退去等を命令します。（消防法第23条の2、基本法第60条、基
本法第63条）

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 情報収集、応援要請 

伊勢警察署 避難誘導、資機材搬送の先導、警戒区域内の警戒 
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第１８節 林野火災への対応 
林野火災による広範囲にわたる林野の焼失などの被害を防止するとともに、林野火災が発生

した場合にはその被害軽減を図ります。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　林野火災が延焼拡大し、市民の皆さまに危険のおそれがある場合に、広報を行うとと
もに、延焼防止活動を行います。

3 輸送手段等の確立 消防チーム

4 消防活動の実施 消防チーム

業務内容

1
情報の収集及び関係機関へ
の連絡

消防チーム

　火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたとき
は、火災警報を発します。

2
空中消火基地の選定及び設
定

消防チーム

　空中消火基地の選定にあたっては、火災現場に近く、資機材等輸送のための大型車両
等の進入が容易であり、100トン以上の水源を有し、毎分1トンの取水が可能な平坦な場
所を災害発生場所に合せて設定します。

　資機材等を空中消火基地に運ぶため、輸送ルート、輸送手段を確立しておきます。

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 情報収集、空中消火、応援要請 

伊勢警察署 避難誘導、資機材搬送の先導 

伊勢生コンクリート協同組合 消防用水の供給 
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第１９節 市民、企業等の資材等を活用する 
 災害が発生した場合や、発生しようとしている緊迫した状況時には、それらを防ぐ又は被害

を最小限に抑えるために、市民の皆さんや企業等がお持ちの施設、土地、家屋等を緊急的に活

用させていただく事があります。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢警察署 物的公用負担等の代行、災害対策本部への報告 

三重県 物的公用負担等の代行 

国 物的公用負担等の代行 
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第２０節 不足する資機材を要請する 
 災害が発生した場合に、市内の備蓄する物資、資機材だけで対応が困難な場合には県へ必要

な物資等を要請し応急対策を実施します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 物資、資機材の共有 

国 物資、資機材の共有 

 

 

 

 

  



第３編 公助  第４章 いのちを守る 

155 

第２１節 優先度の高い通常業務を行う 
 発災後は人命保護が最優先となるため、市内に大津波警報が発表されるなど非常体制で災害

対応を行う必要がある場合には災害時優先業務以外の通常業務を積極的に休止し、災害対応を

行います。発災後にも継続する必要がある通常業務や、時間帯、災害対応状況によって復旧す

る業務を予め整理し実施します。 

 

１ 実施業務 
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第５章 いのちをつなぐ 

第１節 避難所運営 
居住の場を失った住民に対して一時的な生活の場として避難所を提供するとともに、地域住

民や避難者による避難所の運営が円滑にできるよう管理します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛備蓄倉庫一覧 P.8 

 災害時指定避難場所一覧 P.66 

 福祉避難所 P.74 

 災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

 災害救助法様式-7 避難所設置及び収容状況 P.446 

  

 

 

 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

2 広域避難を行う 企画チーム、避難所チーム

　避難者の受入れ、避難者情報の管理、避難所環境の保護、災害時要配慮者への支援な
どを行い、地域住民や避難者による避難所の運営が円滑にできるよう管理します。ま
た、避難所運営について専門家と定期的に意見交換を行い、災害関連死の予防、男女共
同参画の視点に配慮した避難所づくりや避難者の自立支援やペット対策等に取り組みま
す。

業務内容

1 避難所運営 避難所チーム

3 車中泊等対策 避難所チーム

　車中泊やテント泊等、避難所の外で避難生活を送る人たちの居場所や健康状態を把握
します。また、避難所情報や物資の配布、医療支援、エコノミークラス症候群の予防法
などの周知にも努めます。

　市内の避難生活施設でスペースが確保できない場合には、避難者の受入先として市
外、県外の施設を確保できるよう、近隣市町等と協議します。また、市に調整の暇が無
い場合には、県に受入先について助言を求めます。（基本法第86条の2、第86条の8、第
86条の9）
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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

ボランティア 避難所運営の補助 

伊勢市社会福祉協議会、ボランティアセンタ

ー 
ボランティアのマッチング 

三重県 
他市町、他都道府県との受入れ調整、事務の代

行 

国 事務の代行 
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第２節 災害時要配慮者対策 
避難所において、災害時要配慮者が適切な配慮を受けられるような避難所運営ができるよう

管理します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛備蓄倉庫一覧 P.8 

 災害時指定避難場所一覧 P.66 

 災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

 災害救助法様式-7 避難所設置及び収容状況 P.446 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 災害時要配慮者の受入れ、避難支援 

自治会、自主防災組織 安否確認 
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第３節 食糧等の供給 
生命や身体を維持していくために必要な食料や飲料水を県、関係機関や協定先と連携して確

保し、被災者に供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛備蓄倉庫一覧 P.8 

災害時指定避難場所一覧 P.66 

 災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

 災害救助法様式-10 飲料水の供給簿 P.450 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 食糧の供給、物資輸送 

ボランティア 物資の積み込み補助、炊き出し 
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第４節 飲料水等の供給 
災害で水道施設が被災したことにより給水を受けられない者や医療機関等に対し、生命や身

体を維持していくために必要な飲料水等を供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

関係資料 

☛備蓄倉庫一覧 P.8 

災害時指定避難場所一覧 P.66 

取水地点と水量（日量） P.111 

 災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

 災害救助法様式-10 飲料水の供給簿 P.450 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 飲料水の供給、物資輸送 

ボランティア 飲料水の積み込み補助 
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第５節 生活必需品の供給 
災害による混乱から被災者の生活の安定を図るため、時間により変化する被災者のニーズを

把握し、県、関係機関や協定先等と連携して、被災者に生活必需品を供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

関係資料 

☛備蓄倉庫一覧 P.8 

災害時指定避難場所一覧 P.66 

 災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-6 救助の種目別物資受払状況 P.445 

 災害救助法様式-11 物資の給与状況 P.451 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 物資の供給、物資輸送 

ボランティア 物資の積み込み補助 

三重県 物資の供給、物資輸送 
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第６節 トイレ対策 
災害発生時及び避難生活期において、トイレの使用が困難な地域の被災者を対象に、トイレ

の調達と供給を行います。 

 

１ 実施業務 

 
 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 トイレ、トイレ関係物資の供給、物資輸送 

ボランティア トイレ清掃 

自治会、自主防災隊 トイレ管理、トイレ清掃 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

2
災害時要配慮者に対する配
慮

避難所チーム

業務内容

1 トイレ対策の実施
物資チーム、環境衛生チー
ム

　職員の配置･巡回により、避難所の状況及び上下水道等の利用可能状況を調査し、被
災者のトイレ利用に関する需要を把握し、トイレの調達、供給を行う等、トイレ対策を
実施します。

　避難所においては、トイレの設置箇所の工夫、利用介助の実施等により、災害時要配
慮者用のトイレ利用に配慮します。
　段差の解消、手すりの設置等が見落とされないよう配慮します。

3 快適な利用の確保 避難所チーム

　避難所の状況に応じて避難者を中心に、ボランティアの協力を得ながら定期的な清掃
を行い、トイレの清潔を保持するとともに、避難所のトイレ利用状況に応じて、定期的
にし尿のくみ取りを実施します。
　また、トイレの設置箇所の工夫、洋式便座の積極配置、女性や子ども、高齢者に対す
る安全やプライバシーの確保、脱臭、照明、採暖等トイレを快適に利用するための配慮
を行い、必要な物資を供給します。
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第７節 被災者への情報伝達活動 
被災者に正確な災害情報、安否情報、生活関連情報を提供することにより、風評等による混

乱を防止します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

報道機関 市民の皆さんや他地域への広報の協力 

自治会 広報紙、災害情報紙の配布協力 

災害ボランティアセンター ボランティア情報の発信 
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第８節 保健活動 
被災地住民の疾病予防、健康保持、災害関連死を防止する観点から、健康相談や疾病予防対

策を実施します。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

2 こころのケア
教育チーム、医療保健チー
ム

業務内容

1 健康調査・健康相談 医療保健チーム

　避難生活が長期になると予想される場合、定期的に避難所等を巡回し、被災者の健康
状態を調査するとともに、特に高齢者など要配慮者の心身の健康状態を考慮しながら、
必要に応じて栄養面をはじめとする保健指導及び健康相談を実施します。（基本法第8
条の2）

3 臨時予防接種の実施 医療保健チーム

　県から予防接種法に基づく臨時予防接種の実施の指示を受けた場合には、その指示に
従い実施します。実施にあたっては、在宅避難者を含めて幅広く広報します。

　県と連携し、精神科医等の協力を得て災害の直接体験や生活環境の激変による精神的
不調に対し、こころのケアを実施します。また、保育所、幼稚園、学校、教育委員会等
と連携し、被災したこどもへのこころのケアに努めます。

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県伊勢保健所 
救護活動の実施 

健康相談、訪問指導の実施 

伊勢地区医師会、伊勢地区歯科医師会 救護活動支援 

医療ボランティア 
救護活動の実施 

健康相談、訪問指導の実施 
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第９節 防疫対策 
被災地における衛生環境悪化に伴う感染症の感染防止やまん延防止等を推進するため、防疫

態勢を確立します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県伊勢保健所 感染症予防 
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第１０節 食品衛生の確保 
被災者に対し安全で衛生的な食品を供給するため、県や協定先等と連携して衛生指導を行

い、食中毒の発生防止に努めます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県伊勢保健所 

衛生状態の監視、指導 

食品の取扱い状況の調査、指導 

食品関係営業時の実態調査、指導 
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第１１節 行方不明者の捜索及び遺体の処置、埋火葬 
災害によって行方不明となった者の捜査及び災害により発生した遺体の安置・処置、埋火葬

等を県や協定先等と連携して円滑に実施します。 

  

１ 実施業務 

 

 
 

関係資料 

☛災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-19 埋葬台帳 P.458 

災害救助法様式-20 死体処理台帳 P.459 

災害救助法様式-20の 2 死体の捜索状況記録簿 P.460 

    

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 遺体の処理、埋火葬に関する広域調整 

伊勢地区医師会 遺体の検案 

伊勢地区歯科医師会 身元不明者の確認支援 

伊勢警察署 

行方不明者の捜索、遺体の検視 

行方不明者相談、身元確認への協力 

身元引受人への遺体引渡し 

協定締結先 
納棺用品等の調達協力 

遺体の搬送協力 
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第１２節 廃棄物・し尿処理対策 
被災者が衛生的な環境で生活することができるよう、県や関係団体と協力し、迅速な対応に

努めます。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 災害廃棄物処理に係る応援の調整 

伊勢広域環境組合 ごみ処理、し尿処理 

ボランティア 地域の清掃 
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第１３節 災害ボランティア活動支援 
災害時においては、ボランティアによる協力を必要とする状況が数多く発生することが想定

されます。ボランティア活動希望者の善意を最大限活かせるよう、災害ボランティアセンター

を災害時体制に移行し、幅広いニーズに対応します。 

１ 実施業務 

 

 

  

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢市社会福祉協議会 災害ボランティアセンターの運営 
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第６章 再建への足掛かり 

第１節 住宅応急対策 
災害により住家に被害を受け、自己の資力では住宅を確保できない者、及びそのままでは当

面日常生活を営むことができない者に対し、応急的に住宅の修理や提供等の対策を行い、健全

な生活環境の確保に資します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛災害救助法様式-4 救助実施記録日計票 P.444 

災害救助法様式-8 応急仮設住宅台帳 P.447 

災害救助法様式-16 住宅応急修理記録簿 P.456 

災害救助法様式-21 障害物除去の状況 P.461 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応急仮設住宅の建設 

ボランティア 住宅の土砂等障害物の除去等への協力 
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第２節 応急教育対策 
災害時に児童生徒等の安全を確保するとともに、その後の混乱や学校施設等の被災、避難所

運営等により通常の教育に支障をきたす場合は、教育施設及び教職員等を確保の上、応急教

育、応急保育を実施し、早期の教育・保育の再開を目指します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県教育委員会 応急教育実施及び学校再開への調整 

ＰＴＡ等教育関係団体 学校教育再開への協力 

 

 

 

  

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　保育所（園）、こども園の被害状況を把握し、状況に応じて臨時保育所の確保等、応
急保育を行うとともに、必要な場合は入所手続を省いた一時入所サービスの提供に努め
ます。

業務内容

1 応急教育対策 教育チーム

　学校施設の被害調査の上、復旧計画を作成するとともに、避難所運営との関係など施
設の状況に応じて、代替施設も含めた学校施設の確保、教職員の確保に努め、応急教育
を実施の上、学校教育の早期再開を目指します。

2 応急保育対策 保育課
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第３節 労働者の確保 
災害時に必要な労働者等の人員を確保し、応急作業及び復旧作業の円滑な推進のための労力

不足を補います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

ハローワーク伊勢 労働者の確保 
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第４節 他市町村の支援体制の確立 
地震や風水害等の大規模災害時に市が被害を受けていない場合、支援本部を設置し、被災し

た市町村への支援を効率的、効果的に実施します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 被災県との調整 

市現地調整チーム 被災地のニーズの把握 
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第７章 都市基盤の復旧 

第１節 公共施設の災害復旧 
被災した道路や河川等の公共土木施設、公共施設、農林業関連施設等の復旧事業の促進を図

り、市民の皆さんの生活基盤、産業活動基盤の早期確保に努めます。 

 

１ 実施業務 
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関係資料 

☛激甚災害に係る財政援助措置の対象一覧 P. 117 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 

土木施設復旧事業 

農林水産施設関連施設復旧事業対応 

激甚災害法に定める調査 
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第８章 被災者への生活支援 

第１節 被災者支援対応 
被災者に対する租税等の徴収猶予、公共料金の特例措置等の積極的かつ円滑な推進や、災害

により離職を余儀なくされた方に対する国の職業あっせんや雇用保険の失業給付等に関する情

報提供や手続の簡素化などにより、被災者の自力復興、安定した生活の早期回復を支援しま

す。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

離職者への措置 商工労政課

業務内容

1 租税等の特例措置
課税課、医療保険課、介護保
険課、保育課、教育総務課

　被災した市税等納付者の救済措置として、市税等の納期限の延長、徴収猶予及び減免
について条例に基づき速やかに適切な措置を講じます。国税、県税等についても同様の
措置がとられます。また、保育料についても全部または一部を減免することができるな
ど、各種特例措置を的確に運用します。

2 公共料金等の特例措置 料金課

　郵便料金、電話料金、電気料金、ガス料金等の公共料金について、各事業者がそれぞ
れの基準に基づいて減免や支払い期限延伸などの特例措置を講じます。

3

6 被災者相談窓口の設置 生活再建チーム

　被災者が生活の再建に向けて、的確な支援を早期に受けることができるように、関係
機関と連携しながら、様々な相談・問い合わせに、一元的かつ柔軟に対応するため被災
者相談窓口を開設します。(基本法第8条）

4
雇用保険の失業給付に関す
る特例措置

商工労政課

　災害後の被災者支援を円滑に進めるため、被災状況や支援の状況などの情報を共有
し、統括的に管理する被災者台帳を作成し、被災者の自立に対する配慮事項の把握、援
助や助成措置を行います。

　ハローワーク伊勢が実施する臨時職業相談窓口の設置、職業訓練受講指示、職業転換
給付金制度等の活用などに対し、市は適切に協力して広報や案内等を行います。

　ハローワーク伊勢が行う証明書による失業の認定や、激甚災害による休業者に対する
基本手当の支給などを適切に案内します。

5 被災者台帳の作成、整理 生活再建チーム
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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
県税の減免措置 

再就職の支援 

国税庁 国税の減免措置 

郵政、通信、電気、ガス等の事業者 料金減免等の措置 

ハローワーク伊勢 職業斡旋、離職者支援、雇用保険の失業給付 

 

 

 

 

  

8 学用品の給与 教育チーム

　被災により学用品を喪失または毀損し、就学上支障のある児童生徒に対し、必要な学
用品を給与し、就学を援助します。

7 被災者支援パンフレット 情報チーム

　被災者が「いつもの生活を取り戻すため」に、生活の再建に向けて受けることができ
る様々な支援について広く周知するため、関係チーム、関係機関と連携しながら、一定
の期間ごとに最新の情報を提供します。
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第２節 住家等被害認定調査 
各種の被災者への支援措置を早期に実施するため、発災後迅速に被災家屋等の調査、被害認

定を行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応援職員の派遣 

協定締結先 応援職員の派遣 

近隣市町 応援職員の派遣 
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第３節 罹災証明書の交付 
各種の被災者への支援措置を早期に実施するため、罹災証明書の交付体制を確立し、被災者

に対して迅速かつ的確に罹災証明書を発行します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応援職員の派遣 

協定締結先 応援職員の派遣 

近隣市町 応援職員の派遣 
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第４節 被災者生活再建支援制度の適用 
自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給

し、被災者が自ら生活再建への意欲を持って自立した生活をできるよう支援します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関係資料 

☛被災者生活再建支援法の適用基準と対象世帯 P. 124 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
内閣府、被災者生活再建支援法人との連絡調整 

法の適用、公示 
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第５節 生活資金等の支給・融資 
被災者の早期生活再建及び生活の安定化を図るため、災害弔慰金、災害障害見舞金等を支給

するとともに、生活再建に必要な資金の貸付けを行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢市社会福祉協議会 生活福祉資金の貸付け 

住宅金融支援機構 住宅の建設・補修資金の貸付け 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

1
災害弔慰金、災害障害見舞
金の支給

生活再建チーム

　「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいた「伊勢市災害弔慰金の支給等に関す
る条例」の定めるところにより、一定規模以上の災害により死亡した市民の遺族に対し
災害弔慰金を支給します。また、災害による負傷または疾病から精神または身体に著し
い障害を受けた市民に災害障害見舞金を支給します。

2 、災害見舞金の支給 生活再建チーム

「伊勢市災害見舞金支給要綱」の定めるところにより、市民の居住する家屋が災害によ
り被害を受けた場合、その世帯主に対し災害見舞金を支給します。

　住宅金融支援機構による災害復興住宅資金の融資制度についてホームページ等で情報
提供することにより活用促進を図ります。

3 災害援護資金の貸付 生活再建チーム

　災害により、被害を受けた方に対し、生活の再建や安定を図るため、「伊勢市災害弔
慰金の支給等に関する条例」の定めるところにより、資金の貸し付けを行います。

4 住宅復興資金の融資 住宅政策課
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第６節 災害義援金品の配布 
関係機関、団体等と協力し、被災者に対する義援金品の募集及び的確かつ公平な配分によ

り、被災者の自立的生活再建を支援します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
三重県の義援品の配分 

義援金の配分方法等についての協議 

日本赤十字社三重県支部 日本赤十字社における義援金品の配分 

三重県共同募金会 共同募金会における義援金の配分 
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第７節 中小企業等の再建支援 
被災した中小企業者及び農林漁業者等に対して、各種金融制度等の周知及び活用促進を図

り、迅速な経営の回復と安定化を促進します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

金融機関 貸付け準備、貸付け 

商工関係団体 被災企業の自立支援 
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第９章 復興に向けた始動 

第１節 復興計画の立案 
総合的かつ長期的な視点に立った復興に向けて、体制の整備を図り、地域全体の意見を踏ま

えた復興方針、復興計画を定めることにより、被災前の地域課題を解決し、地域の環境をより

良いものに再生させる復興対策の実施に繋げます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 復旧事業対応、財源の確保 
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第２節 市民生活の復興 
住家を失った低所得罹災世帯向けの災害公営住宅の建設をはじめ、迅速な家屋解体の推進、

民間住宅の建設促進や情報提供等を通じて、被災者の恒久的な住宅の確保、応急仮設住宅の早

期解消を図り、生活の安定に資します。また、保健・医療・福祉サービスの充実により、被災

者、市民の皆さんの健康管理や治療の継続、介護や保育サービス等の確保を図ります。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 災害公営住宅建設等の事業支援 

伊勢地区医師会、伊勢地区歯科医師会 医療の継続 

伊勢市社会福祉協議会 福祉サービスの調整 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

5 公費解体 環境衛生チーム、営繕課

　倒壊等、撤去の緊急性が高い家屋については、市が所有者に代わって、家屋等の解
体・撤去を行う公費解体を検討します。

2 民間施設の借り上げ 応急復旧チーム

　子どもたちが明るく過ごせるよう子育て世代を支援するための保育サービスの確保、
充実を図り災害により健全な次世代の育成環境が損なわれないように努めます。

　被害の状況や、被災者数から必要であれば「みなし仮設住宅」の借り上げを検討しま
す。

3 保健、医療の充実 健康課

　保健・医療サービスの水準維持、充実により、特に、応急仮設住宅入居者や避難者等
の健康管理、医療環境の維持、こころのケアに努めます。

4 次世代育成支援 保育課、学校教育課

業務内容

1 災害公営住宅の建設 住宅政策課

　住宅被害の実態を把握し、災害公営住宅（大規模な災害により住宅被害が発生した場
合に，低所得罹災世帯のために国庫の補助を受け整備するもの）の建設、及び既設公営
住宅の復旧に関する建設計画を作成し、これに基づき建設または復旧を実施して、特定
入居選定基準を作成の上、入居者の選定を行います。
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第３節 社会基盤・都市基盤の復旧・復興 
被災状況、地域の従前の社会基盤・都市基盤施設の整備状況、既存の長期計画における位置

づけ等をもとに迅速な復旧を目指し、市街地復興の方針、目的、手法等を決定し、災害に強い

まちの形成や快適な都市環境の形成を図ります。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 各種復旧事業対応 
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第４節 地域経済復興支援 
地域に人々がとどまり、人々が戻ってこられるよう、雇用や生活環境を守るため、事業者の

事業継続、中小企業の支援、地域経済全体の活性化のための支援等を行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

商工関係団体 被災中小企業の自立、産業振興の支援 

 

 



 

 

伊勢市地域防災計画の沿革 
 

平成１８年度  旧４市町村の地域防災計画をベースに作成 

平成２１年度  水防法の改正に伴い修正 

平成２３年度  災害対策本部設置基準の改正、担当課を明記 

平成２４年度  避難所指定基準の作成に伴う修正 

平成２５年度  災害対策基本法改正に伴う修正 

平成２６年度  災害対策基本法改正に伴う修正・南海トラフ地震防災対策推進計画策定 

平成２７年度  東日本大震災の教訓を基に大規模改訂 

平成２８年度  洪水浸水想定区域図【宮川】の公表に伴う避難所見直し及び熊本地震の教

訓を基に改定 

平成２９年度  台風第 21号の教訓を基に改定 

平成３０年度  施策の進展等を踏まえた改定 

令和２年度   洪水浸水想定区域図【県管理河川】及び高潮浸水想定区域図の公表、 

土砂災害警戒区域の指定に伴う避難所見直し 

避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)の更新に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢市地域防災計画 

令和３年 ３月 策定 

伊勢市防災会議 

 

 


