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【資料 1-1】篠山市防災会議条例 

平成11 年４月１日 

条例第18 号 

（目的） 

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

（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 篠山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること 

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること 

(3) 水防法（昭和24 年法律第193 号）第25 条の水防計画その他水防に関し調査審議すること 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

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

５ 委員は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1) 兵庫県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(2) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(4) 教育長 

(5) 消防長及び消防団長 

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

６ 前項第６号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

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

２ 専門委員は、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経

験のある者のうちから、市長が任命する。 

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

（委任） 

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

会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、平成11 年4 月1 日から施行する。 
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【資料 1-2】篠山市防災会議組織表 

区分 機   関   名 職  名 

会長 篠山市 市長 

委員 兵庫県丹波県民局 企画調整部 参事 

〃 兵庫県丹波県民局 篠山健康福祉事務所 所長 

〃 兵庫県丹波県民局 柏原農林振興事務所 所長 

〃 兵庫県丹波県民局 柏原土地改良事務所 所長 

〃 兵庫県丹波県民局 柏原土木事務所 所長 

〃 篠山警察署 署長 

〃 （社）篠山市医師会 会長 

〃 関西電力㈱三田営業所 所長 

〃 西日本電信電話㈱兵庫支店 設備部 構築運営グループ長 

〃 篠山市消防本部 消防長 

〃 篠山市消防団 団長 

〃 篠山市教育委員会 教育長 

〃 篠山市 副市長 

〃 篠山市 政策部長 

〃 篠山市 総務部長 

〃 篠山市 生活部長 

〃 篠山市 福祉部長 

〃 篠山市 保健部 

〃 篠山市 産業経済部長 

〃 篠山市 建設部長 

〃 篠山市 公営企業部長 
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【資料 1-3】篠山市防災会議運営規程 

平成11 年6 月1 日 

規程第26 号 

（目的） 

第 1 条 この規程は、篠山市防災会議条例(平成 11 年篠山市条例第 18 号)第 5 条の規定に基づき、篠山市防災会

議(以下「防災会議」という。)の議事その他会議の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（招集) 

第2 条 防災会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

（欠席) 

第 3 条 委員は、事故その他やむを得ない事由により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に

届けなければならない。 

2 前項の場合において、委員は、その所属する機関の職員を代理人として防災会議に出席させることができる。 

（会議) 

第4 条 防災会議は、年度の当初及び防災に関し、会議の必要が生じたときに開くものとする。 

（議事の特例) 

第 5 条 防災会議の議案で、一部の特定の機関のみに関係がある事案については、会長が適宜の方法により関係

のある委員と協議して決することができる。 

2 会長は、前項の規定により協議して決した事項は、次の防災会議にその旨を報告するものとする。 

（専決処分等) 

第 6 条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは専決処分することがで

きる。 

(1) 会長において、防災会議を招集する暇がないと認めるとき。 

(2) 軽易な事項で、速やかな措置を要するとき。 

2 会長は、前項の規定により処置については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。 

（異動報告) 

第7 条 委員は、異動等により変更があったときは、後任者がその職氏名及び異動年月日を速やかに会長に報告し

なければならない。 

（幹事) 

第8 条 防災会議に幹事を置く。 

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから会長が任命する。 

（幹事会) 

第9 条 幹事会は、幹事をもって組織する。 

2 幹事会は、あらかじめ会長が指名する幹事が招集し、その議長となる。 

3 幹事会は、防災会議において委任された事項を処理し、委員及び専門委員を補佐する。 

（準用規定) 

第10 条 幹事会の会議は、第3 条及び第4 条の規定を準用する。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成16 年5 月24 日規程第3 号) 

この規程は、公布の日から施行する。 
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【資料 1-4】篠山市災害対策本部条例 

平成11 年４月１日 

条例第19 号 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条第７項の規定に基づき、篠山市災害対策

本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組 織） 

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

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

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

（ 部 ） 

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

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地対策本部） 

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

部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（雑 則） 

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

 

附 則 

この条例は、平成11 年4 月1 日から施行する。 
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【資料 1-5】篠山市防災会議ライフラインに関する専門委員会設置要綱 

平成17 年8 月29 日 

要綱第44 号 

（目的） 

第１条 篠山市防災会議条例（平成１１年条例第 18 号）第４条の規定に基づき、篠山市防災会議ライフラインに関す

る専門委員会（以下「専門委員会」という。）を設置し、ライフライン事業者と行政との連携強化を図り、災害時にお

ける円滑な応急対策活動の実施を図ることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 専門委員会は、市民生活に欠かせないライフライン施設の被害軽減と被災後の早期復旧、復興のため、次

の各号に定める事項を審議する。 

(1) 篠山市地域防災計画及び篠山市水防計画の見直し及び検討に関すること。 

(2) 災害時における市民生活の早期復旧のための基本的な事項の検討に関すること。 

(3) 実効性のある防災体制及び連携体制の構築及びその検討に関すること。 

(4) その他ライフライン施設等の被害の軽減等に関すること。 

（組織） 

第３条 専門委員会は、専門委員で組織する。 

（専門委員） 

第４条 専門委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。 

(1) 関係指定公共機関の職員 

(2) 関係指定地方公共機関の職員 

(3) 市の職員 

(4) 学識経験のある者 

（専門委員の任期） 

第５条 専門委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 専門委員は、再任されることができる。 

（座長） 

第６条 専門委員会に、座長を置く。 

２ 座長は、防災会議会長が指名する者がこれにあたる。 

３ 座長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。 

４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する専門委員が、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 専門委員会は、座長が招集する。 

２ 座長は、会議の議長となる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の合議により決定するものとする。 

（防災会議への報告） 

第８条 座長は、専門委員会の終了後、速やかに、当該専門委員会の議事要旨を作成し、これを篠山市防災会議会

長に報告する。 

２ 座長は、専門委員会での協議の結果で報告を行う必要があると認めるときは、当該事項に係る内容を篠山市防

災会議に報告するものとする。 

（庶務） 

第９条 専門委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関して必要な事項は、座長が専門委員会に諮って定

める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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【資料 1-6】篠山市ライフラインに関する専門委員会 

業種 機関名 

電気事業者 関西電力㈱三田営業所 

篠山都市ガス㈱ 

ガス事業者 

兵庫県プロパンガス協会摂丹支部篠山地区会 

上水道事業者 篠山市公営企業部 

下水道事業者 

道路管理者 

篠山市建設部 

西日本旅客鉄道㈱篠山口駅 

公共交通事業者 

神姫バス㈱篠山出張所 

通信事業者 西日本電信電話㈱兵庫支店 

行政（防災担当） 篠山市総務部 
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第２部  災害予防計画 
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【資料2-1】警戒を要するため池一覧 

№ ため池名 管理者 
所在地 

（字） 

満水面積ha

(受益面積) 
貯水量 

堤高

(m)

満水面上の

余裕高(m) 
被害予想 堤 長 指定年度

１ 倉谷池 
倉谷池水利組合委

員長 
住山 

0.9 

(11.0) 
43,000 15.0 1.5 

町道 50ｍ 

家屋 5戸 

耕地 2ha 

ｌ＝70m S50 

２ 四十九池 曽地中自治会長 曽地中 
1.20 

(12.0) 
38,000 6.2 3.0 

町道500ｍ 

家屋 8戸 

耕地2.5ha 

ｌ＝58m S53 

３ 西池 西八上自治会長 西八上 
0.30 

(4.0) 
9,000 5.0 1.5 

農道200ｍ 

家屋 7戸 

耕地 2ha 

ｌ＝76m S56 

４ 奥池 大野自治会長 矢代 
2.4 

(90.0) 
108,000 9.8 2.0 

町道700ｍ 

家屋15戸 

耕地 8ha 

ｌ＝140m S58 

５ 浦山池 古森自治会長 古森 
0.6 

(5.0) 
15,000 12.0 1.0 家屋20戸 ｌ＝50m S61 

６ 池尻池 池尻水利組合長 長安寺 
1.2 

（20.5） 
15,800 4.2 1.2 

家屋 9戸 

耕地 9.4ha 

農道 1313m 

l＝121m H16 

７ 井根口池 小野原水利組合長 上小野原 
1.35 

（24.0） 
35,000 5.8 1.2 

家屋 19戸 

耕地10ha 

県道975m 

ｌ＝93m H16 

８ 森ノ上2号池 西野々 自治会長 西野々  
0.15 

（6.0） 
3,000 7.0 1.0 

家屋19戸 

耕地3.8ha 

市道600m 

農道150ｍ 

ｌ＝46m H16 

９ 森ノ上3号池 西野々 自治会長 西野々  
0.07 

（6.0） 
3,000 5.1 0.8 

家屋19戸 

耕地3.8ha 

市道600m 

農道150ｍ 

ｌ＝28m H16 

資料：産業経済部農村整備課調べ 
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【資料 2-2】ダムの現況及び管理者 

(1)ダムの現況 

ダ ム の 名 称 所 在 地  堤長(ｍ)  堤高(ｍ)  総貯水量(m3)  有効貯水量(m3) 

鍔 市 ダ ム 火打岩 128.9 34.5 1,070,000 974,000

八 幡 谷 ダ ム 川 原 103.0 27.5 742,000 634,000

藤 岡 ダ ム 藤 岡 164.6 43.4 870,000 784,000

佐 仲 ダ ム 小 坂 144.0 38.9 505,000 450,000

黒 石 ダ ム 今田町黒石 170.0 29.6 720,000 606,000

川 代 ダ ム 大山下 95.0 9.0 1,300,000 1,300,000

 

(2)ダムの管理者 

ダムの名称 所 在 地 団 体 名 

鍔 市 ダ ム 篠山市北新町41（篠山市役所） 篠山川沿岸土地改良区 

八 幡 谷 ダ ム     〃       〃 

藤 岡 ダ ム     〃       〃 

佐 仲 ダ ム     〃       〃 

黒 石 ダ ム     〃 今田町土地改良区 

川 代 ダ ム 篠山市大山下字大下ノ坪353-1 近畿農政局川代ダム管         理所 

資料：産業経済部農村整備課調べ 

 

 
 
 

【資料 2-3】急傾斜地崩壊危険箇所（区域） 

(１)急傾斜地崩壊危険区域 9 箇所 

箇 所 名 位  置 急傾斜地崩壊危険区域指定年月日 

上河原町 河 原 町 H15.2.25（S48.12.18） 

河 原 町 河 原 町 H13.3.21(S45.12.18) 

一  力 立   町 S48.12.18 

東 岡 屋 東 岡 屋 S47. 2.12 

西 岡 屋 西 岡 屋 H9.3.25(S45.12.18) 

西木之部 西木之部 S54. 3. 9 

西 阪 本 西 阪 本 S49. 2.12 

牛 ヶ 瀬 牛 ヶ 瀬 S55. 3.28 

中 中 H15.8.5 

資料：建設部建設課調べ 

 

（2）急傾斜地崩壊危険箇所（ランクⅠ） 249 箇所 

斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 1 桑原(2) 桑原 380 30 32

自然 2 桑原(3) 桑原 160 30 70

自然 3 桑原(4) 桑原 270 35 52

自然 4 桑原(5) 桑原 40 35 36

自然 5 桑原(6) 桑原 240 40 80

自然 6 桑原(1) 桑原 70 35 45

自然 7 遠方(1) 遠方 250 30 50
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 8 遠方(2) 遠方 350 35 110

自然 9 本郷(2) 本郷 60 40 110

自然 10 本郷(3) 本郷 150 40 40

自然 11 本郷(4) 本郷 110 35 100

自然 12 本郷(5) 本郷 180 35 50

自然 13 本郷(6) 本郷 150 30 40

自然 14 本郷 本郷 600 45 120

自然 15 本郷(7) 本郷 200 40 140

自然 16 川阪(1) 川阪 150 35 45

自然 17 川阪(2) 川阪 200 35 100

自然 18 栗柄(2) 栗柄 290 40 80

自然 19 栗柄(3) 栗柄 95 30 40

自然 20 栗柄(1) 栗柄 175 30 46

自然 21 坂本(1) 栗柄 320 30 110

自然 22 坂本(2) 坂本 250 35 60

自然 23 垣屋 垣屋 150 35 42

自然 24 乗竹 乗竹 160 35 40

自然 25 乗竹(2) 乗竹 90 40 126

自然 26 打坂 打坂 260 34 76

自然 27 小坂(1) 小坂 80 36 36

自然 28 小坂(2) 小坂 150 35 120

自然 29 小坂(3) 小坂 70 43 26

自然 30 上板井 上板井 240 32 30

自然 31 追入(2) 追入 75 35 70

自然 32 追入(3) 追入 200 40 45

自然 33 追入 追入 150 40 50

自然 34 大山宮 大山宮 155 40 30

自然 35 大山宮(2) 大山宮 370 40 50

自然 36 大山上(2) 大山上 190 35 30

自然 37 大山上(3) 大山上 300 35 120

自然 38 大山上 大山上 320 40 70

自然 39 大山新 大山新 240 35 110

自然 40 石住 石住 120 40 25

自然 41 高倉 高倉 150 45 90

自然 42 一印谷 一印谷 360 30 70

自然 43 一印谷(2) 一印谷 250 40 70

自然 44 長安寺(1) 長安寺 330 35 40

自然 45 長安寺(2) 長安寺 140 40 12

自然 46 西木之部(2） 西木之部 290 40 60

自然 47 西木之部(3） 西木之部 160 35 40

自然 48 東木之部(1) 東木之部 250 30 94

自然 49 東木之部(2) 東木之部 150 35 40

自然 50 西木之部 西木之部 320 30 20

自然 51 大山下 大山下 115 40 20

自然 52 黒田 黒田 340 30 15

自然 53 下板井 下板井 440 35 58

自然 54 宮田 宮田 260 42 18

自然 55 西阪本 高屋 240 36 20

自然 56 口阪本 坂本 400 44 20

自然 57 今福 今福 320 30 20

自然 58 東浜谷(1) 東浜谷 350 33 45

自然 59 東浜谷(2) 東浜谷 170 30 20

自然 60 藤岡奥(2) 藤岡奥 130 33 40

自然 61 藤岡奥 藤岡奥 330 40 40
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 62 熊谷(2) 熊谷 80 33 50

自然 63 熊谷 熊谷 250 33 85

自然 64 寺谷 寺谷 190 40 35

自然 65 大谷 大谷 110 35 120

自然 66 大熊 大熊 250 31 50

自然 67 知足(2) 知足 370 31 70

自然 68 知足(1) 知足 170 37 60

自然 69 瀬利 瀬利 230 40 55

自然 70 火打岩(2) 火打岩 130 37 70

自然 71 火打岩(3) 火打岩 200 42 90

自然 72 火打岩 火打岩 230 37 120

自然 73 火打岩(4) 火打岩 170 40 20

自然 74 火打岩(5) 火打岩 150 34 40

自然 75 火打岩(6) 火打岩 280 39 75

自然 76 奥畑(1) 奥畑 120 37 45

自然 77 奥畑(2) 奥畑 75 32 25

自然 78 大渕 大渕 140 38 35

自然 79 和田 和田 300 40 25

自然 80 大上(1) 大上 220 36 30

自然 81 大上(2) 大上 370 35 55

自然 82 倉谷 倉谷 125 31 30

自然 83 般若寺 般若寺 300 35 35

自然 84 奥県守 県守 200 33 60

自然 85 県守(1) 県守 110 33 50

自然 86 県守(2) 県守 160 34 70

自然 87 東本荘 東本荘 400 39 75

自然 88 西本荘 西本荘 250 40 90

自然 89 北島 北島 630 35 50

自然 90 上筱見 上筱見 245 41 110

自然 91 下筱見 下筱見 390 38 80

自然 92 小田中 小田中 230 35 65

自然 93 垂水 垂水 250 32 40

自然 94 垂水(2) 垂水 125 32 30

自然 95 草ノ上(1) 草ノ上 310 35 45

自然 96 草ノ上(2) 草ノ上 110 33 65

自然 97 草ノ上(3) 草ノ上 260 34 40

自然 98 塩岡 塩岡 450 39 85

自然 99 畑井 畑井 190 33 70

自然 100 宮ノ前 宮ノ前 360 39 40

自然 101 向井(2) 向井 240 32 55

自然 102 向井 向井 110 33 50

自然 103 栃梨 栃梨 200 40 70

自然 104 辻 辻 125 42 100

自然 105 貝田 貝田 475 35 80

自然 106 幡路 幡路 400 42 120

自然 107 箱谷 箱谷 85 38 25

自然 108 小野奥谷(1) 小野奥谷 220 36 40

自然 109 小野奥谷(2) 小野奥谷 220 42 65

自然 110 安田(1) 安田 180 33 30

自然 111 安田(2) 安田 270 35 50

自然 112 小原(2) 小原 550 37 50

自然 113 小原 小原 220 38 75

自然 114 福井(1) 福井 170 38 45

自然 115 福井(3) 福井 210 38 30
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 116 福井(2) 福井 200 32 30

自然 117 中(1) 中 500 35 90

自然 118 中(3) 中 420 37 60

自然 119 中(2) 中 220 30 45

自然 120 三熊(1) 三熊 420 34 60

自然 121 三熊(2) 三熊 160 33 50

自然 122 小倉 小倉 220 32 50

自然 123 小倉(2) 小倉 300 39 50

自然 124 小倉(3) 小倉 170 37 50

自然 125 小倉(4) 小倉 300 34 45

自然 126 宮代(2) 宮代 290 33 90

自然 127 宮代(1) 宮代 370 35 95

自然 128 市野 (々1) 市野  々 150 35 70

自然 129 市野 (々2) 市野  々 400 40 55

自然 130 市野 (々3) 市野  々 370 38 50

自然 131 立金 立金 155 34 45

自然 132 立金(2) 立金 160 33 45

自然 133 奥山 奥山 135 32 50

自然 134 本明谷(2) 本明谷 330 32 55

自然 135 本明谷(3) 本明谷 340 42 80

自然 136 本明谷(1) 本明谷 315 39 80

自然 137 福住(1) 福住 120 42 100

自然 138 福住(2) 福住 130 39 170

自然 139 西野  々 西野  々 220 35 40

自然 140 下原山(1) 下原山 400 36 50

自然 141 下原山(2) 下原山 220 42 60

自然 142 中原山 中原山 150 40 65

自然 143 中原山(2) 中原山 410 39 55

自然 144 中原山(3) 中原山 440 39 70

自然 145 黒石(3) 今田町黒石 170 35 70

自然 146 黒石(1) 今田町黒石 150 30 100

自然 147 黒石(2) 今田町黒石 120 35 130

自然 148 黒石(4) 今田町黒石 230 30 90

自然 149 本庄 今田町本庄 220 35 40

自然 150 木津 今田町木津 250 30 70

自然 151 今田 今田町下小野原 240 40 15

自然 152 休場 今田町休場 280 35 100

自然 153 下立杭(2) 今田町下立杭 90 30 160

自然 154 下立杭 今田町下立杭 230 30 150

自然 155 味間奥 味間奥 430 35 110

自然 156 味間北 味間北 160 40 15

自然 157 味間南(1) 味間南 220 35 20

自然 158 味間南(2) 味間南 130 40 20

自然 159 西古佐 西古佐 210 35 50

自然 160 西古佐 西古佐 130 35 30

自然 161 中野 中野 200 40 50

自然 162 大沢(2) 大沢 230 30 35

自然 163 大沢 大沢 310 40 120

自然 164 杉 杉 640 40 40

自然 165 大沢(3) 大沢 450 35 70

自然 166 初田(2) 初田 50 40 40

自然 167 初田(3) 初田 180 40 70

自然 168 初田 初田 220 35 50

自然 169 初田(4) 初田 160 30 40
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 170 牛ケ瀬 牛ヶ瀬 320 35 110

自然 171 犬飼(2) 犬飼 265 35 20

自然 172 犬飼(3) 犬飼 160 30 25

自然 173 犬飼 犬飼 230 35 55

自然 174 南矢代(4) 南矢代 140 40 20

自然 175 南矢代(3) 南矢代 345 35 70

自然 176 南矢代(1) 南矢代 170 35 60

自然 177 南矢代(5) 南矢代 330 40 90

自然 178 南矢代(2) 南矢代 250 35 60

自然 179 矢代新 矢代新 310 40 40

自然 180 真南条中(1) 真南条中 400 35 65

自然 181 真南条中(2) 真南条中 180 35 65

自然 182 栗栖野 栗栖野 120 35 40

自然 183 波賀野(2) 波賀野 150 35 20

自然 184 波賀野(3) 波賀野 260 35 50

自然 185 波賀野(4) 波賀野 520 35 40

自然 186 波賀野 波賀野 230 35 60

自然 187 見内 見内 165 35 20

自然 188 波賀野新田(1) 波賀野新田 140 35 50

自然 189 波賀野新田(2) 古市 250 35 100

自然 190 古市 古市 200 35 80

自然 191 古市(2) 古市 230 35 30

自然 192 古市(3) 古市 460 35 35

自然 193 不来坂(1) 不来坂 200 35 40

自然 194 不来坂(2) 不来坂 240 35 50

自然 195 住山(2) 住山 355 35 50

自然 196 住山(1) 住山 220 35 60

自然 197 住山(3) 住山 100 35 30

自然 198 住山(4) 住山 195 40 60

自然 199 住山(5) 住山 265 35 80

自然 200 油井 油井 470 35 100

自然 201 油井(2) 油井 340 35 100

自然 202 草野(2) 草野 310 30 160

自然 203 草野 草野 150 30 85

自然 204 西吹 西吹 250 40 20

自然 205 吹新 吹新 420 35 40

自然 206 西岡屋 西岡屋 315 30 40

自然 207 東岡屋 東岡屋 270 30 25

自然 208 一力 立町 115 35 10

自然 209 上河原町 河原町 120 48 40

自然 210 河原町 河原町 220 50 25

自然 211 東吹上 東吹 200 35 50

自然 212 東吹上(2) 東吹 250 35 40

自然 213 宇土 宇土 510 40 80

自然 214 宇土(2) 宇土 330 35 70

自然 215 岩崎 岩崎 200 30 30

自然 216 谷山 谷山 200 40 50

自然 217 野中 小枕 150 40 30

自然 218 小枕(1) 小枕 260 35 50

自然 219 小枕(3) 小枕 160 35 20

自然 220 小枕(2) 小枕 290 35 55

自然 221 小多田 小多田 280 32 30

自然 222 小多田(2) 小多田 520 34 40

自然 223 小多田(3) 小多田 130 40 50
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 224 小多田(4) 小多田 190 32 35

自然 225 小多田(5) 小多田 120 38 80

自然 226 殿町(1) 殿町 200 38 45

自然 227 殿町(2) 殿町 240 32 30

自然 228 殿町(3) 殿町 320 33 50

自然 229 西荘 西荘 480 32 35

自然 230 野々垣 野々垣 180 35 40

自然 231 曽地中(1) 曽地中 490 37 90

自然 232 曽地中(3) 曽地中 200 39 50

自然 233 曽地奥(1) 曽地奥 175 38 55

自然 234 曽地奥(2) 曽地奥 100 30 35

自然 235 曽地奥(3) 曽地奥 195 43 75

自然 236 曽地奥(4) 曽地奥 250 40 65

自然 237 後川奥(1) 後川奥 400 36 75

自然 238 後川奥(2) 後川奥 130 34 35

自然 239 後川下(2) 後川下 400 38 70

自然 240 後川下 後川下 200 34 125

自然 241 後川上ノ西(2) 後川上 240 35 75

自然 242 後川上ノ西(4) 後川上 450 39 110

自然 243 後川上ノ西(3) 後川上 270 36 40

自然 244 後川新田(3) 後川新田 250 42 125

自然 245 後川新田(2) 後川新田 120 34 20

自然 246 後川新田(1) 後川新田 180 36 70

人工 1 住吉台(1) 住吉台 460 30 40

人工 2 住吉台(2) 住吉台 800 30 40

人工 3 住吉台(3) 住吉台 1400 30 30

資料：建設部建設課調べ（平成17年度県水防計画資料編） 

 

（3）急傾斜地崩壊危険箇所（ランクⅡ） 292 箇所 

斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 1 桑原(1) 桑原 100 35 25

自然 2 桑原(2) 桑原 130 30 88

自然 3 桑原(3) 桑原 95 35 42

自然 4 桑原(4) 桑原 105 40 86

自然 5 桑原(5) 桑原 155 35 56

自然 6 桑原(6) 桑原 195 35 40

自然 7 遠方 遠方 150 40 15

自然 8 本郷(1) 本郷 75 50 15

自然 9 本郷(2) 本郷 160 30 70

自然 10 本郷(3) 本郷 45 40 10

自然 11 本郷(4) 本郷 80 35 170

自然 12 本郷(5) 本郷 200 40 150

自然 13 本郷(6) 本郷 170 45 160

自然 14 本郷(7) 本郷 210 45 150

自然 15 本郷(8) 本郷 120 30 12

自然 16 本郷(9) 本郷 130 35 95

自然 17 本郷(10) 本郷 160 35 90

自然 18 本郷(11) 本郷 130 30 30

自然 19 本郷(12) 本郷 100 30 30

自然 20 本郷(13) 本郷 35 30 20

自然 21 川阪(1) 川阪 140 35 50

自然 22 川阪(2) 川阪 170 35 50

自然 23 川阪(3) 川阪 150 35 30

自然 24 川阪(4) 川阪 100 40 90
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 25 川阪(5) 川阪 100 35 30

自然 26 川阪(6) 川阪 45 40 15

自然 27 栗柄(1) 栗柄 230 35 66

自然 28 栗柄(2) 栗柄 50 30 22

自然 29 栗柄(3) 栗柄 200 35 68

自然 30 栗柄(4) 栗柄 160 35 84

自然 31 栗柄(5) 栗柄 130 40 68

自然 32 栗柄(6) 栗柄 120 30 38

自然 33 栗柄(7) 栗柄 230 40 50

自然 34 栗柄(8) 栗柄 80 40 22

自然 35 栗柄(9) 栗柄 140 40 46

自然 36 栗柄(10) 栗柄 170 40 50

自然 37 栗柄(11) 栗柄 90 35 50

自然 38 栗柄(12) 栗柄 80 40 35

自然 39 栗柄(13) 栗柄 70 35 50

自然 40 栗柄(14) 栗柄 270 35 80

自然 41 栗柄(15) 栗柄 155 35 150

自然 42 栗柄(16) 栗柄 90 35 76

自然 43 栗柄(17) 栗柄 80 35 80

自然 44 栗柄(18) 栗柄 100 40 75

自然 45 坂本 坂本 110 35 62

自然 46 倉本(1) 倉本 140 35 130

自然 47 倉本(2) 倉本 230 35 120

自然 48 倉本(3) 倉本 110 30 80

自然 49 倉本(4) 倉本 140 30 94

自然 50 高坂(1) 高坂 170 35 90

自然 51 高坂(2) 高坂 140 30 176

自然 52 高坂(3) 高坂 130 30 66

自然 53 高坂(4) 高坂 160 35 60

自然 54 乗竹(1) 乗竹 60 32 14

自然 55 乗竹(2) 乗竹 80 38 20

自然 56 乗竹(3) 乗竹 90 36 58

自然 57 乗竹(4) 乗竹 210 38 140

自然 58 打坂(1) 打坂 160 40 22

自然 59 打坂(2) 打坂 70 42 64

自然 60 小坂(1) 小坂 90 38 70

自然 61 小坂(2) 小坂 160 33 42

自然 62 小坂(3) 小坂 70 50 12

自然 63 小坂(4) 小坂 40 35 46

自然 64 大山宮(1) 大山宮 100 35 40

自然 65 大山宮(2) 大山宮 180 40 45

自然 66 大山宮(3) 大山宮 250 35 65

自然 67 荒子新田 荒子新田 200 35 70

自然 68 大山上 大山上 120 30 70

自然 69 石住 石住 95 40 80

自然 70 高倉(1) 高倉 60 35 40

自然 71 高倉(2) 高倉 150 40 35

自然 72 高倉(3) 高倉 105 35 50

自然 73 高倉(4) 高倉 185 30 80

自然 74 高倉(5) 高倉 130 35 70

自然 75 一印谷 一印谷 180 35 20

自然 76 町之田 町之田 180 35 25

自然 77 西木之部(1) 西木之部 80 35 60

自然 78 東木之部(1) 東木之部 210 40 100



資料編 資料集 第 2部 

 - 21 -

斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 79 西木之部(2) 西木之部 40 35 18

自然 80 西木之部(3) 西木之部 180 30 40

自然 81 西木之部(4) 西木之部 90 35 30

自然 82 東木之部(2) 東木之部 160 45 48

自然 83 東木之部(3) 東木之部 190 45 60

自然 84 黒田 黒田 200 40 30

自然 85 高屋 高屋 50 35 15

自然 86 下板井 下板井 130 40 66

自然 87 宮田 宮田 75 40 14

自然 88 西谷(1) 西谷 180 40 80

自然 89 西谷(2) 西谷 70 38 40

自然 90 西谷(3) 西谷 60 40 28

自然 91 西谷(4) 西谷 160 42 18

自然 92 矢代(1) 矢代 130 37 75

自然 93 矢代(2) 矢代 100 40 20

自然 94 西浜谷 西浜谷 75 32 25

自然 95 東浜谷 東浜谷 130 35 35

自然 96 藤岡奥(1) 藤岡奥 150 33 50

自然 97 藤岡奥(2) 藤岡奥 140 32 60

自然 98 藤岡奥(3) 藤岡奥 270 38 45

自然 99 寺谷 寺谷 170 40 40

自然 100 鷲尾(1) 鷲尾 170 43 45

自然 101 鷲尾(2) 鷲尾 210 35 65

自然 102 知足(1) 知足 160 39 70

自然 103 知足(2) 知足 270 38 55

自然 104 丸山(1) 丸山 200 38 50

自然 105 丸山(2) 丸山 330 36 100

自然 106 瀬利(1) 瀬利 200 30 55

自然 107 瀬利(2) 瀬利 180 37 50

自然 108 瀬利(3) 瀬利 130 37 75

自然 109 瀬利(4) 瀬利 210 38 60

自然 110 火打岩(1) 火打岩 250 38 70

自然 111 火打岩(2) 火打岩 260 30 55

自然 112 火打岩(3) 火打岩 110 32 100

自然 113 火打岩(4) 火打岩 100 38 110

自然 114 火打岩(5) 火打岩 210 39 100

自然 115 火打岩(6) 火打岩 120 42 60

自然 116 奥畑(1) 奥畑 240 35 75

自然 117 奥畑(2) 奥畑 70 35 15

自然 118 火打岩(7) 火打岩 90 33 55

自然 119 火打岩(8) 火打岩 120 38 55

自然 120 火打岩(9) 火打岩 140 39 50

自然 121 今谷 今谷 130 38 65

自然 122 倉谷 倉谷 100 38 40

自然 123 春日江 春日江 170 38 30

自然 124 佐貫谷 佐貫谷 150 37 30

自然 125 奥県守(1) 奥県守 280 35 25

自然 126 奥県守(2) 奥県守 190 38 50

自然 127 県守(1) 県守 310 34 30

自然 128 県守(2) 県守 220 33 60

自然 129 県守口 県守 80 33 40

自然 130 上筱見(1) 上筱見 200 36 100

自然 131 上筱見(2) 上筱見 140 37 75

自然 132 上筱見(3) 上筱見 180 33 80
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 133 上筱見(4) 上筱見 140 34 80

自然 134 下筱見(1) 下筱見 100 35 65

自然 135 下筱見(2) 下筱見 140 34 75

自然 136 下筱見(3) 下筱見 300 38 100

自然 137 下筱見(4) 下筱見 130 35 60

自然 138 山田 山田 130 38 90

自然 139 草ノ上 草ノ上 200 32 55

自然 140 塩岡 塩岡 220 38 75

自然 141 細工所 細工所 150 35 15

自然 142 畑井(1) 畑井 85 38 70

自然 143 畑井(2) 畑井 190 32 50

自然 144 畑井(3) 畑井 125 32 55

自然 145 向井 向井 130 40 65

自然 146 辻(1) 辻 300 38 70

自然 147 辻(2) 辻 150 35 40

自然 148 辻(3) 辻 110 34 65

自然 149 幡路(1) 幡路 200 35 120

自然 150 幡路(2) 幡路 90 36 40

自然 151 幡路(3) 幡路 125 40 60

自然 152 箱谷 箱谷 100 40 55

自然 153 藤之木 藤之木 140 44 25

自然 154 藤坂(1) 藤坂 270 35 50

自然 155 藤坂(2) 藤坂 200 34 50

自然 156 小原 小原 150 35 45

自然 157 福井(1) 福井 110 39 60

自然 158 福井(2) 福井 310 33 35

自然 159 福井(3) 福井 110 32 50

自然 160 福井(4) 福井 250 38 85

自然 161 福井(5) 福井 180 33 80

自然 162 三熊(1) 三熊 230 31 60

自然 163 三熊(2) 三熊 120 35 70

自然 164 三熊(3) 三熊 360 34 75

自然 165 三熊(4) 三熊 240 38 75

自然 166 小倉 小倉 300 35 40

自然 167 宮代(1) 宮代 100 32 30

自然 168 宮代(2) 宮代 140 38 65

自然 169 市野 (々1) 市野  々 280 40 50

自然 170 市野 (々2) 市野  々 170 35 70

自然 171 市野 (々3) 市野  々 360 30 45

自然 172 立金(1) 立金 125 37 65

自然 173 立金(2) 立金 260 38 60

自然 174 奥山(1) 奥山 400 40 50

自然 175 奥山(2) 奥山 170 32 50

自然 176 奥山(3) 奥山 150 33 70

自然 177 安口 安口 125 35 85

自然 178 福住(1) 福住 185 35 60

自然 179 福住(2) 福住 130 40 80

自然 180 西野 (々1) 西野  々 180 35 25

自然 181 西野 (々2) 西野  々 180 34 40

自然 182 西野 (々3) 西野  々 180 37 40

自然 183 下原山(1) 下原山 240 40 30

自然 184 下原山(2) 下原山 130 39 30

自然 185 下原山(3) 下原山 230 40 25

自然 186 中原山(1) 中原山 170 36 20
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 187 中原山(2) 中原山 200 38 35

自然 188 黒石(1) 今田町黒石 140 30 110

自然 189 黒石(2) 今田町黒石 210 30 70

自然 190 黒石(3) 今田町黒石 35 30 55

自然 191 黒石(4) 今田町黒石 100 35 100

自然 192 本庄(1) 今田町本庄 135 30 45

自然 193 本庄(2) 今田町本庄 120 30 150

自然 194 木津 今田町木津 100 35 70

自然 195 小野原(1) 今田町小野原 70 35 65

自然 196 小野原(2) 今田町小野原 70 30 40

自然 197 小野原(3) 今田町小野原 50 40 10

自然 198 休場(2) 今田町休場 250 35 120

自然 199 休場 今田町休場 290 40 60

自然 200 休場(3) 今田町休場 140 35 50

自然 201 釜屋 今田町釜屋 150 30 60

自然 202 辰巳 今田町辰巳 300 30 90

自然 203 味間奥(2) 味間奥 150 35 40

自然 204 味間奥 味間奥 90 35 50

自然 205 味間奥(3) 味間奥 160 35 20

自然 206 味間奥(4) 味間奥 230 35 115

自然 207 味間南(1) 味間南 90 35 60

自然 208 味間南(2) 味間南 180 30 60

自然 209 西古佐 西古佐 70 40 15

自然 210 大沢 大沢 330 35 110

自然 211 大沢新 大沢新 180 30 120

自然 212 犬飼 犬飼 180 35 30

自然 213 南矢代(1) 南矢代 130 35 45

自然 214 南矢代(2) 南矢代 280 35 80

自然 215 南矢代(3) 南矢代 360 35 70

自然 216 真南条中(1) 真南条中 80 35 50

自然 217 真南条中(2) 真南条中 310 35 80

自然 218 当野(1) 当野 140 35 65

自然 219 当野(2) 当野 240 35 80

自然 220 当野(3) 当野 60 35 12

自然 221 当野(4) 当野 80 35 20

自然 222 貝内(1) 貝内 160 35 30

自然 223 貝内(2) 貝内 200 35 50

自然 224 貝内(3) 貝内 360 35 70

自然 225 貝内(4) 貝内 150 35 50

自然 226 古市 古市 100 35 50

自然 227 不来坂(1) 不来坂 190 30 30

自然 228 不来坂(2) 不来坂 120 40 90

自然 229 住山(1) 住山 185 35 100

自然 230 住山(2) 住山 345 40 90

自然 231 住山(3) 住山 310 40 40

自然 232 住山(4) 住山 145 35 30

自然 233 住山(5) 住山 220 35 40

自然 234 住山(6) 住山 140 35 35

自然 235 油井(1) 油井 105 30 120

自然 236 油井(2) 油井 240 30 85

自然 237 油井(3) 油井 140 40 40

自然 238 油井(4) 油井 225 40 60

自然 239 油井(5) 油井 90 35 100

自然 240 油井(6) 油井 190 40 45
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 241 西吹(1) 西吹 170 35 25

自然 242 西吹(2) 西吹 70 30 10

自然 243 西吹(3) 西吹 90 40 10

自然 244 東古佐 東古佐 160 40 15

自然 245 網掛 網掛 55 45 10

自然 246 吹新 吹新 110 45 15

自然 247 沢田 沢田 90 33 25

自然 248 東吹(1) 東吹 110 30 30

自然 249 東吹(2) 東吹 100 30 20

自然 250 東吹(3) 東吹 220 35 90

自然 251 東吹(4) 東吹 150 35 45

自然 252 東吹(5) 東吹 185 35 45

自然 253 東吹(6) 東吹 160 40 35

自然 254 岩崎(1) 岩崎 170 40 20

自然 255 岩崎(2) 岩崎 170 30 20

自然 256 真南条上 真南条上 155 40 20

自然 257 小枕(1) 小枕 130 40 50

自然 258 小枕(2) 小枕 120 35 20

自然 259 小枕(3) 小枕 200 35 60

自然 260 小枕(4) 小枕 70 35 25

自然 261 小枕(5) 小枕 105 35 40

自然 262 小多田(1) 小多田 150 42 30

自然 263 小多田(2) 小多田 110 36 35

自然 264 小多田(3) 小多田 125 33 15

自然 265 殿町(1) 殿町 140 30 70

自然 266 殿町(2) 殿町 175 32 40

自然 267 野々垣 野々垣 100 33 70

自然 268 曽地中(4) 曽地中 110 39 85

自然 269 曽地中(5) 曽地中 225 40 85

自然 270 曽地中（２） 曽地中 190 36 50

自然 271 曽地中(6) 曽地中 100 32 30

自然 272 曽地中(7) 曽地中 70 33 30

自然 273 曽地中(8) 曽地中 170 32 70

自然 274 曽地奥(1) 曽地奥 180 41 55

自然 275 曽地奥(2) 曽地奥 220 42 65

自然 276 曽地奥(3) 曽地奥 240 39 65

自然 277 曽地奥(4) 曽地奥 280 43 85

自然 278 曽地奥(5) 曽地奥 170 34 45

自然 279 曽地奥(6) 曽地奥 260 33 85

自然 280 曽地奥(7) 曽地奥 250 38 55

自然 281 曽地奥(8) 曽地奥 150 32 60

自然 282 後川奥(1) 後川奥 130 38 75

自然 283 後川奥(2) 後川奥 160 35 75

自然 284 後川奥(3) 後川奥 190 40 100

自然 285 後川中 後川中 300 37 100

自然 286 後川上(1) 後川上 220 36 60

自然 287 後川上(2) 後川上 240 35 80

自然 288 後川上ノ西(1) 後川上 180 34 50

自然 289 後川新田(1) 後川新田 150 38 100

自然 290 後川新田(2) 後川新田 170 39 125

自然 291 後川新田(3) 後川新田 200 42 140

自然 292 後川新田(4) 後川新田 340 36 125

資料：建設部建設課調べ（平成17年度県水防計画資料編） 
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(4)急傾斜地崩壊危険箇所（ランクⅢ） 220 箇所 
斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 1 桑原(1) 桑原 170 45 60

自然 2 桑原(2) 桑原 105 30 86

自然 3 本郷(1) 本郷 530 40 160

自然 4 本郷(2) 本郷 170 40 170

自然 5 本郷(3) 本郷 230 45 150

自然 6 川阪 川阪 130 45 50

自然 7 栗柄(1) 栗柄 270 50 72

自然 8 栗柄(2) 栗柄 520 40 106

自然 9 栗柄(3) 栗柄 350 45 106

自然 10 栗柄(4) 栗柄 560 35 94

自然 11 栗柄(5) 栗柄 115 30 60

自然 12 栗柄(6) 栗柄 350 40 76

自然 13 栗柄(7) 栗柄 330 35 190

自然 14 栗柄(8) 栗柄 360 40 212

自然 15 坂本 坂本 330 40 118

自然 16 倉本 倉本 250 30 92

自然 17 垣屋(1) 垣屋 170 40 62

自然 18 垣屋(2) 垣屋 320 30 184

自然 19 打坂(1) 打坂 380 35 120

自然 20 打坂(2) 打坂 520 45 140

自然 21 小坂(1) 小坂 180 40 80

自然 22 小坂(2) 小坂 570 35 70

自然 23 小坂(3) 小坂 95 35 38

自然 24 小坂(4) 小坂 180 30 78

自然 25 追入(1) 追入 410 35 40

自然 26 追入(2) 追入 730 40 50

自然 27 大山宮 大山宮 300 45 60

自然 28 大山上(1) 大山上 180 40 40

自然 29 大山上(2) 大山上 820 40 120

自然 30 大山新(1) 大山新 200 35 90

自然 31 大山上(3) 大山上 370 40 80

自然 32 高倉 高倉 260 40 80

自然 33 大山新(2) 大山新 130 45 35

自然 34 一印谷 一印谷 190 45 50

自然 35 長安寺(1) 長安寺 190 30 60

自然 36 町之田 町之田 340 45 65

自然 37 長安寺(2) 長安寺 400 35 30

自然 38 北野新田 北野新田 210 35 65

自然 39 大山下 大山下 200 35 20

自然 40 矢代 矢代 260 30 70

自然 41 藤岡奥(1) 藤岡奥 170 30 55

自然 42 藤岡奥(2) 藤岡奥 550 30 75

自然 43 藤岡奥(3) 藤岡奥 300 35 65

自然 44 藤岡口 藤岡口 350 30 60

自然 45 熊谷 熊谷 270 35 65

自然 46 寺谷 寺谷 170 30 55

自然 47 佐倉 佐倉 180 30 75

自然 48 知足(1) 知足 350 30 100

自然 49 知足(2) 知足 160 35 100

自然 50 丸山(1) 丸山 270 30 100

自然 51 丸山(2) 丸山 220 30 75

自然 52 瀬利 瀬利 270 30 70

自然 53 火打岩 火打岩 340 35 80

自然 54 般若寺 般若寺 220 30 35

自然 55 佐貫谷 佐貫谷 280 30 50

自然 56 泉 泉 460 30 80

自然 57 奥県守(1) 奥県守 350 30 60

自然 58 奥県守(2) 奥県守 170 35 20
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 59 県守(1) 県守 290 30 55

自然 60 県守(2) 県守 430 35 40

自然 61 東本荘 東本荘 200 30 35

自然 62 北島(1) 北島 245 30 45

自然 63 北島(2) 北島 115 40 50

自然 64 上筱見(1) 上筱見 130 30 75

自然 65 上筱見(2) 上筱見 290 35 65

自然 66 上筱見(3) 上筱見 300 30 75

自然 67 上筱見(4) 上筱見 200 40 85

自然 68 上筱見(5) 上筱見 380 35 80

自然 69 下筱見 下筱見 330 30 85

自然 70 山田 山田 300 30 80

自然 71 草ノ上(1) 草ノ上 270 35 100

自然 72 小立 小立 260 35 135

自然 73 草ノ上(2) 草ノ上 180 35 35

自然 74 塩岡 塩岡 170 30 55

自然 75 向井 向井 410 30 100

自然 76 栃梨 栃梨 300 30 65

自然 77 辻(1) 辻 160 30 110

自然 78 辻(2) 辻 170 35 65

自然 79 幡路 幡路 380 40 60

自然 80 小野奥谷 小野奥谷 310 40 65

自然 81 藤坂(1) 藤坂 180 35 50

自然 82 藤坂(2) 藤坂 240 30 40

自然 83 藤坂(3) 藤坂 150 30 40

自然 84 藤坂(4) 藤坂 300 30 120

自然 85 藤坂(5) 藤坂 220 30 210

自然 86 小原(1) 小原 420 35 60

自然 87 小原(2) 小原 340 30 80

自然 88 小原(3) 小原 440 30 100

自然 89 福井(1) 福井 190 30 50

自然 90 福井(2) 福井 150 30 35

自然 91 福井(3) 福井 180 30 70

自然 92 福井(4) 福井 390 30 50

自然 93 中 中 400 35 85

自然 94 三熊 三熊 220 35 55

自然 95 小倉(1) 小倉 150 30 80

自然 96 小倉(2) 小倉 300 35 55

自然 97 宮代(1) 宮代 280 30 80

自然 98 宮代(2) 宮代 440 35 75

自然 99 宮代(3) 宮代 330 35 85

自然 100 宮代(4) 宮代 440 35 50

自然 101 市野 (々1) 市野  々 300 35 70

自然 102 市野 (々2) 市野  々 120 35 50

自然 103 立金 立金 370 40 35

自然 104 本明谷(1) 本明谷 270 35 55

自然 105 本明谷(2) 本明谷 250 40 70

自然 106 本明谷(3) 本明谷 155 35 90

自然 107 安口(1) 安口 300 35 65

自然 108 安口(2) 安口 220 40 75

自然 109 安口(3) 安口 240 35 70

自然 110 安口(4) 安口 250 30 65

自然 111 川原 川原 360 40 60

自然 112 福住(1) 福住 275 30 90

自然 113 福住(2) 福住 200 30 140

自然 114 福住(3) 福住 250 30 190

自然 115 西野 (々1) 西野  々 310 30 55

自然 116 西野 (々2) 西野  々 240 30 70

自然 117 西野 (々3) 西野  々 300 30 65
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 118 西野 (々4) 西野  々 370 30 60

自然 119 西野 (々5) 西野  々 190 30 50

自然 120 下原山 下原山 470 35 80

自然 121 奥原山(1) 奥原山 180 30 35

自然 122 奥原山(2) 奥原山 310 30 35

自然 123 黒石(1) 今田町黒石 150 35 70

自然 124 黒石(2) 今田町黒石 180 35 70

自然 125 黒石(3) 今田町黒石 250 35 85

自然 126 黒石(4) 今田町黒石 430 35 40

自然 127 黒石(5) 今田町黒石 530 30 70

自然 128 黒石(6) 今田町黒石 460 40 100

自然 129 黒石(7) 今田町黒石 180 40 100

自然 130 黒石(8) 今田町黒石 210 35 80

自然 131 黒石(9) 今田町黒石 140 40 200

自然 132 黒石(10) 今田町黒石 130 30 120

自然 133 黒石(11) 今田町黒石 310 30 80

自然 134 黒石(12) 今田町黒石 450 35 100

自然 135 黒石(13) 今田町黒石 160 35 80

自然 136 黒石(14) 今田町黒石 350 30 90

自然 137 本庄(1) 今田町本庄 110 35 60

自然 138 佐曽良新田 今田町佐曽良新田 160 30 51

自然 139 本庄(2) 今田町本庄 230 35 150

自然 140 今田新田 今田町今田新田 370 35 90

自然 141 今田 今田町今田 190 40 90

自然 142 芦原新田 今田町芦原新田 260 30 110

自然 143 木津(1) 今田町木津 190 40 70

自然 144 木津(2) 今田町木津 120 35 60

自然 145 木津(3) 今田町木津 140 30 50

自然 146 木津(4) 今田町木津 230 30 90

自然 147 四斗谷(1) 今田町四斗谷 170 35 110

自然 148 四斗谷(2) 今田町四斗谷 270 30 65

自然 149 四斗谷(3) 今田町四斗谷 240 35 75

自然 150 四斗谷(4) 今田町四斗谷 600 40 110

自然 151 小野原(1) 今田町小野原 300 35 80

自然 152 小野原(2) 今田町小野原 300 35 30

自然 153 下小野原 今田町下小野原 320 35 100

自然 154 上立杭 今田町上立杭 300 35 140

自然 155 下立杭(1) 今田町下立杭 460 35 110

自然 156 下立杭(2) 今田町下立杭 160 40 60

自然 157 釜屋 今田町釜屋 230 30 60

自然 158 辰巳 今田町辰巳 400 35 75

自然 159 味間奥(1) 味間奥 400 30 90

自然 160 味間奥(2) 味間奥 320 35 80

自然 161 味間北(1) 味間北 420 40 80

自然 162 味間北(2) 味間北 240 40 40

自然 163 味間北(3) 味間北 270 35 60

自然 164 味間北(4) 味間北 670 35 50

自然 165 味間南(1) 味間南 250 40 90

自然 166 味間南(2) 味間南 175 35 30

自然 167 味間北(5) 味間北 270 35 40

自然 168 大沢 大沢 360 35 70

自然 169 杉 杉 370 40 100

自然 170 南矢代 南矢代 290 40 45

自然 171 真南条中(1) 真南条中 400 40 50

自然 172 真南条中(2) 真南条中 240 40 40

自然 173 真南条下(1) 真南条下 210 30 60

自然 174 真南条下(2) 真南条下 190 30 50

自然 175 栗栖野 栗栖野 210 45 50

自然 176 当野(1) 当野 340 35 90
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斜面 箇所番号 箇所名 大字小字名 延長（m） 傾斜度（度） 高さ（m） 

自然 177 当野(2) 当野 260 35 110

自然 178 波賀野 波賀野 260 40 50

自然 179 住山(1) 住山 195 45 110

自然 180 住山(2) 住山 450 40 90

自然 181 油井(1) 油井 415 40 50

自然 182 油井(2) 油井 165 30 50

自然 183 油井(3) 油井 170 35 120

自然 184 草野 草野 250 35 120

自然 185 東吹(1) 東吹 180 45 40

自然 186 東吹(2) 東吹 220 35 80

自然 187 宇土 宇土 270 35 70

自然 188 岩崎 岩崎 660 40 120

自然 189 谷山 谷山 310 40 80

自然 190 真南条上 真南条上 430 35 35

自然 191 小枕(1) 小枕 480 35 70

自然 192 小枕(2) 小枕 200 30 30

自然 193 小枕(3) 小枕 400 35 120

自然 194 小枕(4) 小枕 170 40 40

自然 195 小枕(5) 小枕 310 35 90

自然 196 小多田(1) 小多田 290 30 35

自然 197 小多田(2) 小多田 460 30 40

自然 198 小多田(3) 小多田 40 35 35

自然 199 西八上 西八上 250 32 80

自然 200 殿町(1) 殿町 230 30 90

自然 201 殿町(2) 殿町 200 30 90

自然 202 野々垣 野々垣 210 30 40

自然 203 曽地中(1) 曽地中 95 35 65

自然 204 曽地中(2) 曽地中 170 35 65

自然 205 曽地中(3) 曽地中 200 35 70

自然 206 曽地奥(1) 曽地奥 200 35 80

自然 207 曽地奥(2) 曽地奥 160 35 70

自然 208 曽地奥(3) 曽地奥 200 40 85

自然 209 曽地奥(4) 曽地奥 360 35 105

自然 210 曽地奥(5) 曽地奥 135 30 90

自然 211 後川奥(1) 後川奥 350 30 50

自然 212 後川奥(2) 後川奥 240 35 75

自然 213 後川下 後川下 220 40 100

自然 214 後川中 後川中 600 30 125

自然 215 後川上(1) 後川上 380 35 50

自然 216 後川上(2) 後川上 260 45 40

自然 217 後川上(3) 後川上 570 30 200

自然 218 後川新田(1) 後川新田 220 40 50

自然 219 後川新田(2) 後川新田 220 35 80

自然 220 後川新田(3) 後川新田 200 35 125

資料：建設部建設課調べ（平成17年度県水防計画資料編） 
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【資料 2-4】災害危険区域 

災害危険区域 
指定年月日 区域名      所在地     

面積(ha) 住宅(戸) 人口(人) 
急傾斜地指定面積 (ha)

西岡屋      西岡屋     2.0 52 171 0.20

河原町      河原町     0.4 13（3） 43 1.04
第１次指定 47.7.21 

兵庫県告示 第1060号
東岡屋      東岡屋     0.1 3 10 0.50

一   力 立  町 0.1 6 21 0.22第４次指定 50.3.28 

兵庫県告示 第635号 上河原町      河原町     0.1 5 18 0.27

市野 (々１) 市野々     第５次指定 51.3.16 

兵庫県告示 第558号 市野 (々２) 市野々     
1.5 7 24 -

注１） （）内数字は住宅以外の建築物数で外数である。 

２） 急傾斜地指定面積は、災害危険区域と関連する急傾斜地崩壊危険区域の面積である。 

資料：建設部建設課調べ 

 

 

 

【資料 2-5】土石流危険渓流 

土石流危険渓流 502 箇所（ランクⅠ275 箇所、ランクⅡ227 箇所） 

渓流番号 河川名 渓流名 渓流所在地 渓流延長(㎞)
流域面積 

(k ㎡) 

流下部平均

勾配(度) 

由-篠山-Ⅰ-1 友渕川 クズレ石上川 桑原 0.31 0.12 13

由-篠山-Ⅰ-2 宮立川 本郷西谷川 本郷 0.39 0.16 13

由-篠山-Ⅰ-3 友渕川 本郷宮谷 本郷 0.12 0.07 15

由-篠山-Ⅰ-4 友渕川 本郷谷川 本郷 0.17 0.04 22

加-篠山-Ⅰ-5 篠山川 小倉西谷 小倉 0.16 0.08 18

加-篠山-Ⅰ-6 篠山川 小倉寺谷川 小倉 0.58 0.30 20

加-篠山-Ⅰ-7 篠山川 宮代西谷 宮代 0.09 0.04 24

加-篠山-Ⅰ-8 篠山川 宮代東谷 宮代 0.11 0.06 25

加-篠山-Ⅰ-9 篠山川 大藤南谷 大藤 0.15 0.08 18

加-篠山-Ⅰ-10 篠山川 江谷川 立金 0.23 0.12 15

加-篠山-Ⅰ-11 篠山川 上市野川 市野  々 0.16 0.04 17

加-篠山-Ⅰ-12 篠山川 下市野川 市野  々 0.23 0.11 19

加-篠山-Ⅰ-13 篠山川 中山谷川 三熊 0.10 0.05 21

加-篠山-Ⅰ-14 篠山川 オマ沢 三熊 0.62 0.50 9

加-篠山-Ⅰ-15 篠山川 福井谷 福井 0.27 0.06 18

加-篠山-Ⅰ-16 篠山川 福井谷 福井 0.12 0.03 23

加-篠山-Ⅰ-17 篠山川 森脇上 福井 0.15 0.04 21

加-篠山-Ⅰ-18 篠山川 上垣内 小田中 0.10 0.02 21

加-篠山-Ⅰ-19 篠山川 小田中川 小田中 0.14 0.15 16

加-篠山-Ⅰ-20 篠山川 草ノ上下谷 草ノ上 0.07 0.03 24

加-篠山-Ⅰ-21 篠山川 細工所川 細工所 0.32 0.09 19

加-篠山-Ⅰ-22 篠山川 本谷川 井串 0.21 0.10 11

加-篠山-Ⅰ-23 籾井川 貝田小谷 貝田 0.18 0.03 19

加-篠山-Ⅰ-24 籾井川 影谷川 幡路 0.14 0.05 23

加-篠山-Ⅰ-25 籾井川 幡路小谷 幡路 0.21 0.08 18

加-篠山-Ⅰ-26 籾井川 清泰寺 西野  々 0.15 0.02 15

加-篠山-Ⅰ-27 籾井川 シル谷川 中原山 0.40 0.24 13

加-篠山-Ⅰ-28 籾井川 中山谷 西野  々 0.14 0.04 16

加-篠山-Ⅰ-29 籾井川 森谷神川 西野  々 0.58 0.31 17

加-篠山-Ⅰ-30 籾井川 居家尻 西野  々 0.18 0.09 12
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渓流番号 河川名 渓流名 渓流所在地 渓流延長(㎞)
流域面積 

(k ㎡) 

流下部平均

勾配(度) 

加-篠山-Ⅰ-31 籾井川 東安口川 安口 0.13 0.03 24

加-篠山-Ⅰ-32 籾井川 安口川 安口 0.23 0.03 19

加-篠山-Ⅰ-33 籾井川 徳和谷 河原 0.12 0.02 23

加-篠山-Ⅰ-34 水無川 坊ノ奥川 福住 0.39 0.31 19

加-篠山-Ⅰ-35 籾井川 上ノ山谷川 福住 0.40 0.14 17

加-篠山-Ⅰ-36 籾井川 奥谷川 小野奥谷 0.57 1.16 15

加-篠山-Ⅰ-37 辻川 鶴沢川 辻 0.11 0.02 20

加-篠山-Ⅰ-38 辻川 畑市下谷 畑市 0.46 0.10 21

加-篠山-Ⅰ-39 辻川 畑市中谷川 畑市 0.53 0.11 17

加-篠山-Ⅰ-40 四十九川 奥四十九谷川 曽地中 1.24 1.09 11

加-篠山-Ⅰ-41 四十九川 洞中 曽地中 0.04 0.02 28

加-篠山-Ⅰ-42 畑川 南火打岩川 火打岩 0.38 0.07 15

加-篠山-Ⅰ-43 曽地川 孫谷川 曽地奥 0.78 0.55 13

加-篠山-Ⅰ-44 曽地川 曽地奥川 曽地奥 0.88 0.48 13

武-篠山-Ⅰ-45 羽束川 北川下川 後川下 0.55 0.09 16

武-篠山-Ⅰ-46 羽束川 与元谷川 後川上ノ西 0.14 0.03 20

武-篠山-Ⅰ-47 羽束川 常山谷川 後川上ノ西 0.38 0.11 19

武-篠山-Ⅰ-48 羽束川 押ヶ谷川 後川上ノ東 1.28 0.62 13

武-篠山-Ⅰ-49 羽束川 寺山谷川 後川中 0.81 0.44 13

武-篠山-Ⅰ-50 羽束川 寺山中谷 後川中 0.39 0.07 13

武-篠山-Ⅰ-51 羽束川 寺山神谷 後川中 0.23 0.05 15

武-篠山-Ⅰ-52 羽束川 森ノ口ノ坪 後川中 0.27 0.06 18

加-篠山-Ⅰ-53 曽地川 コゼ谷川 曽地奥 0.57 0.48 12

加-篠山-Ⅰ-54 曽地川 曽地上谷 曽地中 0.17 0.04 22

加-篠山-Ⅰ-55 曽地川 長和寺谷川 曽地中 0.15 0.05 18

加-篠山-Ⅰ-56 曽地川 曽地口の谷 曽地口 0.16 0.04 14

加-篠山-Ⅰ-57 篠山川 ヒンヅラ谷川 野々垣 0.23 0.13 17

加-篠山-Ⅰ-58 篠山川 山釈迦谷川 野々垣 0.18 0.06 18

加-篠山-Ⅰ-59 篠山川 西荘谷 西荘 0.15 0.03 19

加-篠山-Ⅰ-60 篠山川 八上西谷 八上上 0.12 0.03 18

加-篠山-Ⅰ-61 篠山川 仙願寺川 八上内 0.63 0.24 13

加-篠山-Ⅰ-62 篠山川 八之内谷 八上内 0.25 0.07 16

加-篠山-Ⅰ-63 篠山川 鬼所カイチ 殿町 0.05 0.03 23

加-篠山-Ⅰ-64 篠山川 奥谷川 殿町 0.26 0.08 15

加-篠山-Ⅰ-65 篠山川 山ノ神ノ坪 殿町 0.37 0.14 15

加-篠山-Ⅰ-66 篠山川 乾谷ノ坪 殿町 0.08 0.04 22

加-篠山-Ⅰ-67 尾根川 小多田川 小多田一区 0.81 0.49 13

加-篠山-Ⅰ-68 尾根川 一区谷川 小多田一区 0.76 0.33 14

加-篠山-Ⅰ-69 木枕川 谷松寺谷川 木枕 0.11 0.04 16

加-篠山-Ⅰ-70 小枕川 東寺谷川 小枕 0.27 0.12 14

加-篠山-Ⅰ-71 小枕川 小枕奥谷 小枕奥 0.25 0.07 14

加-篠山-Ⅰ-72 篠山川 谷山川 谷山 0.37 0.14 18

加-篠山-Ⅰ-73 篠山川 大谷 岩崎 0.30 0.12 16

加-篠山-Ⅰ-74 篠山川 岩崎川 岩崎 0.49 0.16 14

加-篠山-Ⅰ-75 篠山川 宇土谷 宇土 0.30 0.09 22

加-篠山-Ⅰ-76 篠山川 清滝川 宇土 0.52 0.22 14

加-篠山-Ⅰ-77 篠山川 大谷東川 宇土 0.58 0.18 18

加-篠山-Ⅰ-78 篠山川 大谷西川 宇土 0.06 0.06 22

加-篠山-Ⅰ-79 篠山川 小畑山 大沢新 0.15 0.03 21

武-篠山-Ⅰ-80 住吉川 大谷 初田 0.14 0.04 27

武-篠山-Ⅰ-81 真南条川 初田川 初田 0.11 0.03 24

武-篠山-Ⅰ-82 真南条川 初田川 初田 0.16 0.12 18

武-篠山-Ⅰ-83 住吉川 下谷 初田 0.10 0.07 27

武-篠山-Ⅰ-84 真南条川 寺前 真南条下 0.18 0.15 13
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武-篠山-Ⅰ-85 真南条川 大平山西谷川 真南条上 1.18 0.67 9

武-篠山-Ⅰ-86 真南条川 宮奥谷 真南条上 0.62 0.37 12

武-篠山-Ⅰ-87 真南条川 宮谷川 真南条中 1.22 0.71 14

武-篠山-Ⅰ-88 真南条川 小田川 真南条下 0.69 0.45 17

武-篠山-Ⅰ-89 真南条川 小田川 真南条下 0.14 0.05 27

武-篠山-Ⅰ-90 真南条川 仮屋谷川 真南条下 0.62 0.22 14

武-篠山-Ⅰ-91 真南条川 仮屋谷川 真南条下 0.58 0.13 14

武-篠山-Ⅰ-92 真南条川 仮屋谷川 真南条下 0.54 0.10 16

武-篠山-Ⅰ-93 武庫川 中谷川 当野 2.18 1.61 8

武-篠山-Ⅰ-94 武庫川 下山谷川 当野 0.99 0.60 18

武-篠山-Ⅰ-95 武庫川 波賀野中谷 波賀野 0.22 0.05 18

武-篠山-Ⅰ-96 武庫川 波賀野南谷 波賀野 0.14 0.04 19

武-篠山-Ⅰ-97 武庫川 古市川 波賀野新田 0.06 0.02 17

武-篠山-Ⅰ-98 天神川 大塚谷川 古市 0.22 0.06 18

武-篠山-Ⅰ-99 天神川 えびす谷川 古市 0.20 0.08 18

武-篠山-Ⅰ-100 天神川 下えびす谷川 古市 0.09 0.02 23

武-篠山-Ⅰ-101 武庫川 古森川 古森 0.79 0.60 11

武-篠山-Ⅰ-102 武庫川 草野谷 草野 0.38 0.15 17

武-篠山-Ⅰ-103 武庫川 全寺川 草野 0.33 0.03 3

武-篠山-Ⅰ-104 武庫川 八王子谷川 草野 0.26 0.10 23

武-篠山-Ⅰ-105 武庫川 八王子川 草野 0.48 0.57 17

武-篠山-Ⅰ-106 武庫川 トツ谷川 油井 0.31 0.10 16

武-篠山-Ⅰ-107 天神川 北の奥川 油井 0.31 0.09 13

加-篠山-Ⅰ-108 四斗谷川 広谷川 休場 0.20 0.38 14

加-篠山-Ⅰ-109 四斗谷川 宮ノ北川 上立杭 0.14 0.29 20

加-篠山-Ⅰ-110 四斗谷川 ツボネガサ川 上立杭 0.13 0.12 25

加-篠山-Ⅰ-111 四斗谷川 上山川 下立杭 0.33 0.21 17

加-篠山-Ⅰ-112 四斗谷川 下立杭下谷 下立杭 0.09 0.02 19

加-篠山-Ⅰ-113 四斗谷川 下立杭上谷 下立杭 0.14 0.05 20

加-篠山-Ⅰ-114 四斗谷川 下立杭中谷 下立杭 0.15 0.08 18

加-篠山-Ⅰ-115 四斗谷川 上立杭口山川 上立杭 0.19 0.10 18

加-篠山-Ⅰ-116 四斗谷川 上立杭川 上立杭 0.22 0.04 20

加-篠山-Ⅰ-117 四斗谷川 上立杭谷 上立杭 0.29 0.11 17

加-篠山-Ⅰ-118 四斗谷川 和田谷川 休場 0.30 0.79 15

加-篠山-Ⅰ-119 東条川 一本松荻野川 荻野分 0.22 0.05 18

加-篠山-Ⅰ-120 東条川 向山川 今田新田 0.45 0.39 15

加-篠山-Ⅰ-121 東条川 西向山川 今田新田 0.25 0.11 18

加-篠山-Ⅰ-122 東条川 奥山川 木津 1.05 1.61 12

加-篠山-Ⅰ-123 東条川 大フラ川 金屋 0.41 0.22 14

加-篠山-Ⅰ-124 東条川 前山川 木津 0.23 0.10 19

加-篠山-Ⅰ-125 東条川 南西川 市原 0.32 0.05 16

加-篠山-Ⅰ-126 神山川 堂ヶ谷川 本荘 0.16 0.09 14

加-篠山-Ⅰ-127 黒石川 黒石谷 黒石 0.87 0.72 13

加-篠山-Ⅰ-128 東条川 脇ヶ畑川 本荘 0.54 0.29 16

加-篠山-Ⅰ-129 東条川 大歳川 佐曽良 0.49 0.22 16

加-篠山-Ⅰ-130 明神川 奥今田川 今田 0.36 0.17 16

加-篠山-Ⅰ-131 明神川 奥今田川 下小野原 0.08 0.05 20

加-篠山-Ⅰ-132 明神川 水梨川 下小野原 0.53 0.50 18

加-篠山-Ⅰ-133 四斗谷川 滝ノ谷川 四斗谷 0.44 0.28 19

加-篠山-Ⅰ-134 四斗谷川 西川 四斗谷 1.08 0.85 12

加-篠山-Ⅰ-135 四斗谷川 四斗谷 四斗谷 0.45 0.10 15

加-篠山-Ⅰ-136 宮川 北御狩川 辰巳 0.21 0.07 21

加-篠山-Ⅰ-137 宮川 南御狩川 辰巳 0.26 0.06 21

武-篠山-Ⅰ-138 天神川 住山川 当野 0.37 0.29 18
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武-篠山-Ⅰ-139 天神川 宮ノ前谷川 住山 0.29 0.14 16

武-篠山-Ⅰ-140 武庫川 追谷 古市 0.09 0.09 28

武-篠山-Ⅰ-141 武庫川 宮ノ谷川 見内 0.21 0.09 11

武-篠山-Ⅰ-142 武庫川 波賀野川 波賀野 0.08 0.03 22

武-篠山-Ⅰ-143 武庫川 風呂ケ谷 矢代新 0.11 0.02 26

武-篠山-Ⅰ-144 武庫川 矢代新川 矢代新 0.31 0.13 18

武-篠山-Ⅰ-145 武庫川 高仙寺谷 矢代新 0.05 0.03 21

武-篠山-Ⅰ-146 奥川 風呂ノ谷川 南矢代 0.29 0.23 15

武-篠山-Ⅰ-147 奥川 宮ノ谷川 南矢代 0.19 0.09 17

武-篠山-Ⅰ-148 奥川 一ノ谷川 南矢代 0.10 0.07 17

武-篠山-Ⅰ-149 奥川 一ケ谷 南矢代 0.20 0.07 24

武-篠山-Ⅰ-150 奥川 奥川 南矢代 0.39 0.14 16

武-篠山-Ⅰ-151 武庫川 道久谷 犬飼 0.08 0.04 27

武-篠山-Ⅰ-152 武庫川 大矢代川 犬飼 0.30 0.09 23

武-篠山-Ⅰ-153 武庫川 南犬飼谷 犬飼 0.22 0.10 16

武-篠山-Ⅰ-154 武庫川 北犬飼谷 犬飼 0.13 0.09 17

加-篠山-Ⅰ-155 住吉川 奥エ門谷 味間奥 0.21 0.39 21

加-篠山-Ⅰ-156 住吉川 奥谷川 大沢 0.32 0.39 17

加-篠山-Ⅰ-157 住吉川 久保寺谷川 大沢 0.28 0.10 21

加-篠山-Ⅰ-158 住吉川 新音羽谷川 味間新 0.12 0.05 26

加-篠山-Ⅰ-159 住吉川 音羽谷川 味間南 1.11 0.60 6

加-篠山-Ⅰ-160 住吉川 黒谷川 味間南 0.53 0.40 16

加-篠山-Ⅰ-161 住吉川 松尾山谷川 味間南 0.56 0.48 16

加-篠山-Ⅰ-162 峠川 滝ノ音川 味間奥 0.63 0.53 13

加-篠山-Ⅰ-163 峠川 水坂谷 味間奥 0.29 0.48 22

加-篠山-Ⅰ-164 峠川 大谷川 味間奥 0.20 0.13 21

加-篠山-Ⅰ-165 峠川 一ノ谷川 味間奥 0.09 0.10 20

加-篠山-Ⅰ-166 峠川 鷹ノ羽 味間奥 0.04 0.02 24

加-篠山-Ⅰ-167 大山川 大山上東谷川 大山新 0.21 0.07 18

加-篠山-Ⅰ-168 大山川 加茂知 園田分 0.09 0.04 38

加-篠山-Ⅰ-169 大山川 加茂知谷川 大山宮 0.16 0.07 17

加-篠山-Ⅰ-170 大山川 久保谷川 大山宮 0.10 0.05 23

加-篠山-Ⅰ-171 大山川 大乗寺西谷川 追入 0.14 0.06 16

加-篠山-Ⅰ-172 大山川 大乗寺北谷川 追入 0.34 0.28 19

加-篠山-Ⅰ-173 大山川 古坂川 追入 0.24 0.10 21

加-篠山-Ⅰ-174 大山川 大乗寺川 追入 0.33 0.14 22

加-篠山-Ⅰ-175 大山川 清水谷川 石住 0.11 0.20 20

加-篠山-Ⅰ-176 大山川 西石住谷 石住 0.17 0.05 20

加-篠山-Ⅰ-177 大山川 奥石住谷川 石住 0.44 0.19 20

加-篠山-Ⅰ-178 大山川 北石住谷 石住 0.15 0.03 15

加-篠山-Ⅰ-179 大山川 黒頭山谷川 高倉 0.78 0.66 11

加-篠山-Ⅰ-180 大山川 作谷 長安寺 0.12 0.08 31

加-篠山-Ⅰ-181 宮田川 北ノ坪川 西木ノ部 0.19 0.03 18

加-篠山-Ⅰ-182 宮田川 畑ノ谷川 東木之部 0.08 0.06 21

加-篠山-Ⅰ-183 小坂川 小坂谷 小坂 0.46 0.07 17

加-篠山-Ⅰ-184 宮田川 中栗竹下谷 乗竹 0.22 0.06 20

加-篠山-Ⅰ-185 宮田川 中栗竹中谷 乗竹 0.18 0.03 21

加-篠山-Ⅰ-186 宮田川 中栗竹上谷 乗竹 0.30 0.11 19

加-篠山-Ⅰ-187 宮田川 上乗竹上ノ谷 乗竹 0.24 0.03 17

加-篠山-Ⅰ-188 宮田川 高坂西谷川 高坂 0.30 0.12 17

加-篠山-Ⅰ-189 宮田川 高坂本谷川 高坂 0.67 0.67 14

加-篠山-Ⅰ-190 宮田川 高坂奥谷 高坂 0.14 0.07 20

加-篠山-Ⅰ-191 宮田川 高坂宮谷川 高坂 0.49 0.41 18

加-篠山-Ⅰ-192 宮田川 倉本川 倉本 0.32 0.21 22
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加-篠山-Ⅰ-193 宮田川 稲谷川 坂本 0.25 0.16 23

加-篠山-Ⅰ-194 宮田川 寺谷川 坂本 0.22 0.05 22

加-篠山-Ⅰ-195 宮田川 三獄谷川 栗柄 0.62 0.39 17

加-篠山-Ⅰ-196 宮田川 栗柄奥谷川 栗柄 0.56 0.14 20

加-篠山-Ⅰ-197 宮田川 岩谷川 栗柄 0.59 0.51 16

加-篠山-Ⅰ-198 宮田川 西岩谷川 栗柄 0.39 0.17 14

加-篠山-Ⅰ-199 宮田川 梶谷川 栗柄 0.29 0.17 17

加-篠山-Ⅰ-200 宮田川 上峠谷川 栗柄 0.16 0.05 21

加-篠山-Ⅰ-201 宮田川 下峠谷川 坂本 0.07 0.03 16

加-篠山-Ⅰ-202 宮田川 尾花川 坂本 0.34 0.11 23

加-篠山-Ⅰ-203 宮田川 倉本谷川 倉本 0.37 0.30 17

加-篠山-Ⅰ-204 宮田川 打坂宮谷 打坂 0.24 0.08 18

加-篠山-Ⅰ-205 宮田川 打坂谷川 打坂 0.20 0.12 17

加-篠山-Ⅰ-206 宮田川 打坂谷 打坂 0.13 0.05 22

加-篠山-Ⅰ-207 宮田川 向井山川 下坂井 0.03 0.03 18

加-篠山-Ⅰ-208 宮田川 宮田谷 宮田 0.10 0.04 21

加-篠山-Ⅰ-209 宮田川 西谷 西谷 0.10 0.03 18

加-篠山-Ⅰ-210 宮田川 奥谷川 西谷 0.06 0.03 29

加-篠山-Ⅰ-211 篠山川 矢代小谷 矢代 0.16 0.04 18

加-篠山-Ⅰ-212 篠山川 タテオ谷川 矢代 0.52 0.17 17

加-篠山-Ⅰ-213 篠山川 タテオ谷川 矢代 0.33 0.08 19

加-篠山-Ⅰ-214 篠山川 トシトギ谷川 矢代 0.14 0.03 27

加-篠山-Ⅰ-215 篠山川 ウスギ谷川 矢代 0.42 0.17 20

加-篠山-Ⅰ-216 篠山川 奥池南谷川 矢代 0.17 0.02 20

加-篠山-Ⅰ-217 篠山川 アシキ谷川 今福 0.54 0.22 14

加-篠山-Ⅰ-218 藤岡川 浜谷川 東浜谷 0.12 0.02 22

加-篠山-Ⅰ-219 藤岡川 熊谷川 熊谷 0.07 0.02 23

加-篠山-Ⅰ-220 藤岡川 東屈寺川 藤岡奥 0.36 0.29 21

加-篠山-Ⅰ-221 藤岡川 イカルゴ川 藤岡奥 0.77 0.57 12

加-篠山-Ⅰ-222 藤岡川 藤岡奥谷 藤岡奥 0.25 0.08 22

加-篠山-Ⅰ-223 藤岡川 藤岡奥谷川 藤岡奥 0.29 0.09 24

加-篠山-Ⅰ-224 黒岡川 佐倉川 佐倉 0.23 0.07 17

加-篠山-Ⅰ-225 黒岡川 宮谷川 佐倉 0.23 0.05 23

加-篠山-Ⅰ-226 黒岡川 鷲尾川 鷲尾 0.22 0.06 15

加-篠山-Ⅰ-227 黒岡川 鷲尾川 鷲尾 0.37 0.30 19

加-篠山-Ⅰ-228 黒岡川 知足小谷 知足 0.12 0.03 23

加-篠山-Ⅰ-229 黒岡川 高林谷川 丸山 0.36 0.26 14

加-篠山-Ⅰ-230 黒岡川 大谷 大谷 0.14 0.06 19

加-篠山-Ⅰ-231 篠山川 下新荘川 大熊 0.11 0.03 21

加-篠山-Ⅰ-232 篠山川 新荘川 新荘 0.24 0.08 14

加-篠山-Ⅰ-233 篠山川 菅谷 菅 0.27 0.07 18

加-篠山-Ⅰ-234 畑川 奥畑西谷 奥畑 0.28 0.06 16

加-篠山-Ⅰ-235 畑川 奥畑中谷 奥畑 0.26 0.06 17

加-篠山-Ⅰ-236 畑川 奥畑東谷 奥畑 0.35 0.07 17

加-篠山-Ⅰ-237 畑川 畑川左支流 火打岩 0.18 0.05 18

加-篠山-Ⅰ-238 畑川 仁光寺谷川 火打岩 0.44 0.09 16

加-篠山-Ⅰ-239 畑川 ソウガ谷川 火打岩 0.34 0.10 18

加-篠山-Ⅰ-240 畑川 南火打岩川 火打岩 0.50 0.23 13

加-篠山-Ⅰ-241 曽地川 曽地中川 曽地中 0.35 0.14 16

加-篠山-Ⅰ-242 畑川 今谷川 今谷 0.24 0.05 19

加-篠山-Ⅰ-243 篠山川 家中上ノ坪 奥県森 0.26 0.14 17

加-篠山-Ⅰ-244 篠山川 春日江谷 春日江 0.23 0.03 19

加-篠山-Ⅰ-245 春日江川 佐貫谷 佐貫谷 0.12 0.03 14

加-篠山-Ⅰ-246 篠山川 本荘川 西本荘 0.63 0.15 18
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加-篠山-Ⅰ-247 篠山川 東本荘谷 東本荘 0.29 0.12 21

加-篠山-Ⅰ-248 篠山川 市谷川 東本荘 0.69 0.30 12

加-篠山-Ⅰ-249 篠山川 西尾谷川 畑井 0.11 0.02 20

加-篠山-Ⅰ-250 篠山川 堂の谷川 向井 0.45 0.17 14

加-篠山-Ⅰ-251 籾井川 向井谷川 向井 0.30 0.11 16

加-篠山-Ⅰ-252 籾井川 北浦谷川 栃梨 0.34 0.07 16

加-篠山-Ⅰ-253 高野川 上北前ノ坪 県守中 0.24 0.03 18

加-篠山-Ⅰ-254 高野川 奥縣守谷 奥縣守 0.15 0.04 18

加-篠山-Ⅰ-255 高野川 ミクネ谷川 奥県守 0.49 0.28 14

加-篠山-Ⅰ-256 高野川 法円寺谷川 奥県守 0.20 0.03 20

加-篠山-Ⅰ-257 高野川 南谷川 口縣守 0.10 0.02 17

加-篠山-Ⅰ-258 高野川 南谷川 口縣守 0.51 0.32 17

加-篠山-Ⅰ-259 篠山川 垂水谷 垂水 0.23 0.08 17

加-篠山-Ⅰ-260 篠山川 小立寺谷川 小立 0.96 0.37 14

加-篠山-Ⅰ-261 篠山川 山田川 山田 0.74 0.99 11

加-篠山-Ⅰ-262 筱見川 六ヶ谷川 上筱見 0.20 0.08 22

加-篠山-Ⅰ-263 筱見川 上筱見谷 上筱見 0.32 0.09 19

加-篠山-Ⅰ-264 筱見川 久合女沢谷川 下筱見 0.23 0.50 22

加-篠山-Ⅰ-265 筱見川 マエダ 下筱見 0.21 0.12 21

加-篠山-Ⅰ-266 篠山川 福井川 福井 0.34 0.19 19

加-篠山-Ⅰ-267 篠山川 福井川 福井 0.36 0.13 17

加-篠山-Ⅰ-268 藤坂川 下小原川 小原 0.12 0.04 14

加-篠山-Ⅰ-269 藤坂川 下小原川 小原 0.35 0.17 16

加-篠山-Ⅰ-270 藤坂川 小原川 小原 1.43 1.51 10

加-篠山-Ⅰ-271 藤坂川 大森川 小原 1.21 0.60 13

加-篠山-Ⅰ-272 藤坂川 藤坂中谷 藤坂 0.22 0.03 22

加-篠山-Ⅰ-273 藤坂川 藤坂谷 藤坂 0.34 0.07 21

加-篠山-Ⅰ-274 藤坂川 三ノ市口谷川 藤坂 0.26 0.09 23

加-篠山-Ⅰ-275 藤坂川 三の市川 藤坂 0.62 0.39 19

由-篠山-Ⅱ-1 土師川 一郎谷川 桑原 0.25 0.15 16

由-篠山-Ⅱ-2 友渕川 一郎谷 桑原 0.26 0.08 15

由-篠山-Ⅱ-3 友渕川 クズレ石谷 桑原 0.23 0.07 19

由-篠山-Ⅱ-4 桑原川 桑原ウリヨ谷上川 桑原 0.11 0.03 21

由-篠山-Ⅱ-5 桑原川 桑原ウリヨ谷下川 桑原 0.10 0.01 16

由-篠山-Ⅱ-6 桑原川 桑原谷 桑原 0.11 0.03 24

由-篠山-Ⅱ-7 友渕川 風呂谷川 桑原 0.24 0.10 16

由-篠山-Ⅱ-8 友渕川 竿谷川 桑原 0.27 0.20 16

由-篠山-Ⅱ-9 宮立川 才ノ谷川 本郷 0.24 0.16 21

由-篠山-Ⅱ-10 友渕川 ハルケ谷川 本郷 0.35 0.28 15

由-篠山-Ⅱ-11 友渕川 堂ケ谷川 川阪 0.27 0.13 18

由-篠山-Ⅱ-12 友渕川 デヤイ上川 本郷 0.14 0.02 27

由-篠山-Ⅱ-13 友渕川 デヤイ下川 本郷 0.10 0.03 17

由-篠山-Ⅱ-14 友渕川 遠方谷川 遠方 0.20 0.07 22

加-篠山-Ⅱ-15 藤坂川 峠ノ北 藤坂 0.06 0.02 28

加-篠山-Ⅱ-16 藤坂川 妙見堂 藤坂 0.08 0.05 22

加-篠山-Ⅱ-17 藤坂川 数路橋 藤坂 0.08 0.08 22

加-篠山-Ⅱ-18 藤坂川 御所ヶ谷川 藤坂 0.36 0.21 24

加-篠山-Ⅱ-19 藤坂川 向井谷川 小原 0.26 0.05 17

加-篠山-Ⅱ-20 藤坂川 向井谷上 小原 0.12 0.06 18

加-篠山-Ⅱ-21 篠山川 奥谷川 小倉 0.52 0.18 22

加-篠山-Ⅱ-22 篠山川 飛吉谷川 宮代 0.22 0.07 20

加-篠山-Ⅱ-23 篠山川 橋爪谷川 市野  々 0.16 0.07 14

加-篠山-Ⅱ-24 篠山川 大当 大藤 0.14 0.06 16

加-篠山-Ⅱ-25 篠山川 家ヶ谷川 大藤 0.08 0.05 21
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加-篠山-Ⅱ-26 篠山川 鈴尾 立金 0.13 0.04 17

加-篠山-Ⅱ-27 篠山川 立金谷 立金 0.19 0.07 21

加-篠山-Ⅱ-28 篠山川 下河原 立金 0.06 0.03 10

加-篠山-Ⅱ-29 篠山川 定宗谷川 市野  々 0.19 0.06 18

加-篠山-Ⅱ-30 篠山川 中川 三熊 0.25 0.06 18

加-篠山-Ⅱ-31 篠山川 三熊川左支流 三熊 0.04 0.04 29

加-篠山-Ⅱ-32 篠山川 オマ小谷 三熊 0.18 0.04 21

加-篠山-Ⅱ-33 篠山川 ヲマ谷川 三熊 0.35 0.10 19

加-篠山-Ⅱ-34 篠山川 霞ヶ坪谷川 中 0.17 0.02 19

加-篠山-Ⅱ-35 篠山川 橋本谷川 福井 0.16 0.05 23

加-篠山-Ⅱ-36 篠山川 森脇谷川 福井 0.24 0.06 24

加-篠山-Ⅱ-37 篠山川 福井小谷 福井 0.08 0.03 21

加-篠山-Ⅱ-38 篠山川 儘谷川 福井 0.55 0.44 13

加-篠山-Ⅱ-39 篠山川 岩倉谷川 福井 0.36 0.06 14

加-篠山-Ⅱ-40 篠山川 草ノ上上谷 草ノ上 0.18 0.03 18

加-篠山-Ⅱ-41 篠山川 草ノ上谷 草ノ上 0.36 0.11 22

加-篠山-Ⅱ-42 籾井川 幡路谷川 幡路 0.31 0.14 18

加-篠山-Ⅱ-43 籾井川 寺山谷川 本明谷 0.22 0.04 20

加-篠山-Ⅱ-44 籾井川 東寺山谷川 本明谷 0.20 0.12 22

加-篠山-Ⅱ-45 籾井川 三沢谷川 本明谷 0.15 0.05 28

加-篠山-Ⅱ-46 籾井川 山取 本明谷 0.10 0.01 23

加-篠山-Ⅱ-47 籾井川 西谷 西野  々 0.27 0.17 16

加-篠山-Ⅱ-48 籾井川 奥谷川 下原山 0.43 0.14 13

加-篠山-Ⅱ-49 籾井川 田谷川 奥原山 0.04 0.02 36

加-篠山-Ⅱ-50 籾井川 畑廻谷 中原山 0.11 0.05 15

加-篠山-Ⅱ-51 籾井川 サイ 中原山 0.10 0.02 27

加-篠山-Ⅱ-52 籾井川 能勢谷川 西野  々 0.23 0.09 15

加-篠山-Ⅱ-53 籾井川 野々下谷 安口 0.13 0.02 17

加-篠山-Ⅱ-54 水無川 口仁入堂沢 福住 0.25 0.06 20

加-篠山-Ⅱ-55 水無川 ミョウガ谷 福住 0.17 0.03 23

加-篠山-Ⅱ-56 籾井川 西谷川 安田 0.29 0.06 17

加-篠山-Ⅱ-57 籾井川 南中の谷川 藤之木 0.22 0.03 15

加-篠山-Ⅱ-58 籾井川 中の谷川 藤之木 0.22 0.06 15

加-篠山-Ⅱ-59 籾井川 角谷川 小野奥谷 0.37 0.08 15

加-篠山-Ⅱ-60 籾井川 西谷川 小野奥谷 0.19 0.06 20

加-篠山-Ⅱ-61 籾井川 イヤン谷川 小野奥谷 0.38 0.14 12

加-篠山-Ⅱ-62 辻川 飛曽山谷川 辻 0.43 0.12 13

加-篠山-Ⅱ-63 篠山川 飛合川 辻 0.21 0.05 16

加-篠山-Ⅱ-64 辻川 鶴沢川 辻 0.84 0.42 17

加-篠山-Ⅱ-65 辻川 向井山谷川 辻 0.16 0.05 17

加-篠山-Ⅱ-66 辻川 畑市谷川 畑市 0.73 0.35 17

加-篠山-Ⅱ-67 辻川 栗林谷川 畑市 0.71 0.45 11

加-篠山-Ⅱ-68 四十九川 黒目谷 曽地中 0.37 0.18 12

加-篠山-Ⅱ-69 四十九川 東山谷川 曽地中 0.41 0.08 16

加-篠山-Ⅱ-70 四十九川 中四十九谷 曽地中 0.10 0.03 30

加-篠山-Ⅱ-71 四十九川 口四十九谷 曽地中 0.15 0.03 19

加-篠山-Ⅱ-72 曽地川 曽地中下谷 曽地中 0.23 0.03 17

加-篠山-Ⅱ-73 曽地川 曽地中上谷 曽地中 0.27 0.04 12

加-篠山-Ⅱ-74 曽地川 サカイ谷川 曽地中 0.85 0.28 15

加-篠山-Ⅱ-75 曽地川 堂ノ坪 曽地奥 0.13 0.03 21

加-篠山-Ⅱ-76 曽地川 シノミ谷 曽地奥 0.76 0.33 14

加-篠山-Ⅱ-77 曽地川 奥曽地谷川 曽地奥 0.62 0.26 13

加-篠山-Ⅱ-78 曽地川 クサビラ谷川 曽地奥 0.53 0.28 17

武-篠山-Ⅱ-79 羽束川 暮谷 後川奥 0.23 0.03 21
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武-篠山-Ⅱ-80 羽束川 網組谷川 後川奥 0.27 0.06 20

武-篠山-Ⅱ-81 羽束川 オイバタ谷川 後川奥 0.21 0.08 16

武-篠山-Ⅱ-82 羽束川 東中山谷川 後川上ノ東 0.36 0.19 18

武-篠山-Ⅱ-83 羽束川 ミナノ沢谷川 後川新田 1.20 0.77 9

武-篠山-Ⅱ-84 羽束川 シドロ谷川 後川新田 0.47 0.19 15

武-篠山-Ⅱ-85 羽束川 口井戸谷川 後川新田 0.33 0.05 15

武-篠山-Ⅱ-86 羽束川 八幡谷川 後川新田 0.38 0.08 13

武-篠山-Ⅱ-87 羽束川 奥ノ山谷川 篭坊 0.22 0.04 20

武-篠山-Ⅱ-88 羽束川 芦谷川 後川新田 1.18 0.30 8

武-篠山-Ⅱ-89 羽束川 大平谷川 後川上ノ東 0.44 0.06 14

武-篠山-Ⅱ-90 羽束川 向井山ノ坪 後川上ノ東 0.42 0.13 12

武-篠山-Ⅱ-91 羽束川 前山ノ坪谷川 後川中 0.17 0.03 19

武-篠山-Ⅱ-92 羽束川 下南山谷川 後川中 1.28 0.65 10

武-篠山-Ⅱ-93 羽束川 トイカ谷川 後川奥 1.17 0.55 11

武-篠山-Ⅱ-94 羽束川 ミヨカン谷 後川奥 0.30 0.06 15

加-篠山-Ⅱ-95 曽地川 アンノ谷川 曽地奥 0.41 0.14 17

加-篠山-Ⅱ-96 曽地川 曽地奥の谷 曽地奥 0.29 0.06 17

加-篠山-Ⅱ-97 曽地川 火谷川 曽地奥 0.40 0.07 18

加-篠山-Ⅱ-98 曽地川 タプ沢谷川 曽地奥 0.20 0.25 22

加-篠山-Ⅱ-99 曽地川 曽地中谷 曽地中 0.15 0.05 21

加-篠山-Ⅱ-100 曽地川 西山谷 曽地中 0.12 0.04 18

加-篠山-Ⅱ-101 篠山川 篠尾谷川 野々垣 0.28 0.11 10

加-篠山-Ⅱ-102 篠山川 八上東谷 八上上 0.12 0.03 22

加-篠山-Ⅱ-103 篠山川 奥谷川 西八上 0.23 0.06 19

加-篠山-Ⅱ-104 尾根川 東谷 殿町 0.12 0.02 19

加-篠山-Ⅱ-105 小枕川 三国山谷川 小枕 0.60 0.46 14

加-篠山-Ⅱ-106 小枕川 馬草谷川 小枕 0.27 0.05 19

加-篠山-Ⅱ-107 小枕川 卯谷山川 小枕 0.19 0.06 21

加-篠山-Ⅱ-108 宇谷川 境目 小枕 0.16 0.03 20

加-篠山-Ⅱ-109 宇谷川 北山 小枕 0.10 0.02 23

加-篠山-Ⅱ-110 宇谷川 北山谷川 小枕 0.16 0.06 19

加-篠山-Ⅱ-111 宇谷川 北山谷川 小枕 0.19 0.04 23

加-篠山-Ⅱ-112 篠山川 岩崎谷川 岩崎 0.26 0.28 17

加-篠山-Ⅱ-113 篠山川 向山 杉 0.06 0.01 32

武-篠山-Ⅱ-114 住吉川 北大沢川 大沢新 0.14 0.09 19

武-篠山-Ⅱ-115 真南条川 寺奥東谷川 小枕 0.11 0.05 24

武-篠山-Ⅱ-116 真南条川 大平山東谷川 真南条上 0.49 0.10 24

武-篠山-Ⅱ-117 真南条川 真南条川 真南条中 0.16 0.05 24

武-篠山-Ⅱ-118 武庫川 墓ノ谷川 栗栖野 0.13 0.06 22

武-篠山-Ⅱ-119 武庫川 北垣内 当野 0.15 0.06 18

武-篠山-Ⅱ-120 武庫川 波賀野北谷 波賀野 0.24 0.07 16

武-篠山-Ⅱ-121 天神川 上中山 古市 0.35 0.08 15

武-篠山-Ⅱ-122 天神川 下中山 油井 0.28 0.07 18

武-篠山-Ⅱ-123 武庫川 西ヶ洞谷川 油井 0.41 0.46 12

加-篠山-Ⅱ-124 四斗谷川 禿谷川 上小野原 0.18 0.09 13

加-篠山-Ⅱ-125 四斗谷川 東山川 休場 0.13 0.06 17

加-篠山-Ⅱ-126 四斗谷川 笛地 上立杭 0.14 0.20 16

加-篠山-Ⅱ-127 四斗谷川 南山川 休場 0.32 0.33 19

加-篠山-Ⅱ-128 水梨川 前山川 下小野原 0.22 0.06 18

加-篠山-Ⅱ-129 東条川 向井山川 市原 0.77 0.28 17

加-篠山-Ⅱ-130 東条川 松山川 木津 0.70 0.65 15

加-篠山-Ⅱ-131 東条川 西大フラ川 間新田 0.19 0.09 14

加-篠山-Ⅱ-132 滝谷川 笠松川 木津 0.63 0.10 13

加-篠山-Ⅱ-133 東条川 北西川 市原 0.67 0.19 16
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渓流番号 河川名 渓流名 渓流所在地 渓流延長(㎞)
流域面積 

(k ㎡) 

流下部平均

勾配(度) 

加-篠山-Ⅱ-134 東条川 堂ケ谷前山 本荘 0.19 0.03 12

加-篠山-Ⅱ-135 東条川 小家ヶ谷川 本荘 0.36 0.13 19

加-篠山-Ⅱ-136 東条川 釘貫川 黒石 0.21 0.06 16

加-篠山-Ⅱ-137 黒石川 深谷川 黒石 0.15 0.10 18

加-篠山-Ⅱ-138 黒石川 ネジキ川 黒石 0.50 0.43 12

加-篠山-Ⅱ-139 水梨川 北山川 下小野原 0.18 0.07 19

加-篠山-Ⅱ-140 宮川 水谷山川 上小野原 0.26 0.09 15

加-篠山-Ⅱ-141 宮川 中御狩川 辰巳 0.16 0.02 27

武-篠山-Ⅱ-142 天神川 大谷川 不来坂 0.27 0.12 20

武-篠山-Ⅱ-143 天神川 住山中川 住山 0.07 0.01 17

武-篠山-Ⅱ-144 天神川 舟谷川 住山 0.21 0.17 14

武-篠山-Ⅱ-145 天神川 ワン谷川 住山 1.13 1.26 9

武-篠山-Ⅱ-146 天神川 寺谷山川 住山 0.60 0.39 10

武-篠山-Ⅱ-147 天神川 倉谷川 不来坂 0.18 0.41 18

武-篠山-Ⅱ-148 武庫川 見内寺谷川 見内 0.44 0.40 13

武-篠山-Ⅱ-149 武庫川 東谷川 見内 0.60 1.06 14

武-篠山-Ⅱ-150 武庫川 東谷下谷 見内 0.09 0.02 24

武-篠山-Ⅱ-151 武庫川 東谷中谷 見内 0.08 0.02 20

武-篠山-Ⅱ-152 武庫川 東谷上谷 見内 0.09 0.02 19

武-篠山-Ⅱ-153 武庫川 稲荷ノ坪 波賀野 0.16 0.29 14

武-篠山-Ⅱ-154 田松川 尾ノ谷川 牛ヶ瀬 0.15 0.04 21

加-篠山-Ⅱ-155 峠川 鍋倉谷川 味間奥 0.06 0.02 19

加-篠山-Ⅱ-156 大山川 井谷 大山上 0.07 0.05 30

加-篠山-Ⅱ-157 大山川 梨ノ木谷 大山上 0.18 0.29 18

加-篠山-Ⅱ-158 大山川 鐘ヶ坂谷川 追入 0.14 0.03 16

加-篠山-Ⅱ-159 大山川 奥坪谷川 追入 0.26 0.03 21

加-篠山-Ⅱ-160 大山川 千柄尾 追入 0.29 0.09 24

加-篠山-Ⅱ-161 大山川 国時 園田分 0.21 0.03 21

加-篠山-Ⅱ-162 大山川 才蔵坊 石住 0.16 0.03 21

加-篠山-Ⅱ-163 大山川 二河谷川 高倉 0.37 0.22 18

加-篠山-Ⅱ-164 大山川 山ノ口谷川 高倉 0.45 0.36 15

加-篠山-Ⅱ-165 大山川 下作谷 長安寺 0.07 0.04 15

加-篠山-Ⅱ-166 宮田川 奥谷川 西木ノ部 0.27 0.13 15

加-篠山-Ⅱ-167 宮田川 正ノ谷川 東木ノ部 0.08 0.02 20

加-篠山-Ⅱ-168 小坂川 小坂東谷川 小坂 0.42 0.10 18

加-篠山-Ⅱ-169 小坂川 風呂ケ谷川 小坂 0.65 0.15 17

加-篠山-Ⅱ-170 宮田川 上乗竹下ノ谷 乗竹 0.09 0.01 18

加-篠山-Ⅱ-171 宮田川 上乗竹家ケ谷 乗竹 0.26 0.04 15

加-篠山-Ⅱ-172 宮田川 杭谷川 乗竹 0.39 0.21 15

加-篠山-Ⅱ-173 宮田川 西ケ谷川 垣屋 0.14 0.12 16

加-篠山-Ⅱ-174 宮田川 東谷川 高坂 0.12 0.08 18

加-篠山-Ⅱ-175 宮田川 鳥巣谷川 栗柄 0.23 0.13 23

加-篠山-Ⅱ-176 宮田川 古屋谷北川 栗柄 0.23 0.04 22

加-篠山-Ⅱ-177 宮田川 古屋谷南川 栗柄 0.25 0.03 18

加-篠山-Ⅱ-178 宮田川 栗柄川右支流 栗柄 0.46 0.17 18

加-篠山-Ⅱ-179 宮田川 国次川 栗柄 0.26 0.05 19

加-篠山-Ⅱ-180 宮田川 勝谷川 坂本 0.49 0.44 17

加-篠山-Ⅱ-181 宮田川 林ノ谷川 坂本 0.21 0.03 25

加-篠山-Ⅱ-182 宮田川 鎌谷川 垣屋 0.56 0.53 13

加-篠山-Ⅱ-183 宮田川 広岡川 垣屋 0.17 0.12 20

加-篠山-Ⅱ-184 宮田川 保谷川 打坂 0.22 0.12 17

加-篠山-Ⅱ-185 宮田川 西小谷川 西谷 0.19 0.06 21

加-篠山-Ⅱ-186 宮田川 西谷川 西谷 0.17 0.08 19

加-篠山-Ⅱ-187 篠山川 矢代谷川 矢代 0.39 0.09 20
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渓流番号 河川名 渓流名 渓流所在地 渓流延長(㎞)
流域面積 

(k ㎡) 

流下部平均

勾配(度) 

加-篠山-Ⅱ-188 篠山川 篠尾谷川 今福 0.39 0.22 16

加-篠山-Ⅱ-189 篠山川 西浜谷 西浜谷 0.12 0.03 19

加-篠山-Ⅱ-190 藤岡川 藤岡口谷川 藤岡口 0.30 0.12 17

加-篠山-Ⅱ-191 藤岡川 藤岡口谷 藤岡口 0.33 0.09 17

加-篠山-Ⅱ-192 黒岡川 峠ノ東西谷川 佐倉 0.24 0.09 22

加-篠山-Ⅱ-193 黒岡川 知足谷 知足 0.23 0.12 17

加-篠山-Ⅱ-194 黒岡川 シズノ谷川 丸山 0.17 0.03 16

加-篠山-Ⅱ-195 篠山川 下新荘川 大熊 0.35 0.22 19

加-篠山-Ⅱ-196 畑川 大西山南谷川 火打岩 0.28 0.08 20

加-篠山-Ⅱ-197 畑川 母子ノ坪 火打岩 0.13 0.05 20

加-篠山-Ⅱ-198 畑川 東山谷川 火打岩 0.17 0.09 19

加-篠山-Ⅱ-199 畑川 東山南谷川 火打岩 0.24 0.04 20

加-篠山-Ⅱ-200 畑川 マルオノ谷川 火打岩 1.02 0.24 14

加-篠山-Ⅱ-201 畑川 尾中谷川 今谷 0.11 0.02 20

加-篠山-Ⅱ-202 春日江川 佐貫川 佐貫谷 0.12 0.02 19

加-篠山-Ⅱ-203 篠山川 沖谷ノ坪 畑井 0.09 0.03 23

加-篠山-Ⅱ-204 篠山川 小中川 小中 0.14 0.03 20

加-篠山-Ⅱ-205 籾井川 栃梨谷 栃梨 0.21 0.02 16

加-篠山-Ⅱ-206 高野川 片廻し谷川 県守口 0.17 0.04 22

加-篠山-Ⅱ-207 高野川 中谷川 県守中 0.24 0.04 21

加-篠山-Ⅱ-208 高野川 上ノ山谷川 奥県守 0.24 0.06 22

加-篠山-Ⅱ-209 篠山川 北条垣内 塩岡 0.15 0.03 15

加-篠山-Ⅱ-210 筱見川 吾妻西谷 下筱見 0.21 0.03 21

加-篠山-Ⅱ-211 筱見川 吾妻東谷 下筱見 0.10 0.04 22

加-篠山-Ⅱ-212 筱見川 吾妻奥谷 下筱見 0.17 0.06 16

加-篠山-Ⅱ-213 筱見川 中ノ森谷 中ノ森 0.23 0.06 17

加-篠山-Ⅱ-214 筱見川 西栃本谷川 上筱見 0.29 0.10 21

加-篠山-Ⅱ-215 筱見川 コシキ谷川 上筱見 0.55 0.13 17

加-篠山-Ⅱ-216 筱見川 ユズリ谷 上筱見 0.21 0.05 23

加-篠山-Ⅱ-217 筱見川 五反田 上筱見 0.29 0.04 22

加-篠山-Ⅱ-218 筱見川 筱見川 上筱見 0.32 0.10 12

加-篠山-Ⅱ-219 筱見川 筱見川 上筱見 0.11 0.03 20

加-篠山-Ⅱ-220 筱見川 口新田谷川 上筱見 0.32 0.05 18

加-篠山-Ⅱ-221 筱見川 下筱見谷 下筱見 0.18 0.05 24

加-篠山-Ⅱ-222 篠山川 四ノ宮 福井 0.22 0.02 18

加-篠山-Ⅱ-223 藤坂川 片瀬 福井 0.14 0.06 20

加-篠山-Ⅱ-224 藤坂川 藤坂小谷 藤坂 0.04 0.01 28

加-篠山-Ⅱ-225 藤坂川 三ノ市奥谷川 藤坂 0.17 0.07 23

加-篠山-Ⅱ-226 藤坂川 峠口谷川 藤坂 0.32 0.06 14

加-篠山-Ⅱ-227 藤坂川 峠奥谷川 藤坂 0.42 0.05 17

資料：建設部建設課調べ（平成17年度県水防計画資料編） 
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【資料2-6】重要水防河川（区域） 

資料：建設部建設課調べ（平成17 年度兵庫県水防計画資料編） 

 

水防上最も重要な区域 次に重要な区域 要注意区域 
水系名 河川名

左
右
岸

番
号 

延長
(m) 

地点 
危険 
理由 

対策 
工法 

番
号

延長
(m) 

地点 
危険 
理由 

対策 
工法 

番
号

延長
(m) 

地点 
危険 
理由 

対策 
工法 

左 12 500 国道372 号上流 
1-Ａ 

堤防高
積土俵 12         

加古川 東条川
右 13 500 〃 〃 〃 13         

左      14 5,000
発展橋～上小野原
（国道372 号） 

3-Ｂ 
堤防断面

積土俵      
〃 

四斗谷
川 

右      15 5,000 〃 〃 〃      
左               

〃 住吉川
右      22 400

普通河川山立川合流
点～県道西脇篠山線
想出橋下流 

1-Ｂ 
堤防高 

積土俵      

左      23 4,700 篠山川合流点～起点
2-Ｂ 

堤防断面
〃      

〃 曽地川
右      24 4,700 〃 〃 〃      
左      25 1,000 下原山～中原山 〃 〃      

〃 籾井川
右      26 1,000 〃 〃 〃      

左      37 1,700
篠山市当野～真南条
川合流点 

〃 〃      
武庫川 武庫川

右      38 1,700 〃 〃 〃      
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【資料 2-7】山地災害危険地区 

(１) 山腹崩壊危険地区  109 箇所 
位    置 

危険地区番号 
大  字 字 

面積 

(ha) 
備考 

661-１ 矢代 奥山 5.0 

661-2 今福 リの坪 1.0 

661-3 今福 西山 1.0 

661-4 今福 芦尾の谷 3.0 

661-5 西浜谷 岡山 1.0 

661-6 東浜谷 盃山 1.0 

661-7 熊谷 内場の坪 6.0 

661-8 丸山 畑越 5.0 

661-9 畑宮 大路下谷 1.0 

661-10 奥畑 西北山 1.0 

661-11 奥畑 東北山の裾 2.0 

661-12 火打岩 ツバ市東谷 1.0 

661-13 奥畑 向山 1.0 

661-14 大上 後家谷ノ坪 2.0 

661-15 般若寺 井根山 1.0 

661-16 佐貫谷 イヤノ谷 1.0 

661-17 泉 長和寺 4.0 

661-18 西本荘 上ノ山 3.0 

661-19 県守 引口 1.0 

661-20 山田 馬上 6.0 

661-21 上筱見  4.0 

661-22 藤坂 三の市 3.0 

661-23 宮代 西谷大林 7.0 

661-24 大藤  5.0 

661-25 市野  々 定宗 1.0 

661-26 三熊 張水 1.0 

661-27 三熊 ヲマ谷 6.0 

661-28 小田中 坂田 3.0 

661-29 草ノ上 福谷 5.0 

661-30 塩田  5.0 

661-31 貝田 奥の谷 2.0 

661-32 西野  々  2.0 

661-33 中原山  2.0 

661-34 奥原山  1.0 

661-35 栃梨 北浦の坪 2.0 

661-36 曽地奥 城見谷 1.0 

661-37 曽地奥 狐尾 5.0 

661-38 野々垣 篠尾 1.0 

661-39 西荘 西飛砂夫 1.0 

661-40 西荘 車谷 1.0 

661-41 小多田 奥 1.0 

661-42 後川奥  2.0 

661-43 後川中  1.0 

661-44 後川上西  7.0 

661-45 後川新田  4.0 

661-46 熊谷 東山 1.0 

661-47 本明谷 白壁ノ坪 1.0 

661-48 佐倉 上ﾉ奥 1.0 

661-49 小多田 福井谷 1.0 

661-50 立金 長谷南山 1.0 
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位    置 
危険地区番号 

大  字 字 

面積 

(ha) 
備考 

661-51 立金 長谷南山 1.0 

662-1 西木之部 林ノ谷 4.0 

664-2 東木之部 行友 4.0 

664-3 東木之部 畑ノ谷 5.0 

664-4 小坂 箱塚 2.0 

664-5 小坂 夏栗 4.0 

664-6 小坂 磯谷 3.0 

664-7 小坂 奥谷 1.0 

664-8 乗竹 上の谷 3.0 

664-9 倉本 高古山 4.0 

664-10 坂本 寺谷 3.0 

664-11 本郷 サル谷 1.0 

664-12 本郷  1.0 

664-13 桑原 猪ノ谷 4.0 

664-14 桑原 奥山野 1.0 

664-15 桑原 東谷下 1.0 

664-16 本郷 ナカサル 6.0 

664-17 本郷 ナカサル 10.0 

664-18 川阪 水口谷 4.0 

664-19 本郷 深山 5.0 

664-20 本郷 向山 2.0 

664-21 坂本 尾花 1.0 

664-22 西谷 奥ノ谷 1.0 

664-23 小坂 東谷 1.0 

665-1 油井  2.0 

665-2 油井 石座谷 3.0 

665-3 住山 宮ノ前山 1.0 

665-4 住山 宮ノ前 3.0 

665-5 油井 中山 3.0 

665-6 当野 中山 1.0 

665-7 波賀野 峰山 1.0 

665-8 見内 中谷の坪 1.0 

665-9 南矢代 山本 9.0 

665-10 牛ヶ瀬 薬師ノ坪 3.0 

665-11 大沢 上山 2.0 

665-12 味間南 松尾山 2.0 

665-13 味間奥 一ヶ谷 6.0 

665-14 西古佐 イミノ木北 2.0 

665-15 西古佐  1.0 

665-16 大山下 山城坪 1.0 

665-17 小枕 小丸山 1.0 

665-18 谷山 風呂谷 1.0 

665-19 東吹 東城山 1.0 

665-20 宇土 宮ノ谷 1.0 

665-21 宇土 西小前谷 3.0 

665-22 大沢 小畑山 1.0 

665-23 初田  2.0 

665-24 真南条中 八幡 3.0 

665-25 真南条上  2.0 

665-26 真南条上 大平山 3.0 

665-27 栗栖野  1.0 

665-28 当野 北山 11.0 

665-29 当野 北山 1.0 
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位    置 
危険地区番号 

大  字 字 

面積 

(ha) 
備考 

665-30 当野 猪谷 2.0 

666-１ 今田町黒石 深谷 5.0 

666-2 今田町黒石 黒石谷 5.0 

666-3 今田町下小野原 前山 5.0 

666-4 今田町下小野原 前山 5.0 

666-5 今田町休場 滝ノ下 3.0 

資料：産業経済部農村整備課 調べ 
 

(2) 崩壊土砂流出危険地区  143 箇所 

位   置 危険地区の状況 

危険地区番号 
大  字 字 

延 長 

(ｍ) 

面 積 

(ha) 

備  考 

661-1 東浜谷 ガシャ谷 210 1.22  

661-2 西浜谷  140 0.42  

661-3 西浜谷 西谷山 400 1.00  

661-4 矢代 奥山 620 1.49  

661-5 藤岡口 石  々 1400 1.00  

661-6 佐倉 上ノ奥 200 1.00  

661-7 大熊 水上 1100 2.64  

661-8 大熊 水上 500 1.00  

661-9 瀬利 百里 100 1.00  

661-10 奥畑 西北山 260 1.00  

661-11 火打岩  360 0.86  

661-12 火打岩  600 1.80  

661-13 火打岩  200 1.00  

661-14 火打岩  340 1.00  

661-15 奥県守 上ノ山谷 310 1.00  

661-16 佐貫谷 東谷 700 1.00  

661-17 奥県守 三谷 100 1.00  

661-18 奥県守 法田寺谷 210 1.00  

661-19 県守 坂谷 200 1.00  

661-20 垂水 大坂池谷 350 0.74  

661-21 垂水  620 1.30  

661-22 上筱見 徳ノ谷 400 0.36  

661-23 上筱見 徳ノ谷 700 1.00  

661-24 上筱見 寺ヶ谷 400 1.00  

661-25 福井 坂本 510 0.61  

661-26 小原 西ノ奥 510 0.61  

661-27 小原 否谷 500 1.00  

661-28 藤坂 峠 400 1.00  

661-29 小原 向井谷 600 1.00  

661-30 小倉 黒谷 900 1.00  

661-31 宮代 カラコ 300 0.27  

661-32 奥山  550 1.32  

661-33 大藤 小家ヶ谷 400 1.00  

661-34 立金 西山 300 1.00  

661-35 三熊 張水 200 1.00  

661-36 三熊 オマ谷 300 1.00  

661-37 細工所 杉谷 500 0.75  

661-38 幡路 大ヶ尾大 370 1.33  

661-39 福住 北山 300 1.00  

661-40 福住中  410 0.74  

661-41 本明谷 東山 200 1.00  
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位   置 危険地区の状況 

危険地区番号 
大  字 字 

延 長 

(ｍ) 

面 積 

(ha) 

備  考 

661-42 西野  々  350 1.34  

661-43 福住下  750 2.25  

661-44 向井 奥の谷 300 1.00  

661-45 向井 堂ノ谷 300 1.00  

661-46 畑井 奥谷奥ノ切 200 1.00  

661-47 曽地中 四十九 750 2.25  

661-48 曽地奥 城見谷 700 0.63  

661-49 曽地奥 アザメ 500 1.00  

661-50 曽地奥 西山 1160 4.18  

661-51 曽地奥 西山 220 0.40  

661-52 曽地中 長和寺 250 0.53  

661-53 殿町 デバゲ谷 400 1.20  

661-54 小多田  1150 2.76  

661-55 後川奥 西中山 200 0.60  

661-56 後川奥 西中山 200 0.48  

661-57 後川下 松ヶ尾 300 1.00  

661-58 後川上 大平 400 1.00  

661-59 後川上 常山 100 1.00  

661-60 後川奥 スエガ谷 200 1.00  

661-61 中  150 0.45  

661-62 上筱見 寺谷 500 1.50  

661-63 藤坂 峠 320 0.32  

661-64 立金 長谷南谷 1,500 1.0  

664-1 小坂 夏 栗 450 0.54  

664-2 小坂 佐仲 1000 1.00  

664-3 小坂 磯谷 1000 1.00  

664-4 小坂 磯谷 400 0.60  

664-5 小坂 奥谷 300 1.00  

664-6 小坂 奥谷 750 0.42  

664-7 乗竹 杭谷 800 1.00  

664-8 乗竹 中の谷 510 1.22  

664-9 高坂 東谷 500 1.00  

664-10 倉本 カワガセ不小路 200 1.00  

664-11 坂本 寺谷 350 0.03  

664-12 坂本 寺谷 230 0.01  

664-13 栗柄 十一谷 400 1.00  

664-14 本郷 宮立 420 0.71  

664-15 桑原 一郎谷 300 1.00  

664-16 桑原 一郎谷 350 0.42  

664-17 桑原 ｸｽﾞﾚ谷 560 1.68  

664-18 川阪 水口谷 400 1.00  

664-19 栗柄 西ケ谷・国次谷 500 1.00  

664-20 栗柄 西ケ谷・松ヶ谷 460 0.08  

664-21 坂本 勝谷 400 1.00  

664-22 坂本 尾花 260 1.17  

664-23 打坂 保谷 300 1.00  

664-24 打坂 堂ケ谷 300 1.00  

664-25 西谷 奥谷 100 1.00  

665-1 油井  510 1.22  

665-2 住山 オイ奥 300 1.00  

665-3 住山 鰐奥 300 1.00  

665-4 古市 篠谷 300 1.00  
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位   置 危険地区の状況 

危険地区番号 
大  字 字 

延 長 

(ｍ) 

面 積 

(ha) 

備  考 

665-5 油井  210 1.25  

665-6 当野 中山 510 0.46  

665-7 波賀野 大籔 200 0.24  

665-8 波賀野  410 0.37  

665-9 見内 巾谷坪 400 1.00  

665-10 波賀野 東谷 2000 2.00  

665-11 大沢 奥谷 400 1.00  

665-12 中野 久保寺谷 300 1.00  

665-13 味間奥 水坂 500 1.00  

665-14 味間奥 滝ノ音 600 0.54  

665-15 味間奥 小峠の坪 800 1.00  

665-16 味間北 大谷山 300 1.00  

665-17 味間北 黒見山 200 1.00  

665-18 大山上 荒子中倉坪 500 2.00  

665-19 追入 大乗寺 200 1.00  

665-20 追入 アシバミ坪 700 1.00  

665-21 追入 堂ヶ谷 100 1.00  

665-22 追入 風呂谷坪 300 1.00  

665-23 追入 千柄尾 700 1.00  

665-24 石住 大ヘラ 300 1.00  

665-25 高倉 黒頭山 600 1.00  

665-26 高倉 山ノ口 400 1.00  

665-27 谷山 宮谷 400 1.00  

665-28 岩崎  320 0.96  

665-29 岩崎 風呂ノ山 300 1.00  

665-30 岩崎  560 1.68  

665-31 宇土  410 0.74  

665-32 宇土 栃木谷 300 1.00  

665-33 真南条上 向井山 820 1.92  

665-34 真南条上 大平山 120 0.43  

665-35 真南条上 大平山 270 0.16  

665-36 真南条上 向井山 700 1.00  

665-37 真南条下 西ノ倉 860 2.06  

665-38 栗栖野 落三 400 1.00  

665-39 当野  620 1.86  

665-40 当野  1020 3.06  

665-41 草野 東山 220 0.53  

665-42 草野  560 1.92  

665-43 波賀野 峰山 260 0.16  

665-44 住山 鰐谷 2,500 1.50  

666-1 今田町市原 西山 570 1.37  

666-2 今田町黒石 ｶｺﾞｽﾞﾛ 630 1.89  

666-3 今田町本荘 脇ｹ畑 660 1.58  

666-4 今田町市原 向井山 620 1.49  

666-5 今田町芦原新田 松山 890 2.67  

666-6 今田町釜屋 ｶﾔﾉｷ 700 1.00  

666-7 今田町下小野原 前山 280 0.34  

666-8 今田町四斗谷 落シ谷 500 1.00  

666-9 今田町休場 東山 700 1.00  

666-10 今田町上立杭 ﾂﾎﾞﾈｶﾞﾘ谷 720 2.16  

資料：産業経済部農村整備課 調べ 
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【資料 2-10】生活排水処理施設の現況 

（1）集合処理 

処理能力 

名    称 位  置 
敷地面積

（m3) 
処理方法 日 大

(m3) 

処理人口

（人） 

公共下水道 

篠山環境衛生ｾﾝﾀ  ー 吹上 11,600 標準活性汚泥法 7,200 13,500

住吉浄化センター 西吹 14,148 標準活性汚泥法 

及び急速ろ過法 

5,550 12,100

特定環境保全公共下水道 

福住浄化ｾﾝﾀ  ー 藤之木 5,700 ＯＤ法 870 2,000

日置浄化ｾﾝﾀ  ー 八上上 4,469 〃 1,220 2,500

西紀中央浄化ｾﾝﾀ  ー 黒田 6,622 〃 1,280 2,000

西紀北浄化ｾﾝﾀ  ー 遠方 5,620 〃 745 900

大山浄化センター 大山下 6,616 〃 1,300 1,900

小野原浄化ｾﾝﾀ  ー 今田町休場 3,300 〃 730 1,500

立杭浄化ｾﾝﾀ  ー 今田町下立杭 3,130 〃 1,080 1,900

西部浄化センター 今田町市原 6,010 〃 970 2,000

農業集落排水 

村雲浄化ｾﾝﾀ  ー 向井 2,055 ＯＤ法 459 1,530

みたけ浄化ｾﾝﾀ  ー 和田 2,419 〃 495 1,650

大芋浄化ｾﾝﾀ  ー 福井 1,560 ＪＡＲＵＳ14型 264 880

雲部浄化センター 泉 2,000 〃 390 1,300

八上浄化ｾﾝﾀ  ー 八上内 2,913 〃 327 1,090

栗柄農業排水処理場 栗柄 842 ＪＡＲＵＳⅢ型 123 410

西紀共生の里排水処理場 上板井 1,119 〃 198 660

西紀南集落排水処理場 川北 1,815 〃 213 710

宇土・岩崎浄化ｾﾝﾀ  ー 宇土 676 ＪＡＲＵＳⅤ型 84 280

味間北浄化ｾﾝﾀ  ー 味間北 1,109 ＪＡＲＵＳⅢ型 93 310

真栗浄化ｾﾝﾀ  ー 栗栖野 1,582 〃 297 990

古市南部浄化センター 油井 1,400 ＪＡＲＵＳ14型 312 1,040

四斗谷処理場 今田町四斗谷 1,443 ＪＡＲＵＳⅠ型 33 110

芦原木津地区処理施設 今田町木津 1,021 〃 120 400

コミュニティプラント 

城南東部浄化ｾﾝﾀ  ー 東吹 3,400 ＯＤ法 1,100 2000

古市浄化ｾﾝﾀ  ー 当野 3,510 〃 669 2,105

小規模集合排水処理施設 

浄水苑 こうだに 桑原 406 ＪＲＮ２型 22 110

(2)個別処理 

 集落名 集落数 

合併処理 

浄化槽 

佐倉、鷲尾、大谷、知足、丸山、藤岡口、藤岡奥、和田の一部、曽地中の一部、後

川全域、奥県守、県守中、県守口、下筱見南部、下筱見北部、上筱見、小倉、宮

代、市野々、立金、大藤、奥山、藤坂、河内台、西谷、垣屋、高坂、倉本、坂本、住

山、高倉、石住、見内 

39 集落
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【資料 2-12】教育施設等一覧 

番 

号 

分 

類 
施設名 所在地 

延床面積

(㎡) 
校舎棟建築年次 校舎の構造 定員等 

1 篠山小学校 北新町5 5,175
昭和 26～30 年 

平成 6 年一部改修 
木造2 階 400 人

2 八上小学校 糯ヶ坪89 2,714
昭和 12 年 

~平成 3 年一部改造 
木造2 階 280 人

3 畑小学校 畑宮324-2 3,277平成7 年 RC 造3 階 280 人

4 城北小学校 黒岡89 2,888昭和 51･61 年 RC3 階 240 人

5 岡野小学校 東浜谷531 4,325
平成2 年 

平成11 年増築 
RC2 階 360 人

6 日置小学校 日置162 3,460平成5 年 RC2 階 320 人

7 後川小学校 後川上477 1,208昭和37 年 RC2 階 240 人

8 雲部小学校 西本荘西の山2-1 1,563昭和34 年 RC2 階 240 人

9 福住小学校 福住342 1,750昭和 39 年 RC3 階 240 人

10 村雲小学校 草ﾉ上108 2,684昭和62 年 RC2 階 240 人

11 大芋小学校 中500 2,878平成 13 年 RC2 階 240 人

12 西紀南小学校 黒田186 3,239平成5 年 RC2 階 280 人

13 西紀小学校 乗竹650 2,401昭和49・53 年 RC2 階 240 人

14 西紀北小学校 本郷123 1,997昭和47･48 年 RC2 階 240 人

15 大山小学校 大山新100 3,712平成10･11 年 RC3 階 280 人

16 味間小学校 味間新97-3 7,463平成5 年 RC3 階 960 人

17 城南小学校 小枕120 4,175
平成2 年 

平成11 年増築 

RC2 階 

RC3 階増築 
280 人

18 古市小学校 波賀野新田74 2,842昭和35･36 年 RC3 階 240 人

19 

小 

学 

校 

今田小学校 今田町下小野原61 4,420平成元年 RC3 階 520 人

20 篠山中学校 東沢田224 9,979平成 16 年 RC3 階 600 人

21 篠山東中学校 泉字若林1-1 7,830平成10 年 RC2 階 360 人

22 西紀中学校 宮田175 4,481昭和62 年 RC3 階 240 人

23 丹南中学校 味間新192 8,411昭和38～40 年 RC3 階 1,920 人

24 

中 

学 

校 

今田中学校 今田町今田新田11 3,997昭和56 年 RC3 階 240 人

25 篠山幼稚園 北新町5 469昭和 30･32 年 木造平屋 70 人

26 八上幼稚園 糯ヶ坪89 224平成4 年 木造平屋 35 人

27 畑幼稚園 畑宮324-2 203平成7 年 鉄骨平屋 35 人

28 城北幼稚園 黒岡89 475昭和52 年 RC 平屋 35 人

29 岡野幼稚園 東浜谷531 221平成2 年 RC 平屋 70 人

30 かやのみ幼稚園 日置162 451昭和53 年 RC 平屋 70 人

31 たき幼稚園 福住中342 349平成7 年 鉄骨平屋 70 人

32 西紀みなみ幼稚園 黒田186 299平成9 年 木造平屋 70 人

33 西紀きた幼稚園 本郷159 232昭和63 年 木造平屋 70 人

34 味間幼稚園 味間新64-1 495昭和53 年 鉄骨平屋 105 人

35 大山幼稚園 大山新99 265平成11 年 RC 平屋 35 人

36 城南幼稚園 小枕140-2 251平成2 年 木造平屋 35 人

37 古市幼稚園 波賀野新田74 371昭和59 年 鉄骨平屋 35 人

38 

幼 

稚 

園 

今田幼稚園 今田町今田1-3 439昭和51 年、平成6 年 鉄骨平屋 35 人
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番 

号 

分 

類 
施設名 所在地 

延床面積

(㎡) 
校舎棟建築年次 校舎の構造 定員等 

39 八上保育園 糯ヶ坪甲108-1 460.68昭和57 年 RC 平屋 60 人

40 城東保育園 日置445-1 730.1昭和50 年 RC 平屋 90 人

41 城東保育園多紀分園 草ﾉ上108 392昭和51 年 RC 平屋 20 人

42 にしき保育園 乗竹729-1 671.4
昭和62 年 

平成2 年増築 
鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 90 人

43 味間保育園 味間新315 706.80昭和51 年 
ブロック造平屋建

て 
120 人

44 城南保育園 小枕93 394.44昭和43 年 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋

建て 
60 人

45 今田保育園 
今田町下小野原 

北山72-1 
564.74

昭和47 年 

昭和59 年増築 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

瓦棒葺平屋造 
90 人

46 ささやま保育園 東新町2 684.60昭和54 年 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚ

ｰﾄ平屋建て 
90 人

47 

保 

育 

所 

等 

富山保育園 東岡屋708-2 654.33昭和57 年 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋

建て 
90 人

48 
養 護

学校 
篠山養護学校 沢田120-1 2,400平成6 年 RC2 階 50 人

49 篠山学校給食ｾﾝﾀｰ 日置121 2,126平成11 年 鉄骨2 階 3,000 食

50 西紀学校給食ｾﾝﾀｰ 打坂432-1 243昭和50 年 RC 平屋 600 食

51 丹南学校給食ｾﾝﾀｰ 味間新192 483昭和53 年 鉄骨平屋 2,000 食

52 

給 食

セ ン

ター 
今田学校給食ｾﾝﾀｰ 今田町小野原61-4 226昭和57 年 RC 平屋 500 食

資料：市教育委員会、福祉部 調べ 
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【資料 2-13】指定文化財及び陵墓参考地件数一覧 

有 形 文 化 財 記 念 物 

指定種別 

建

造

物 

絵

画 

彫

刻 

工

芸

品 

古

文

書 

歴

史

資

料 

典

籍 

考

古

資

料 

無

形

文

化

財 

有
形
民
俗
文
化
財 

無
形
民
俗
文
化
財 

史

跡 

名

勝 

天
然
記
念
物 

陵

墓

参

考

地 
合

計 

国指定文化財 3  8  1 1  2 15

県指定文化財 1 1 3 1 1 3 3 3 3  4 23

市指定文化財 17 14 23 18 14 12 2 7 1 6 14 1 8 137

陵墓参考地        1 1

合計 21 15 34 19 15 12 2 10 2 3 9 18 1 14 1 176

資料：市教育委員会 調べ 

 

 

 

 

【資料 2-14】危険物施設等一覧 

(1) 危険物施設 

区分 施設数 

製造所 1

屋内貯蔵所 40

屋外貯蔵所 3

屋外タンク貯蔵所 26

屋内タンク貯蔵所 5

地下タンク貯蔵所 65

簡易タンク貯蔵所 0

移動タンク貯蔵所 20

貯蔵所 

小計 160

給油取扱所 45

第1 種販売取扱所 0

第2 種販売取扱所 0

移送取扱所 0

一般取扱所 41

取扱所 

小計 86

合計 246

事業所数 121

 資料：篠山市消防本部 調べ 
 

 

(2)火薬類取扱事業所 

 1 級火薬庫 2 級火薬庫 3 級火薬庫 4 級火薬庫 煙火火薬庫 

大森火薬庫 2 － － － － 
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(3)高圧ガス取扱事業所（プロパンガス） 

 取扱事業所 所在地 貯蔵量（㎏） 

1 丹波マルヰ㈱篠山営業所 東新町 1,700

2 ㈱篠山ホームガス 乾新町 4,300

3 新家商店 河原町 800

4 丹波ささやま農業協同組合 日置 800

5 森本商店 日置 1,400

6 倉商店 後川上 2,000

7 小山商店 川原 2,200

8 畑燃料㈱ 塩岡 4,500

9 矢野商会 中 1,000

10 井尻プロパン店 宮田 3,200

11 丹波ささやま農業協同組合燃料基地 打坂 2,000

12 山内商店 本郷 2,800

13 長沢住宅設備 大山下 2,600

14 伊丹産業㈱篠山工場 大沢 50,000

15 西山商店 大沢 1,000

16 松笠商店 大沢新 900

17 ㈱ミツワライフ多紀支店 波賀野 1,000

18 小林商店 今田町黒石 2,300

19 丹波産業㈱ 今田町本荘 2,200

資料：兵庫県プロパンガス協会摂丹支部篠山地区会 調べ 

 

 

 

 

【資料 2-15】防火水槽・消火栓等の現況 

水利種類 現況 

防火水槽 ４０㎥以上６０㎥未満 346基 

 ２０㎥以上４０㎥未満 128基 

井戸 9箇所 

プール 19箇所 

自然水利等 46箇所 

消火栓 285基 

資料：生活部市民課調べ 
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【資料 2-16】災害対策用資機材一覧 

（1） 災害対策本部資機材 

品   目 仕様等 数 量 配置場所（管理担当部局） 

発動発電機 
2,400W

1,000W

１９台

1 台

西紀消防庁舎（総務部） 

西新町浄水場(公営企業部) 

飲料水用ポリタンク 

18 ㍑

〃 

10 ㍑

〃 

９００個

１２０個

１００個

９０個

旧城東中学校体育館（公営企業部） 

畑井浄水場      （   〃   ） 

※別に他市町名入り２８６個 

旧城東中学校体育館（公営企業部） 

畑井浄水場      （   〃   ） 

給水活動用ローリータンク 

60 ㍑

100 ㍑

200 ㍑

300 ㍑

400 ㍑

500 ㍑

〃  

1,000 ㍑

１台

３台

９台

９台

４台

１９台

５台

３台

旧城東中学校体育館(公営企業部) 

    〃        (   〃   ) 

    〃        (   〃   ) 

    〃        (   〃   ) 

    〃        (   〃   ) 

西紀消防庁舎（総務部） 

旧城東中学校体育館(公営企業部) 

西新町浄水場     （   〃   ） 

給水活動用水中ポンプ 

480W

 〃 

400W

１９台

９台

２台

西紀消防庁舎（総務部） 

旧城東中学校体育館（公営企業部） 

西新町浄水場    （   〃   ） 

災害対策用投光機一式 
投光機、発動発電機

900W、ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ
１９セット 西紀消防庁舎（総務部） 

投光機 500W ２台 西新町浄水場（公営企業部） 

オイルフェンス 20m １本 西新町浄水場（公営企業部） 

災害対策用防水型拡声器 １９台 西紀消防庁舎（総務部） 

非常用飲料水袋 
6 ㍑

〃 

１０，０００枚

２００枚

西紀消防庁舎（総務部） 

畑井浄水場（公営企業部） 

担架 
折りたたみ式

３台

１３台

今田老人福祉ｾﾝﾀ (ー福祉部) 

西紀消防庁舎(総務部) 

災害対策用毛布 

３００枚

１００枚

２５０枚

２００枚

北新町ｺﾐｭﾆﾃｨ消防ｾﾝﾀ  ー

西紀消防庁舎 

四季の森生涯学習ｾﾝﾀ  ー

今田在宅介護支援ｾﾝﾀ  ー

災害対策本部ヘルメット 

５０個

３５０個

４５個

４５個

５５個

７０個

４５個

本庁5 階書庫(総務部) 

本庁1 階倉庫（総務部） 

城東支所（城東支所） 

多紀支所（多紀支所） 

西紀支所（西紀支所） 

丹南支所（丹南支所） 

今田支所（今田支所） 

噴霧器 
動力

手動

１台

１台

本庁公用車駐車場(生活部) 

   〃        （ 〃 ） 

泥水用エンジンポンプ 
大吐出量1.2 ㎥/分

ガソリンエンジン

1 台 篠山市水防倉庫（八上） 

※消防団に委託 

資料：総務部総務課 調べ 
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（2） 水防活動用資機材 

保管場所及び数量 

品    名 市役所 

消防車庫 

城東支所 

車庫 
多紀支所 

西紀 

消防庁舎 

丹南水防 

倉庫 
今田支所 

土のう袋 8,000袋 4,000袋 1,200袋 2,800袋 5,600袋 6,400袋

ゲル土のう 140枚 90枚 90枚 90枚 90枚 90枚

なわ(3.75㎏) 40巻 24巻 30巻 23巻 20巻 24巻

針金(10♯) 30㎏ 30㎏ 30㎏ 10㎏ 30㎏ 11㎏

スコップ(剣) 37丁 15丁 15丁 9丁 15丁 16丁

ノコギリ 5丁 5丁 3丁 4丁 5丁 2丁

おの(500g) 5丁 5丁 5丁 5丁 5丁 4丁

厚かま 10丁 10丁 6丁 5丁 5丁 0丁

なた 5丁 5丁 3丁 5丁 5丁 4丁

くわ(平) 10丁 10丁 10丁 10丁 10丁 10丁

じょれん 10丁 10丁 10丁 10丁 10丁 10丁

つるはし 5丁 5丁 5丁 4丁 5丁 9丁

くぎ(6寸､25㎏) 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 2箱

かけや(135㎜) 7本 7本 7本 8本 5本 2本

ペンチ(175㎜) 16丁 5丁 5丁 5丁 5丁 3丁

金槌 16丁 5丁 5丁 5丁 5丁 5丁

ロープ（９㎜￠) 3巻 4巻 3巻 2巻 5巻 3巻

懐中電灯(単1) 5個 14個 5個 0個 5個 4個

ヘリコプター基地吹流 1個 1個 - - - -

ビニールシート 50枚 5枚 5枚 5枚 5枚 12枚

杭（3m以下) 80本 50本 40本 60本 50本 25本

鉄杭 240本 50本 35本 68本 50本 50本

バケツ 10個 10個 10個 7個 10個 10個

一輪車 5台 1台 1台 1台 2台 1台

バール 2本 2本 2本 2本 2本 2本

クリッパー 2本 2本 2本 2本 2本 2本

資料：総務部総務課調べ 

【資料 2-17】地域防災拠点設置場所一覧 

地   域 施  設  名 所  在  地 

市役所 本庁 北新町41 
篠山地域 

三の丸広場 北新町33 

城東公民館 日置385-1 
城東地域 

篠山東中学校グラウンド 泉字若林1-1 

福住公民館 福住344-1 
多紀地域 

福住小学校グラウンド 福住342 

五葉会館 宮田113 
西紀地域 

西紀中学校グラウンド 宮田175 

四季の森生涯学習センター 網掛429 
丹南地域 

丹南中学校グラウンド 味間新192 

今田公民館 今田町今田新田14-1 
今田地域 

今田中学校グラウンド 今田町今田新田17-1 
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【資料 2-18】兵庫県衛星通信ネットワーク運用要領 

１ 衛星通信ネットワークとは 

 県内各市町･消防本部、県関係地方機関・防災関係機関に設置された衛星及び地上無線の通信設備を用いて、

電話･FAX・テレビ映像が利用できる通信基盤のことを言う。特に、大災害の発生により、NTT 回線等の通信網が

途絶した場合であっても、このシステムを利用すれば、県庁や近隣市町へ電話やファクシミリにより情報伝達する

ことができる。 

(1) 衛星系 

県内各市町･消防本部、県関係地方機関・防災関係機関に設置された電話機等と通信できる。（音声･FAX・

映像） 

また、(財)自治体衛星通信機構の「地域衛星通信ネットワーク」の一部でもあるため、衛星通信設備のある全

国の自治体とも通信できる。） 

(2) 地上系 

下記の兵庫県防災行政無線機との通信ができる。 

①県土整備部利用の無線（土木事務所、道路パトロール車） 

②県民局利用の無線（可搬型、県民局公用車） 

 

２ 衛星通信ネットワーク設置箇所 

 衛星通信ネットワークの通信設備は、市役所本庁及び支所に設置されている。 

■設置場所 

設置場所 
庁舎 

地球局番

号 防災専用電話機 内線番号 一斉FAX 内線番号 

３F 総務部財政課 391 
市役所本庁 661 

１F 宿直室 392 
３F 総務部財政課 390 

１F 住民課 52 
西紀支所 664 

１F 宿直室 53 
３F 放送室 61 

１F 住民課 52 
今田支所 666 

１F 宿直室 53 
１F 住民課 61 

上記通信設備のほかに、市役所本庁各課事務室に設置された電話機からも衛星回線を利用した通話できるが、

原則として通常業務においては使用しない。 

 

３ 防災専用電話機（事務室内の電話機も同様） 

(1) 電話のかけ方 

① 受話器をとり、相手の電話番号をダイヤルする。 

衛星回線選択番号  － 都道府県番号（県内は省略可能）  －  地球局番号 －  （防災電話番号） 

又は（交換台番号）

（※衛星回線選択番号･･･本庁１４､支所・消防本部７） 

② 呼出音の後、相手がでると話す。 

 

(2) 電話が受け方 

①呼び出し音がすると、受話器を取るだけで通話できる。 

 

４ 音声一斉受令機（県庁からのホットライン） 

(1) 一斉同報の着信 

県庁から一斉同報の起動がかかると、音声一斉用受令(電話)機のベルが鳴り、本体の着信ランプが点滅す

る。 

(2) 指令内容の聴話 
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音声一斉受令(電話)機の受話器を持ち上げて、同報内容を聴く。 

(3) 受令確認 

同報内容を聴き、県庁から『受令内容を確認した局は、受令確認ボタン（電話機の右上にある。)を押して下さ

い。』というメッセージに続いて音声一斉受令(電話)機 右上の 受令確認 ボタンを押す。 

(4) 一斉同報の終了 

一斉同報の終了のメッセージを確認すると、受話器をもとにもどす。 

(5) 音声一斉用自動録音機 

一斉同報を着信すると、その内容が自動的に録音されるので、マイクロカセットテープを巻き戻して、 再生 

ボタンを押すと、その内容を聴くことができる。 

 

５ 防災ＦＡＸ 

(1) 送信のしかた 

送信するときは、次のことに留意願います。 

・原稿のクリップやホッチキスなどは、必ず取り除く。 

・途中で送信を止める場合は、ストップ ボタンを押す。 

《操作手順》 

ア 送信原稿をウラ向きにセットする。 

イ 相手のＦＡＸ番号をダイヤルする。 

衛星回線選択番号  － 都道府県番号（県内は省略可能）  －  地球局番号 － 防災FAX 番号 

（※衛星回線選択番号･･･本庁１４､支所・消防本部７） 

 なお、近隣市町及び関係機関のＦＡＸ番号は、ワンタッチダイヤルに登録しているので、送信する市町のボタンを

押す。 

ウ スタート ボタンを押す。 

エ 原稿をメモリーに読み込みすると、受付番号が表示され、送信が完了すると「ピー」と音が鳴る。 

(2) 受信のしかた 

受信は、一斉同報の場合を除き、操作は一切必要ない。 

受信中に、記録紙がなくなった時は、メモリーに受信原稿の内容が蓄積され、新しい記録紙をセットすると、自

動的に出力される。 

《操作手順》 

ア 自動的に受信が始まる。 

イ 受信が終わると、「ピー」と音が鳴り、元の状態にもどる。 

 

６ 防災ＦＡＸの一斉同報の受信 

(1) ＦＡＸの一斉同報は、 初に、受信変換装置 一斉 ランプが点灯し、スピーカーが鳴る。 

(2) 次に 受確 ランプが点滅し、スピーカーが断続的に鳴るので、ＦＡＸの受信状況を確認し、受信状態が良い

場合は、 良 のボタンを押し、受信状態が悪い場合は、不良ボタンを押す。 

(3) ＦＡＸの受信状態が悪い場合には、再度、先程の送信の手順が繰り返される。 

 

６ テレビ放送の視聴方法 

(1) 本庁舎、西紀支所及び今田支所内に設置されたテレビで、自治体衛星通信機構が放映する番組を視聴する

ことができる。 
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【資料 2-19】災害対応総合情報ネットワークシステム（フェニックス防災システム）の概要 

フェニックス防災システムは、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、市町・消防本部、関係機関及び地震計等からの

情報収集とその解析により、迅速・的確な応急対応を実現するとともに、市町災害対策本部や公共施設等の避難所

との情報交換を円滑にし、救急・救援活動等を支援する防災システムである。 

１ システム機能 

(1) 情報収集系 

●初動体制の確保 

→地震・気象観測システム（県下に設置した地震計からの情報収集） 

●外部機関との連携 

→気象情報集配信システム（気象庁、ウェザーニュースからの気象情報及び河川情報を収集）の各種 新気

象情報を収集し、初動体制を確保するための迅速な情報収集を可能にする。 

受信した気象情報は、県庁・県地方機関及び市町に設置する防災ＷＳに提供する。 

(2) 情報処理系 

●初動体制の確保 

→即時被害予測システム（地震・気象予警報情報を基に被害予測を行う） 

→危機管理システム（県職員一斉招集機能） 

●迅速な対策の支援 

→危機管理システム（地域防災計画等の電子マニュアル化による活動ガイダンス、ボランティア情報、物資管

理機能） 

→地図情報システム（各種縮尺地図を管理し、被害予測等の各種情報を表示） 

→災害情報システム（市町等からの各種被害情報を集計・統計処理し、地図上に表示） 

→映像情報システム（県警ヘリテレ映像、市町等のビデオカメラ映像及び報道機関映像等の蓄積） 

→災害対応支援システム（各被災地における要員や物資の必要数の推計、要員・資機材及び救援物資等の需

給分析） 

上記の各種機能で出力する情報を県庁をはじめ県地方機関及び市町等に設置する防災ＷＳに提供し、災害

情報の一元化を図ることにより災害対策業務の支援を実施する。 

(3) 情報交換系 

●県民への情報提供 

→災害情報交換システム（県民への情報［文字、画像、音声等］を蓄積） 

→広報資料作成支援システム（上記の情報を広報資料として作成するための支援機能） 

→音声・ＦＡＸシステム（上記の情報を電話及びＦＡＸを利用して県民に提供） 

→パソコン通信システム（パソコン通信を利用して上記の情報提供及び情報収集を実施） 

→インターネットシステム（国内外に対して上記の情報提供及び情報収集を実施） 

上記の各種情報提供機能を有し、災害時及び平時において県から県民等に各種情報の提供と県民からの情

報収集に使用する。 

また、市町等に設置した防災ＷＳから行政機関内での情報の提供、収集といった利用も提供する。 
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【資料 2-20】震度計・地震計一覧 

  １ 市内震度計 

所  在  地 管 理 者 

篠山市北新町４１（市役所本庁駐輪場） 気象庁 

篠山市宮田２１６（西紀老人福祉ｾﾝﾀｰ中庭） 兵庫県 

篠山市杉３１２（旧北庁舎西側） 防災科学技術研究所 

篠山市今田町今田新田１４－１（今田公民館前） 兵庫県 

※ 震度計とは、設置地点の揺れの大きさを測定するもの。 
資料：総務部総務課調べ 

  ２ 市内地震計 

所  在  地 管 理 者 

篠山市日置３８５-１（城東グラウンド北側） 防災科学技術研究所 

篠山市真南条上１４７４（龍蔵寺境内） 京都大学防災研究所 

※ 地震計とは、震源位置を特定するためもの。 
資料：総務部総務課調べ 

 

 

【資料 2-21】雨量観測所箇所一覧 

位置・観測所名 所在地 管理者 電話番号 

西新町浄水場雨量計 西新町 篠山市(公営企業部) 552-0241

西紀支所内雨量計 宮田 篠山市（西紀支所） 593-1111

篠山市消防本部雨量計 北 篠山市（消防本部） 594-1119

丹波県民局篠山土木事務所 郡家 兵庫県（篠山土木事務所） 552-2811

古市観測所 油井 兵庫県（三田土木事務所） 562-8870

東本荘観測所 東本荘 兵庫県（柏原土木事務所） 0795-72-0500

今田観測所 今田町市原 兵庫県（柏原土木事務所） 0795-72-0500

桑原観測所 桑原 兵庫県（柏原土木事務所） 0795-72-0500

福住雨量観測所 福住 国土交通省（姫路工事事務所） 0792-82-8211

火打岩雨量観測所 畑宮 国土交通省（姫路工事事務所） 0792-82-8211

今田雨量観測所 今田町本荘 国土交通省（姫路工事事務所） 0792-82-8211

後川小学校雨量計 後川上 気象庁(神戸海洋気象台) 078-341-4821

資料：建設部建設課調べ（平成17 年度県水防計画資料編） 

 

 

【資料 2-22】河川水位観測箇所一覧 

河川名 観測箇所 通報水位 警戒水位 特別警戒水位 危険水位 

篠山川 糯ヶ坪(京口橋上流) １ｍ８０cm ２ｍ５０cm ３ｍ５０㎝ ４ｍ１０㎝

篠山川 小立(保健センター前) １ｍ５０cm ２ｍ００cm － －

篠山川 東本荘 ２ｍ１０cm ２ｍ６０cm － －

宮田川 宮田（西紀支所 西側） ２ｍ１０cm ２ｍ６０cm ３ｍ１０㎝ ３ｍ４０㎝

東条川 今田町市原 ２ｍ００cm ２ｍ４０cm ２ｍ６０㎝ ３ｍ００㎝

資料：建設部建設課（平成17 年度県水防計画資料編) 
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【資料 2-23】緊急輸送路一覧 

路線名 起点の地名 終点の地名 区間延長(㎞) 管理者名

一般緊急輸送路 

一般国道372号 
篠山市小野新 

篠山市古市 

篠山市八上下 

加東市河高 

8.1 

27.5 
兵庫県 

（主）西脇篠山線 篠山市東吹中 篠山市東岡屋 0.5 兵庫県 

（主)篠山山南線 篠山市八上下 篠山市東岡屋 4.8 兵庫県 

（主）篠山三和線 長安寺西岡屋線 西紀支所前 0.2 兵庫県 

（一）本郷東浜谷線 篠山市黒岡 篠山市郡家 1.8 兵庫県 

（一）丸山南新町線 篠山市黒岡 篠山市南新町 1.4 兵庫県 

（一）長安寺西岡屋線 篠山市長安寺 篠山市郡家 5.5 兵庫県 

（一）大沢新東吹線 
篠山市牛ｹ瀬 

篠山市吹新 

篠山市東吹中 

篠山市杉 

3.1 

1.0 
兵庫県 

幹線緊急輸送路 

舞鶴若狭自動車道 三木市（吉川ＪＣＴ） 兵庫県･京都府境 44.6 
日本道路

公団 

一般国道176号 丹波市氷上町稲継 三田市福島新三田駅前 39.8 兵庫県 

（主）丹南篠山口インター線 篠山市味間南 篠山市杉 0.7 兵庫県 

資料：兵庫県地域防災計画 資料編（平成17 年修正） 

 
 

 

【資料 2-24】ヘリコプター臨時離発着場一覧 

番号 施設の名称 所在地 面積(㎡) 電話番号 

丹227 市立篠山総合スポーツセンターグラウンド 郡家字練兵の坪451-4 20,000 552-8681

丹229 市立城東グラウンド 日置351 20,800 556-3171

丹230 ＶＩＰアルパインローズビレッジ野球場 遠方字獅子尾谷16-3 7,650 590-7615

丹231 市立四季の森運動公園グラウンド 網掛字下張ノ坪340 9,000 594-1131

丹232 篠山市消防本部訓練場 野中539 4,000 594-1119

丹233 市立今田グラウンド 今田町今田新田14-1 9,000 597-2255

資料：兵庫県ヘリコプター臨時離発着場適地（総務部総務課調べ） 
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【資料 2-25】ボランティアグループの現況 

(1) 篠山市ボランティア連絡協議会加盟グループ 

グループ名 人員 結成年月 グループ名 人員 結成年月 

篠山市愛育会 796 名 昭和62.6 丹南支部（15） 

ＵＴ－１１ボランティア学部 30 名 平成11.1 手話サークル「たんぽぽ」 17 名 昭和55. 4 

みちくさボランティアの会 17 名 平成13.4 朗読ボランティア「松ぼっくり」 10 名 昭和53. 4 

レクリエーションみどり 12 名 平成13.8 みつばちグループ（人形劇） 19 名 昭和50. 4 

保育ボランティア「きらら」 13 名 平成11.12 コスモス調理グループ 70 名 平成 2. 4 

カタクリ会 10 名 平成16.4 コスモス配送グループ 24 名 平成 2. 4 

篠山支部（13）  丹南やまびこ（要約筆記） 11 名 平成 3. 4 

手話サークル「ささやま」 12 名 昭和53.11 介助ボランティアやまゆり 20 名 平成 3. 6 

給食福祉サービス「水曜会」 15 名 昭和56. 2 ねんりん丹南（施設支援） 14 名 平成 7. 2 

朗読ボランティア「山うぐいす」 20 名 昭和56.12 丹南点訳アイ・愛サークル 11 名 平成 8. 2 

篠山点字サークル 10 名 昭和58. 4 在宅支援「ほほえみ」 22 名 平成 9. 4 

さざなみ会（小物づくり） 32 名 平成 4. 9 コスモス友愛グループ 22 名 平成 8. 4 

友愛グループ「山びこ」 10 名 平成 4.10 すみれ会（在宅介護） 13 名 平成9.7 

サークル「どんぐり」 10 名 平成 5. 2 千年もみの会 17 名 平成11.9 

ねんりんボランティア「ゆりの会」 15 名 平成 9. 4 ボランティアグループ波賀尾 22 名 平成11.4 

給食福祉サービス「金曜会」 18 名 平成14.4 ボランティア「ふれんど」 15 名 平成7.7 

託児ボランティア「ゆりかご」 10 名 平成9.4 今田支部（5）   

ピンポンパン 10 名 平成14.4 平成グループ（給食） 26 名 平成元. 4

ひまわりグループ「ピーチ」 10 名 平成4 あじさいグループ（給食） 16 名 平成 3. 5 

岡野親子太鼓 47 名 平成14.8 つくしグループ（給食） 10 名 昭和39.4

西紀支部（11）   今田手話サークル「さぎ草」 14 名 昭和54.5

西紀給食配送サービス 47 名 平成元. 4 今田中年婦人の会福祉活動グループ 30 名 昭和63.4

在宅福祉「すずらん」 35 名 平成 3.11 50 グループ、1,699 名  

西紀手話「ほたる」 12 名 平成 4.10   

朗読「ひまわり」 14 名 平成 6.10   

西紀はるかぜ 5 名 平成 8. 4   

ホットくりから（在宅介護） 17 名 平成 8. 4   

フライパン 28 名 平成 9.11   

点訳マスカット 2 名 平成10.4   

手芸あじさい 10 名 平成10.4   

ふきのとう（友愛訪問） 19 名 平成12.4   

ふれ愛かすが 10 名 平成15.3   

資料：福祉部地域福祉課 調べ 
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【資料 2-26】兵庫県災害救援専門ボランティア制度の概要 

１ 趣旨 

 阪神・淡路大震災において、専門性を有するボランティアの必要性が強く認識されたことを踏まえ、また、この史

上空前ともいえるボランティア活動の高まりを引き続き維持、発展させるとともに、国内外から寄せられたボランテ

ィアの支援に対して、末永く感謝、返礼していくため、県内または県外で大規模自然災害、大規模事故等が発生

した際、緊急に救援活動につく兵庫県災害救援専門ボランティアを、阪神・淡路大震災１周年にあたる平成８年１

月17 日に発足させた。 

 なお、２年毎に登録更新と新規募集を行っており、平成18 年1 月17 日に第6 期ボランティアを発足させた。 

２ 内容 

(1) 名称 

ひょうご・フェニックス救援隊（ＨＥＡＲＴ－ＰＨＯＥＮＩＸ） 

＊ＨＥＡＲＴ：Hyogo Emergency heArtful Rescue Team 

(2) 専門ボランティアの分野、活動内容等 

別表のとおり 

(3) 募集 

県内在住、在勤の者及び県内に事業所を有する団体を対象として、募集を行った。 

(4) 研修 

応募者に対して、次の研修を実施する。 

① 共通研修 

県防災企画局企画課が実施し、登録希望者には必ず受講してもらうこととする。 

② 専門研修 

各分野ごとに県関係課・所管団体が年1 回実施する。 

(5) 登録 

① 研修を修了した者を、各分野ごとに各所管団体及び県防災企画局企画課に登録する。 

② 登録された専門ボランティアには、登録証（身分証明証）および活動手帳を交付する。 

③ 登録期間は、原則として２年間とし、その都度更新する。 

④ 登録後、専門ボランティアに対して随時、研修、防災訓練等に参加する機会を提供する。 

(6) 派遣 

① 県内または県外で大規模自然災害、大規模事故等が発生し、専門ボランティアの派遣が必要と認められ

るときは、県から各所管団体に派遣を要請し、各所管団体は専門ボランティアにその旨連絡を行う。 

② 連絡を受けた専門ボランティアは、指定する場所に各自で参集し、輸送ボランティアのバス等により被災

地へ赴く。資機材等は、トラックにより輸送する。 

③ 参集に係る交通費及び派遣中の食費等は、原則として県が負担する。 

(7) 装備 

① 県は、救急・救助ボランティア用資機材を用意する。 

② 必要な個人装備等については、原則として専門ボランティア各自がそれぞれ用意する。 

(8) 補償 

 派遣中の補償については、災害特約を付加したボランティア総合保険（傷害保険と賠償責任保険のセット

契約）に加入しており、保険料は県が負担している。 

(9) 運営委員会 

 本制度の円滑な運営を図るため、県及び各分野の所管団体で構成する「災害救援専門ボランティア制度

運営委員会」を設置している。 
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（別表） 

分 野 活動内容 資格要件 登録数 
募集･研修･登録派遣に

あたる所管団体 

救急・救助ボ

ランティア 

被災者の救急・救助活動、そ

の他避難誘導等の支援活動に

あたる。 

消防・警察業務に知識、経験を有

する者 
122 名 

県消防協会 

県警友会 

チーム 

医 師 １ 

看護職 ３ 

事務職 １ 

13 ﾁｰﾑ 県私立病院協会 
医師及び 

看護職等 

個人 
医師 52 名 

看護職 128 名 

県医師会 

県看護協会 

歯科医師 

歯科衛生士 

歯科技工士 

個人 

歯科医師 31 名 

歯科衛生士 22 名 

歯科技工士 8 名 

県歯科医師会 

薬剤師 個人 46 名 県薬剤師会 

理学療法士 個人 23 名 県理学療法士会 

医療ボランテ

ィア 

発災直後の医療活動や病院

等における医療支援活動にあ

たる。 

作業療法士 個人 9 名 県作業療法士会 

介護ボランテ

ィア 

避難所等における要介護者へ

の対応、一般ボランティアへの

介護指導等にあたる。 

介護福祉士、介護に対する知識･

経験を有するもの 
52 名 県社会福祉協議会 

建物判定ボラ

ンティア 

建物の倒壊、外壁等落下の危

険度を調査し、建物使用の可

否の判定にあたる。 

応急危険度判定士 89 名 
県住宅建築総合センタ

ー 

手話上級コース修了相当の手話

能力を有する者 
43 名 県聴覚障害者協会 

手話通話ボラ

ンティア 

災害発生時、避難所等におけ

る聴覚障害者の通訳にあた

る。 
要約筆記者として相当の知識、一

定以上の経験を有する者 
54 名 

県要約筆記サークル連

絡協議会 

アマチュア無線技士 36 名 
日本アマチュア無線連

盟兵庫支部 情報・通信ボ

ランティア 

避難所等において、携帯用無

線機器･バイク等を利用し、他

の避難所との情報交換を行う。

また、避難者の要望等を行政

機関等に伝達する。 
普通自動２輪車免許 11 名 

兵庫県レスキューサポ

ート・バイクネットワーク

ボランティア・

コーディネー

ター 

災害発生時の避難所等におけ

るボランティアの指導、調整等

にあたる。 

ボランティア団体や青少年団体等

でリーダー等として一定の活動経

験を有する者 

51 名 
県青少年団体連絡協議

会、県社会福祉協議会

トラック（貨客兼用車を含む。） 
45 社 

111 台 
県トラック協会 

バス 
8 社 

8 台 
県バス協会 

輸送ボランテ

ィア 

ア バス及び船舶により専門ボ

ランティア等の要員の搬送

にあたる。 

イ トラックにより資機材、義援

物資等の輸送にあたる。 船舶 
1 社 

2 隻 
県防災企画局企画課 

合計 個人777名、医療13チーム、トラック111台、バス8台、船舶1隻 
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【資料 2-27】自主防災組織の現況 

篠山地区                                計 ７団体 

篠山小学校区東 篠山小学校区中 篠山小学校区西 八上小学校区 

畑小学校区 城北小学校区 岡野小学校区  

城東地区                                計 ３団体 

日置小学校区 雲部小学校区 後川小学校区  

多紀地区                                計 ３団体 

福住小学校区 村雲小学校区 大芋小学校区  

西紀地区                               計 ２８団体 

黒田 下新田 上新田 川北 

口阪本 西阪本 西谷 河内台 

東木之部 西木之部 川西 高屋 

宮田 下板井 上板井 小坂 

市山 乗竹 打坂 垣屋 

高坂 倉本 坂本 栗柄 

川阪 本郷 遠方 桑原 

丹南地区                               計 １９団体 

住吉台 第１分団第１部 第１分団第２部 第２分団第１部 

第２分団第２部 第３分団第１部 第３分団第２部 第３分団第３部 

第４分団第１部 第４分団第２部 第４分団第３部 第５分団第１部 

第５分団第２部 第５分団第３部 第６分団第１部 第６分団第２部 

第７分団第１部 第７分団第２部 第７分団第３部  

今田地区                               計 ２２団体 

今田町黒石 今田町本荘 今田町今田 今田町佐曽良新田 

今田町今田新田 今田町市原 今田町芦原新田 今田町木津 

今田町四斗谷 今田町辰巳 今田町上小野原 今田町下小野原 

今田町休場 今田町上立杭 今田町下立杭 今田町東庄 

今田町釜屋 今田町今田団地 今田町みそら台 今田町みどり台 

今田町美山台 今田町五月ヶ丘   

合計 ８２組織 

資料：総務部総務課調べ 
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【資料2-28】災害応急対策活動の相互応援に関する協定（丹波市） 

災害応急対策活動の相互応援に関し、篠山市及び丹波市（以下「協定市」という。）との間に、次のとおり災害応急

対策活動の相互応援に関する協定（以下「協定」という。）を締結する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は、協定市の区域内で災害が発生した場合において、協定市が相互に応援し、その応急対策活

動を円滑に遂行することを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害及

び市長が特に災害応急対策活動の相互応援の必要があると認める事案をいう。 

（相互応援） 

第３条 協定市は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。 

（連絡担当部局） 

第４条 協定市は、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を明らかにしておかなければならない。 

（応援の要請及び応援措置） 

第５条 協定市は、応援を求めようとするときは、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、連絡担当部局を通

じ、災害の概要を明らかにして、次に掲げる応援措置を要請することができる。 

(1) 被災者の食糧その他生活必需品の提供 

(2) 被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用 

(3) 診療、検病、感染症患者の入院の勧告又は措置及び消毒作業のための職員の応援及び所要の施設の利用

並びに医療品等の提供 

(4) 復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに所要の資材の提供 

(5) 清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

(6) 水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

(7) 通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

(8) その他応急対策活動に必要な措置 

（緊急応援） 

第６条 協定市は、前条の規定にかかわらず、協定市の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあ

ると認知し、若しくは受報し、かつ、特に緊急を要する場合で、前条に定める要請を待つ暇がないと認めるときは、

同条の要請を待たずに応援を行うことができる。 この場合にあっては、直ちに、応援措置を開始する旨を応援を

受ける側の協定市（以下「被応援市」という。）へ通報するものとする。 

（応援措置の履行） 

第７条 応援を行う側の協定市（以下「応援市」という。）は、第５条の応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなけれ

ばならない。 

（応援のため派遣された職員の指揮） 

第８条 応援のため派遣された職員は、被応援市長等の指揮の下に活動する。 

（応援経費の負担） 

第９条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次に定めるところに

よるものとする。 

(1)  応援市において負担する経費 

ァ 応援職員の公務災害補償費 

ィ 応援市の旅費に関する規程による応援職員の旅費 

ゥ 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。） 

ェ 車両及び機械器具類の輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費 

ォ 被服の損料等 

(2)  被応援市において負担する経費  

ァ 応援に従事する職員が、応援業務に従事中において、第三者に損害を与えた場合の補償費及び当該職員
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が負傷等をした場合の諸費用 

ィ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供に係る費用 

ゥ  車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものに限る。） 

ェ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供に係る費用 

２ 被応援市が、前項第２号に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被応援市から要請があった場合には、

応援市は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。 

３ 第１項第２号に規定する補償費のうち、被応援市への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補償費に

ついては、協定市が協議して定めるものとする。 

（地域防災計画その他資料等の交換） 

第 10 条 協定市は、非常の災害に備え、毎年検討し、防災会議の承認を得て修正された地域防災計画を交換する

ほか、災害防止の方策について資料情報等を相互に交換するものとする。 

（訓練への参加） 

第11 条 協定市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、協定市が行う双方の防災訓練等に参加することがで

きる。 

（補則） 

第１2 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、協定市が協議のうえ決定するものとす

る。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、協定市長記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成１８年 ４ 月 １ 日 

 

篠山市長  瀬戸 亀男 

丹波市長  辻  重五郎 

 

 

■連絡先一覧 

連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号(代表) 
衛星通信ネットワーク 

丹波市長 生活安全課 0795－82－1001 
   衛星※-642-52 

FAX 衛星※-642-61 

「衛星※」（衛星回線選択番号）･･･本庁１４､支所・消防本部７ 
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【資料 2-29】災害応急対策活動の相互応援に関する協定（猪名川町） 

 災害応急対策活動の相互応援協定に関し、篠山市と猪名川町との間に次のとおり協定する。 

 

 （目 的） 

第１条 この協定は、協定市町の区域内で災害が発生した場合において、協定市町が相互に応援し、その応急対

策活動の万全を期することを目的とする。 

 （災害の範囲） 

第２条 この協定において、「災害」とは災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害及

びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。 

 （相互応援） 

第３条 協定市町は、その区域に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。 

 （連絡担当部局） 

第４条 協定市町は災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。 

 （応援の要請） 

第５条 協定市町は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他別に定めがある場合を除くほか、連

絡担当部局を通じ災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応急措置を要請するものとする。 

（１）被災者の食糧その他生活必需品の提供 

（２）被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用 

（３）診療、検病、感染症患者の入院の勧告又は措置及び消毒作業のための職員の応援並びに所要の施設の利用

及び医療品等の提供 

（４）復旧のための土木及び建築技術職の応援並びに所要の資材の提供 

（５）清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

（６）水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

（７）通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

（８）消防、救急、水防作業の応援及び所要の資材の提供 

（９）ボランティアに関する情報の提供 

（10）その他応急対策活動に必要な措置 

 （隣接地域の応援） 

第６条 協定市町は、前条の規定にかかわらず、その隣接する地域及び当該地域の周辺部で災害が発生し、又は

発生するおそれがあると認知し若しくは受報したときは、応援要請をまたずに応援を行うことができる。この場合

においては、直ちにその旨を応援を受けた協定市町（以下「被応援市町」という。）へ通報するものとする。 

 （応援措置の履行） 

第７条 応援を行う協定市町（以下「応援市町」という。）は、その応援措置を的確かつ円滑に行うように努めなければ

ならない。 

 （応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、協定市町が別に協議

するものとする。 

 （地域防災計画その他資料等の交換） 

第９条 協定市町は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について

資料情報等を相互に交換するものとする。 

 （実施の細目） 

第10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議のうえ定めるものとする。 

 

  附 則 

 この協定は平成１４年２月１日から実施する。 

 平成１１年６月１日に締結した災害応急対策活動の相互応援に関する協定は廃止する。 
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 上記の協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、協定市町において各１通を保管する。 

 

 平成１４年２月１日 

篠山市長        瀬 戸  亀 男 

猪名川町長   真 田  保 男 

 

 

 

■連絡先一覧 

連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号(代表) 
衛星通信ネットワーク 

猪名川町長 総 務 課 072-766-0001
   衛星※-301-52

FAX 衛星※-301-61

「衛星※」（衛星回線選択番号）･･･本庁１４､支所・消防本部７ 
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【資料 2-30】災害応急対策活動の相互応援に関する協定（三田市） 

災害応急対策活動の相互応援に関し、三田市及び篠山市（以下「協定市」という。）との間に次のとおり協定

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、協定市の区域内において災害が発生した場合において、協定市が相互に応援し、その

応急対策活動の万全を期すことを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災

害及びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。 

（相互応援） 

第３条 協定市は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。 

（連絡担当部局） 

第４条 協定市は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものと

する。 

（応援の要請及び方法） 

第５条 協定市は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他特別に定めがある場合を除くほ

か、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。 

(1) 被災者の食糧その他生活必需品の提供 

(2) 被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用 

(3) 診療、検病、感染症患者の入院の勧告又は措置及び消毒作業のための職員の応援並びに所要の施

設の利用及び医療品等の提供 

(4) 復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに所要の資材の提供 

(5) 清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

(6) 水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

(7) 通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

(8) 消防、救急及び水防作業隊の応援並びに所要の資材の提供 

(9) その他応急対策活動に必要な措置 

（緊急応援） 

第６条 協定市は、前条の規定にかかわらず、協定市の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれ

があると認知し、若しくは受報し、かつ、特に緊急を要し、前条に定める要請を待ついとまがないと認められ

る場合には同条の要請を待たずに応援を行うことができる。 

 この場合においては、直ちにその旨を応援を受けた協定市（以下「被応援市」という。）へ通報するものと

する。 

（応援措置の履行） 

第７条 応援を行う協定市（以下「応援市」という。）は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければ

ならない。 

（応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次に掲げると

ころにより被応援市が負担するものとする。 

(1) 応援職員の旅費等 

ア 応援市の旅費に関する規定による応援職員の旅費 

イ 応援職員が応援業務に従事中第三者に損害を与えた場合の補償費 

(2) 救援物資の購入等 当該物資の購入費及び輸送費 

(3) 車両等の燃料費等 燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費 

(4) 機械器具類の輸送費等 輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費 

２ 前項第１号イに規定する補償費のうち、被応援市への往復途中において第三者に損害を与えた場合の補
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償費については、応援市、被応援市双方協議して定めるものとする。 

（地域防災計画その他資料等の交換） 

第９条 協定市は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策につ

いて資料情報等を相互に交換するものとする。 

（訓練への参加） 

第１０条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、協定市が行う防災訓練等に参加することが

できる。 

（補則） 

第１１条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、協定市が協議のうえ決定するもの

とする。 

付 則 

１ この協定は、平成１３年４月１２日から効力を生ずる。 

２ この協定の成立を証するため本書２通を作成し、協定市長記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成１３年４月１２日 

 

三田市長 岡 田 義 弘 

篠山市長 瀬 戸 亀 男 

 

 

■連絡先一覧 

連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号(代表) 
衛星通信ネットワーク 

三田市長 
総 務 部

総 務 課
079-563-1111

   衛星※-219-52

FAX 衛星※-219-61

「衛星※」（衛星回線選択番号）･･･本庁１４､支所・消防本部７ 
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【資料 2-31】災害応急対策活動の相互応援に関する協定（義士協定） 

災害応急対策活動の相互応援に関し、北海道砂川市、岩手県一関市、山形県米沢市、茨城県笠間市、茨城県真

壁市、栃木県大田原市、群馬県藤岡市、東京都千代田区、東京都港区、東京都新宿区、東京都墨田区、新潟県新

発田市、長野県諏訪市、愛知県吉良町、愛知県幡豆町、滋賀県大津市、滋賀県中主町、兵庫県相生市、兵庫県豊

岡市、兵庫県赤穂市、兵庫県加西市、兵庫県社町、兵庫県竹野町、兵庫県丹南町、広島県三次市、熊本県山鹿市、

（以下「協定市区町」という。）との間に次のとおり協定する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、協定市区町の区域内において災害が発生した場合において、協定市区町が相互に応援し、

その応急対策活動の万全を期することを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害を

いう。 

（相互応援） 

第３条 協定市区町は、その区域に災害が発生した場合、相互に応援し、被災した協定市区町の応急対策及び復

旧対策を円滑に遂行するものとする。 

（連絡担当部局） 

第４条 協定市区町は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとす

る。 

（応援の要請及び方法） 

第５条 協定市区町は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他別に定める場合を除くほか、連絡

担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。 

 (1) 非常災害時における食糧、飲料水、生活必需品、資器材等の提供 

 (2) 被災者援護に係る職員の応援及び施設の利用 

 (3) 被災者の医療、防疫活動における職員の応援、医療品等の提供 

 (4) その他応急対策活動に必要な措置 

（応急措置の履行） 

第６条 応援を行う協定市区町は、その応援措置を的確かつ円滑に行うよう努めなければならない。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、原則として被応援市区

町が負担するものとする。 

（地域防災計画その他資料等の交換） 

第８条 協定市区町は、非常の災害に備え地域防災計画を交換するほか、災害防止の方策について資料情報等を

相互に交換するものとする。 

（効力発生の日） 

第９条 この協定は、平成８年６月１日からその効力を生ずる。 

（実施の細目） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市区町が協議の上別に定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため本書２６通を作成し、協定市区町記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成８年４月１日 

 

北海道砂川市長、岩手県一関市長、山形県米沢市長、茨城県笠間市長、茨城県真壁市長、栃木県大田

原市長、群馬県藤岡市長、東京都千代田区長、東京都港区長、東京都新宿区長、東京都墨田区長、新、

県新発田市長、長野県諏訪市長、愛知県吉良町長、愛知県幡豆町長、滋賀県大津市長、滋賀県中主町

長、兵庫県相生市長、兵庫県豊岡市長、兵庫県赤穂市長、兵庫県加西市長、兵庫県社町長、兵庫県竹
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野町長、兵庫県丹南町長、広島県三次市長、熊本県山鹿市長 

 

■連絡先一覧 

連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号(代表) 
衛星通信ネットワーク 

北海道砂川市長
総 務 部

総 務 課
0125-54-2121

    衛星※-001-467-3-9

FAX 衛星※-001-467-10

岩手県一関市長
一 関 市 消 防 署

防 災 課
0191-21-2111

  衛星※-003-531-1

FAX 衛星※-003-531-9

山形県米沢市長
総 務 部

総 務 課
0238-22-5111  衛星※-006-722-2102

茨城県笠間市長
総 務 部

総 務 課
0296-72-1111

  衛星※-008-713-409

夜間 衛星※-008-713-404

FAX  衛星※-008-713-300

茨城県桜川市長
総 務 部

総 務 課
0296-58-5111

  衛星※-008-782-409

FAX 衛星※-008-781-300

栃木県大田原市長
総 務 部

総 務 課
0287-23-1111

  衛星※-009-610-331

FAX 衛星※-009-610-791

群馬県藤岡市長
総 務 部

市 民 安 心 課
0274-22-1211  

東京都千代田区長
区 民 生 活 部

防 災 課
03-3264-2111  

東京都港区長
区 民 生 活 部

防 災 課
03-3578-2111  

東京都新宿区長
総 務 部

危 機 管 理 室

03-3209-1111

夜間 03-3209-1175
 

東京都墨田区長
地 域 振 興 局 部

防 災 課
03-5608-1111  

新潟県新発田市長
総 合 管 理 部

地 域 安 全 課
0254-22-3101

   衛星※-015-431-10

夜間 衛星※-015-431-30

FAX  衛星※-015-431-40

長野県諏訪市長
企 画 部

企 画 調 整 課
0266-52-4141    衛星※-020-391-8

愛知県吉良町長
総 務 部

総 務 課
0563-32-1111

衛星※-023-763-1400

FAX  衛星※023-763-1150

愛知県幡豆町長 総 務 課 0563-62-5511
衛星※-023-764-1400

FAX  衛星※-023-764-1150

滋賀県大津市長
消 防 局

防 災 課
077-523-1234

  衛星※-025-201

（音声、FAX 兼用）

滋賀県野洲市長
総 務 部

消 防 防 災 室
077-587-1121

  衛星※-025-343

FAX  衛星※-025-342

兵庫県相生市長
企 画 管 理 部

総 務 課
0791-23-7111

   衛星※-208-52

夜間 衛星※-208-53

FAX 衛星※-208-61

兵庫県豊岡市長
総 務 部

総 務 課
0796-23-1111

   衛星※-209-51

FAX 衛星※-209-61
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連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号(代表) 
衛星通信ネットワーク 

兵庫県赤穂市長
総 務 部

安 全 管 理 監
0791-43-3201

   衛星※-212-9

FAX 衛星※-212-2004

兵庫県加西市長
企 画 総 務 部

企 画 調 整 課
0790-42-1110

   衛星※-220-52 

FAX 衛星※-220-61 

兵庫県社町長 生 活 環 境 課 0795-42-3301
   衛星※-341-51 

FAX 衛星※-341-61 

広島県三次市長
総 務 企 画 部

企 画 調 整 担 当
0824-62-6111

   衛星※-034-209-596 

FAX  衛星※-034-209-597 

熊本県山鹿市長
総 務 部

総 務 課
0968-43-1117

  衛星※-043-343-78 

FAX 衛星※-043-343-79 

「衛星※」（衛星回線選択番号）･･･本庁１４､支所・消防本部７ 
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【資料 2-32】兵庫 5 カ国交流会議構成市町災害時相互応援に関する協定 

 摂津の国 猪名川町、播磨の国 播磨町、但馬の国 香住町、丹波の国 篠山市、淡路の国 津名町（以下「構成

市町」という。）は、構成市町において地震、風水害等の災害が発生し、被災市町の住民生活に多大な被害が生起

した場合に、友愛精神に基づき相互支援し、被災市町の住民生活の復旧のため、次のとおり協定する。 

 

（災害支援本部) 

第１条 構成市町において、大規模な災害が発生した場合、災害が発生した当該年度の兵庫五カ国交流会議の会

長市長に、直ちに災害支援本部を設置することとする。 

 ただし、会長市町において災害が発生した場合、副会長市町に災害支援本部を設置する。 

（災害支援本部の業務） 

第２条 災害支援本部の業務は、次のとおりとする。 

(1) 被災市町の情報収集 

(2) 被災市町への応援方法等、構成市町間の連絡調整 

（支援内容） 

第３条 被災市町への支援内容は、別に定める兵庫五カ国交流会議構成市町災害時相互支援に関する協定書実

施要項のとおりとする。 

（その他) 

第４条 この協定に定めのない事項は、構成市町が協議して定めることとする。 

 

附 則 

 この協定は平成１１年６月１日から実施する。 

 平成８年２月１４日に締結した兵庫五カ国交流会議構成町災害時相互支援に関する協定は廃止する。 

 

平成１１年６月１日 

摂津の国 猪名川町長 

播磨の国 播磨町長 

但馬の国 香住町長 

丹波の国 篠山市長 

淡路の国 津名町長 

■連絡先一覧 

連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号（代表） 
衛星通信ネットワーク 

猪名川町長 
総 務 部

総 務 課
072-766-0001

   衛星※-301-52 

FAX 衛星※-301-61 

播磨町長 
健康安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ

環境安全ﾁｰﾑ
0794-35-0355

   衛星※-382-51 

FAX 衛星※-382-61 

香美町長 
健 康 福 祉 部

町 民 課
0796-36-1111

   衛星※-543-52 

夜間 衛星※-543-53 

FAX 衛星※-543-61 

淡路市長 
市 民 生 活 部

市 民 課
0799-64-0001

   衛星※-681-55 

FAX 衛星※-681-65 

「衛星※」（衛星回線選択番号）･･･本庁１４､支所・消防本部７ 
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兵庫五カ国交流会議構成市町災害時相互支援に関する協定書実施要項 

（趣旨） 

第１条 この実施要項は、「兵庫五カ国交流会議構成市町災害時相互支援に関する協定書」（以下「協定書」とい

う。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 協定書第２条に基づく応援方法は、次のとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水、及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、施設の応急復旧に必要な資機材の提供 

(3) 救援及び救援活動に必要な車両等の提供 

(4) 救援及び応急対策に必要な職員等の派遣 

(5) その他要請市町が応援を必要とする事項 

（応援要請手続き） 

第３条 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、協定書第１条に定めた災害支援本部を通じ、文書により

行うものとする。 

(1) 被害状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合は、物資等の品名、数量等 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合は、職種別人員 

(4) 応援の場所及び経路 

(5) 応援の期間 

（経費負担） 

第４条 応援に要した経費は、法令その他、特別に定めのあるものを除き、応援の要請を求めた市町が負担する。 

２ 要請市町が、前項に定める経費を支弁するいとまがなく、かつ要請市町から要請のあった場合には、応援市町

は当該費用を一時繰替支弁する。 

（災害補償等） 

第５条 応援職員等がその業務により、負傷、疾病、または死亡した場合における公務災害補償については、応援

市町の負担とする。 

２ 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中において生じたもの

については応援市町がその責めに帰する。 

（適用） 

第６条 この実施要項は、平成１１年６月１日から適用する。 

 

   附 則 

 平成８年２月１４日に適用した兵庫五カ国交流会議構成町災害時相互支援に関する協定書実施要項は廃止する。 
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【資料 2-33】兵庫県広域消防相互応援協定 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 21 条の規定に基づき、兵庫県下の市町、消防の一

部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町等」という。）相互の消防広域応援体制を確立して、大規模

又は特殊な災害（以下「大規模災害等」という。）に対処することを目的とする。 

（地域及び市町等） 

第２条 兵庫県下を次の地域に区分するものとする。 

(1) 阪神地区 

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、篠山市、氷上郡広域行政事務組合消防本部及

び猪名川町 

(2) 神戸地域 

神戸市 

(3) 東播地域 

明石市、淡路広域消防事務組合消防本部、加古川市、西脇市多可郡消防事務組合消防本部、三木市、高砂

市、小野市、加西市及び加東消防事務組合消防本部 

(4) 西播地域 

姫路市、相生市、龍野市、赤穂市、宍粟広域消防事務組合消防本部、中播消防事務組合消防本部、佐用郡

広域行政事務組合消防本部、揖南消防事務組合消防本部及び家島町 

(5) 但馬地域 

北但消防本部、あさご消防本部、養父郡消防本部及び美方広域消防事務組合消防本部 

（災害種別及び規模） 

第３条 この協定において、大規模災害等とは次のとおりとし、応援活動を必要とするものをいう。 

(1) 大規模林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災 

(2) 地震、風水害その他大規模災害 

(3) 航空機事故及び列車事故等で、大規模又は特殊な救急・救助事故 

（応援隊の登録） 

第４条 各市町等は、応援要請に備え、応援出動が可能な部隊をあらかじめ登録しておくものとする。この場合にお

いて、２以上の市町等が合同して１の部隊を登録することができる。 

（応援要請の種別） 

第５条 応援要請の種別は、災害の規模等により次のとおり区分するものとする。 

(1) 第１要請 

近隣の市町等に対する応援要請 

(2) 第２要請 

第２条に規定する地域内の市町等に対する応援要請 

(3) 第３要請 

その他の市町等に対する応援要請 

（応援要請の手続） 

第６条 応援要請は、原則として第１要請、第２要請、第３要請の順に行うものとする。ただし、特に必要がある場合

は、この限りではない。 

２ 発災市町等（以下「被応援市町等」という。）の消防長（消防本部未設置町は、町長。以下同じ）は、協定している

他の市町等（以下「応援市町等」という。）の消防長に対し電話又はファクシミリにより行うものとする。ただし、第２

要請又は第３要請については、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて、応援要請を行うことができ

る。 

３ 応援の要請に際しては、次の事項を連絡するものとする。 

(1) 災害の発生場所及び概要 

(2) 必要とする車両、人員及び資器材 

(3) 集結場所及び活動内容 



資料編 資料集 第 2部 

 - 77 -

(4) その他必要事項 

４ 第２要請又は第３要請をした場合においては、被応援市町等は要請した旨を、兵庫県消防交通安全課に対して

通報するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第７条 前条の規定により応援要請を受けた市町等の消防長は、応援を行うことが可能と判断した場合は、被応援市

町等の消防長に対してその旨を連絡するものとする。 

（応援の中断） 

第８条 応援市町等の都合でも応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては、応援市町等は、被

応援市町等と協議のうえ応援を中断することができるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第９条 応援隊は、消防組織法第24条の４の規定に基づき、被応援市町等の長の指揮の下に行動するものとする。 

（応援経費） 

第10 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。 

(1) 応援市町等において負担する経費 

ア 公務上の災害補償費 

イ 旅費及び出勤手当 

ウ 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く） 

エ 車両及び機械器具の修理費 

オ 被服の損料等 

カ 交通事故における損害賠償費等 

(2) 被応援市町等において負担する経費 

ア 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したもの） 

イ 宿泊費及び食料費 

ウ 化学消火薬剤等資器材費 

エ 現場活動中に第三者に与えた損害賠償費等 

オ 賞じゅつ費、賞慰金 

（消防航空応援） 

第11条 大規模災害等発生等において、消防航空機の応援を要請する場合は、消防組織法第24条の２に基づき、

別に定める要請によるものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については、そのつど市町等が協議のうえ決定する

ものとする。 

（委任） 

第13 条 この協定の実施に関し、必要な事項については市町等の消防長等が協議して定めるものとする。 

（実施期日） 

第14 条 この協定は、昭和63 年８月１日から実施する。 

 

本協定の成立を証するため、協定書34 通を作成し、市町等において各１通を保有するものとする。 

 

附 則 

平成11 年8 月1 日一部改正 
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【資料 2-34】兵庫県航空機等使用管理要綱 

 

第１章  総  則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、兵庫県が運航する消防防災ヘリコプター（以下「航空機」という。）の使用及び管理について必

要な事項を定めるものとする。 

（他の法令との関係） 

第２条 航空機の使用及び管理は、航空関係法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 航空機等 

航空機、航空機用装備品、消防防災業務活動用装備品等をいう。 

(2) 消防防災業務 

航空機を使用して行う救急活動、救助活動、火災防御活動、災害応急対策活動その他の消防防災活動に関す

る業務をいう。 

(3) 航空隊員 

航空機に搭乗し、消防防災業務に従事するために消防課に設置する兵庫県消防防災航空隊の隊員をいう。 

(4) 自隊訓練 

航空隊員が基本技術及び応用技術の習得、習熟を図るために独自に行う訓練をいう。 

 

第２章 運航管理 

（総括管理者） 

第４条 航空機の運航管理の総括は、防災監が行い消防課長が補佐する。 

（運航管理責任者） 

第５条 航空隊員の指揮監督及び航空機の運航管理に関する業務は、兵庫県消防防災航空隊の隊長（以下｢隊長｣と

いう。）が掌理する。 

（航空機に搭乗する者の指定） 

第６条 隊長は、搭乗する航空隊員を指定するとともに、運航目的、任務等を明示して当該運航の責任体制を明確に

しなければならない。 

（業務指揮者） 

第７条 消防防災業務の指揮は、兵庫県消防防災航空隊の副隊長(以下｢副隊長｣という。)が行う。ただし、副隊長が

航空機に搭乗しないときは、隊長が航空機の搭乗する隊員の中から、業務指揮者を指定する。 

２ 業務指揮者は、航空機に搭乗中、副隊長の航空機の安全維持に関する指示に従い、隊員（他の搭乗者を含む。）

を指揮監督して消防防災業務の遂行に万全を期さなければならない。 

（航空業務計画） 

第８条 隊長は、消防防災業務、自隊訓練等を適正かつ円滑に行うため、航空業務計画を定めなければならない。 

２ 航空業務計画は、消防防災ヘリコプター年間航空業務計画（様式第１号）とする。 

（運航基準） 

第９条 航空機は、次に掲げる活動でその特性を十分に活用することができ、かつその必要性が認められ、気象条

件等が運航可能な場合に運航するものとする。 

(1) 救急活動 

交通不便地からの緊急患者の搬送、傷病者発生地への医師の搬送及び医療資器材等の輸送並び高度医療機

関への重篤患者の搬送など 

(2) 救助活動 

水難事故、山岳遭難事故及び火災等における被災者の捜索並びに救助、救出など 

(3) 火災防御活動 

林野火災等の大規模火災における空中消化活動、情報収集及び伝達広報など 
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(4) 災害応急対策活動 

災害等の状況把握、緊急物資、医薬品等の輸送及び対策要員、医師等の搬送並びに住民への避難誘導、警

報等の伝達など 

(5) 広域航空消防防災応援活動 

近隣府県市等との航空消防防災応援協定等による相互応援活動 

(6) 災害予防活動 

災害危険箇所等への調査、各種防災訓練への参加及び住民への災害予防広報など 

(7) 訓練のための活動 

(8) その他防災監が必要と認める活動 

２ 航空機の運航は、気象条件及び点検整備等により運航できない場合を除き、原則として日の出から日没までの間

とする。 

（緊急運航） 

第10条 緊急運航とは、前条第１項第１号から第５号に規定する運航をいう。 

２ 緊急運航は、第８条に規定する運航計画に基づく航空機の運航（以下「通常運航」という。）に優先する。 

３ 隊長は、緊急運航を要する事態が生じた場合には、直ちに航空機の出動について決定し、航空機の通常運航中

にあたっては通常運航を中断し、緊急運航に移行する旨を業務指揮者に指示しなければならない。 

４ 緊急運航に関して必要な事項は、別に定める。 

（情報連絡及び報告） 

第11条 業務指揮者は、航空機の搭乗中に得た重要な情報等を遅滞なく隊長に報告しなければならない。 

２ 業務指揮者は、航空機に搭乗し業務（緊急運航の場合を除く。）を終了したときは、運航状況等について運航活動

報告書（様式第２号）を作成し、隊長に報告しなければならない。 

 

第３章 使用手続 

（使用計画） 

第12条 航空機を使用しようとする者（緊急運航及び自隊訓練に係るものを除く。以下この章において同じ）は、原則

として１月末日までに翌年度の使用予定について消防防災ヘリコプター使用計画書（様式第３号）を作成し、防災

監に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する計画書は、兵庫県消防防災航空隊において受理するものとする。 

（使用申請） 

第13条 航空機を使用しようとするものは、使用する月の前々月の末日までに、消防防災ヘリコプター使用申請書

（様式第４号）を作成し、防災監に申請するものとする。 

２ 訓練等参加申請の場合は、消防防災航空隊合同訓練等参加申請書（様式第５号）を作成し、防災監に申請するも

のとする。 

３ 前２項に規定する申請は、兵庫県消防防災航空隊において受理するものとする。 

４ 防災監が指定した臨時発着場以外の場所を離着陸に使用するときは、速やかに所有者又は管理者の使用承認を

得るとともに、その場所及び周辺の略図を付して申請するものとする。 

（使用承認） 

第14条 防災監は、前条の使用申請があった場合、その使用目的、飛行内容、離着陸場所及び飛行時間等につい

て審査のうえ、適当と認めたときは承認するものとする。 

２ 防災監は、前項により承認した場合は、消防防災ヘリコプター使用承認書（様式第６号）又は消防防災航空隊合同

訓練等参加承認書（様式第７号）を申請者に交付するものとする。 

 

第４章 補  則 

（事故の報告） 

第15条 業務指揮者は、航空機に搭乗し消防防災業務に従事中、航空機の事故が発生した場合は、その状況を隊

長に報告しなければならない。 

２ 隊長は、業務指揮者から航空機の事故発生の報告を受けた場合には、直ちに防災監に事故に関する報告を行わ

なければばらない。 
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（備付簿冊） 

第16条 隊長は、運航管理に必要な記録簿を備えなければならない。 

（その他） 

第17条 この要綱に定めるほか、航空機の使用及び管理に必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成12年５月１日から施行する。 

２ 兵庫県航空機使用管理要綱（昭和55年７月15日施行）は、廃止する。 

附  則 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要綱は、平成１７年２月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月２１日から施行する。 
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【資料 2-35】兵庫県消防防災ヘリコプター緊急運航要領 

（趣 旨） 

第１ この要領は、兵庫県航空機等使用管理要綱（以下「要綱」という。）第１０条第４項の規定に基づき、消防防災ヘ

リコプターの緊急運航（以下「緊急運航」という。）に関して必要な事項を定める。 

（緊急運航の要件） 

第２ 緊急運航は、原則として、要綱第９条第１項第１号から５号までに掲げる活動で、次の要件を充たす場合に運

航できるものとする。 

１ 公共性 災害等から県民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図る目的があること。 

２ 緊急性 差し迫った必要性があること。 

（緊急に活動を行わなければ、県民の生命、身体及び財産に重大な支障が生ずるおそれがある場合） 

３ 非代替性 消防防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。 

（既存の資器材、人員等では、十分な活動が期待できない、又は活動できない場合） 

（緊急運航の要請基準） 

第３ 緊急運航は、第２の要件を充たし、かつ、次に掲げる基準に該当する場合に要請できるものとする。 

１ 救急活動 

ア 交通遠隔地からの救急患者の搬送 

交通遠隔地から緊急に傷病者の搬送を行う必要がある場合で、救急車で搬送するよりも著しく有効である

と認められる場合 

イ 傷病者発生地への医師の搬送及び医療器材等の輸送 

交通遠隔地において、緊急医療を行うため、医師の搬送又は医療資機材等の輸送の必要があると認めら

れる場合 

ウ 傷病者の転院搬送 

傷病者の応急処置等のために一時的に収容された医療機関から、高次医療機関又は当該傷病者に必要

な処置が可能な医療機関に緊急に搬送する場合で、医師が搭乗できる場合 

エ 高次医療機関への傷病者の転院搬送 

遠隔地の高次医療機関へ緊急に転院搬送を行う場合で、医師がその必要性を認め､搬送元医療機関又

は搬送先医療機関の医師が搭乗できる場合 

オ 高速道路上での事故 

高速自動車国道及び自動車専用道路上での事故で、救急車での収容、搬送が困難と認められる場合 

カ 臓器の緊急搬送 

(社)日本臓器移植ネットワークの要請を受け、臓器の移植に関する法律の規定に基づき摘出された臓器を

緊急に搬送する必要がある場合で、かつ、医師が搭乗できる場合 

キ その他救急活動上、特に消防防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

２ 救助活動 

ア 水難事故、山岳遭難事故等における捜索又は救助 

水難事故、山岳遭難事故等において、現地の消防力だけでは対応できないと認められる場合 

イ 高層建築物火災における救助 

高層建築物火災において、地上からの救出が困難で、屋上からの救出が必要と認められる場合 

ウ 山崩れ、洪水等の災害により、陸上から接近できない被災者等の救出 

山崩れ、洪水等により、陸上からの救出が不可能で、空中からの救出が必要と認められる場合 

エ その他救助活動上、特に消防防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

３ 火災防御活動 

ア 林野火災等における空中からの消火活動 

地上における消火活動では消火が困難であり、消防防災ヘリコプターによる消火の必要があると認められる

場合 

イ 被害状況調査及び情報収集活動 

大規模火災、爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあると認められ、広範囲にわたる被害状況把
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握調査、情報収集活動を行う必要があると認められる場合 

ウ 消防隊員、消防資器材等の搬送 

大規模林野火災等において、人員、資器材等の搬送手段がない場合、又は消防防災ヘリコプターによる

搬送が有効と認められる場合 

エ その他火災防御活動上、特に消防防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

４ 災害応急対策活動 

ア 被災状況等の調査及び情報収集活動 

地震、津波等の自然災害又は、ガス爆発事故、高速道路等での大規模事故が発生若しくは発生するおそ

れがある場合で、広範囲にわたる状況把握調査、情報収集活動を行うとともに、その状況を監視する必要

があると認められる場合 

イ 食糧、衣料その他の生活必需品及び復旧資器材等の救援物資、人員等の搬送 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、食糧、衣料、その他の生活必需品・復旧資器材等の救

援物資、医薬品、人員等を緊急に輸送又は搬送する必要があると認められる場合 

ウ 災害に関する情報、警報等の伝達等広報宣伝活動 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害に関する情報及び避難命令等の警報、警告等を

迅速かつ正確に伝達するため必要があると認められる場合 

エ その他災害応急対策上、特に消防防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合 

（運航の要請） 

第４ 緊急運航の要請は、災害等が発生した市町及び消防事務に関する一部事務組合の長又は消防長等（以下

「要請者」という。）が、消防防災ヘリコプター緊急運航要請書（様式第１号）により、ファクシミリ等で防災監に要請

するものとする。 

２ 前項の要請は、神戸市消防局に対し手続きを行うものとする。 

（緊急運航の決定） 

第５ 防災監は、第４に規定する緊急運航の要請を受けた場合には、別表第1 に定める要請区分から別表第2 に定

める出動区分を選択し、災害の状況及び現場の気象状況を確認のうえ、出動の可否を決定し、要請者にその旨

回答するものとする。 

（受入れ態勢） 

第６ 要請者は、消防防災航空隊と緊密な連絡を図るとともに、必要に応じ、次の受入れ態勢を整えるものとする。 

１ 離着陸場所の確保及び安全対策 

２ 傷病者等の搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配 

３ 空中消火基地の確保 

４ その他必要な事項 

（報告） 

第７ 消防防災航空隊長は、緊急運航を終了した場合には、消防課長に対して、直ちに緊急運航活動即報報告書

（様式第２号）により活動の概要を報告しなければならない。 

 

   附 則 

この要領は、平成１２年５月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成１７年２月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成１８年４月２１日から施行する。 
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【資料 2-36】兵庫県水道災害相互応援に関する協定 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、兵庫県、各市町、各水道企業団、日本水道協会

兵庫県支部（以下「日水協県支部」という。）及び兵庫県簡易水道協会（以下「県簡水協」という。）（以下総称して

「各団体」という。）が協力して実施する兵庫県内及び他の都道府県における相互応援活動について、必要な事

項を定めるものとする。 

（相互応援体制） 

第２条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

２ この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内を神戸、阪神、東播磨、西播磨、但馬、丹波及び淡路の７ブ

ロック（以下「ブロック」という。）に分け、各ブロックにはそれぞれ代表市町を、また神戸ブロックを除く各ブロックに

は副代表市町を置く。 

３ 前項の代表市町は、兵庫県の各県民局所在市町を充て、副代表市町は、各ブロックで選任する。 

（水道災害対策連絡会議） 

第３条 この協定に係る災害対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うため、水道水災害

対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は、兵庫県、日水協県支部長市、県簡水協会長市町、阪神水道企業団並びに前条の各ブロック代表市

町で構成する。 

３ 連絡会議は、前項の構成団体の申し出により、兵庫県が召集する。 

４ この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、兵庫県企業庁水道課が担当する。 

（水道水災害対策本部） 

第４条 県内及び他の都道府県において、水道災害が発生し、この協定に基づく相互応援活動を実施する場合は、

連絡会議を兵庫県水道災害対策本部（以下「対策本部」という。）に改組し、災害発生に伴う情報収集、応急給水、

応急復旧工事に関する連絡調整等必要な活動を行うものとする。 

２ 対策本部は、兵庫県企業庁に設置する。ただし、兵庫県企業庁が被災し、その業務を遂行することができないと

きは、日水協県支部に設置する。 

３ 被災した市町又は水道事業体（以下「被災団体」という。）に災害対策基本法（昭和３９年法律第２２３号）第２３条

の規定による災害対策本部が設置され、水道事業に関する救助救援活動その他必要な事項が円滑に遂行できる

ようになったときは、その事務を災害対策本部に引き継ぐものとする。 

（応援内容） 

第５条 応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

 (1) 情報収集及び連絡調整 

 (2) 応急給水作業 

 (3) 応急復旧工事 

 (4) 前各号に必要な資機材、車両等の拠出 

 (5) 工事業者の斡旋 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 応援活動の調整は、対策本部において行う。この場合において、前項第２号に掲げる事項は兵庫県が、同項第

３号に掲げる事項は日水協県支部が中心となって、その調整業務を行うものとする。 

（応援要請等） 

第６条 被災団体が応援を求めようとする場合は、所属するブロックの代表市町又は副代表市町を通じて、兵庫県又

は日水協県支部に必要な措置を要請するものとする。 

２ 前項の要請がない場合であっても、兵庫県、日水協県支部又は所属するブロックの代表市町のいずれかが緊急

に応援活動を行う必要があると判断したときは、この協定による要請があったものとみなし、応援活動を行うことが

できる。 

３ 対策本部は、被災団体からの要請に基づいて、日水協県支部、県簡水協等と応援の調整を行うとともに、各団体

に応援要請を行うこととし、応援要請を受けた団体は極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

４ 他の都道府県等から応援を受け入れるとき、対策本部は速やかに応援に必要な調整を行い、各団体に協力を求
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めるものとする。 

５ 他の都道府県等から応援の要請があった場合についても、この協定に基づき応援協力するものとする。 

（応援要請の手続） 

第７条 被災団体が応援要請しようとするときは、応援要請書により、次の事項を明らかにするものとする。ただし、

そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。ま

た、被災団体の判断により兵庫県又は日水協県支部を通さず、応援要請を行った場合についても、同様に事後

報告を行うものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 必要とする資機材、車両等の品目及び数量 

 (3) 必要とする職員等の職種別人員 

 (4) 応援場所及びその経路 

 (5) 応援期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（物資等の携行） 

第８条 応援をする団体（以下「応援団体」という。）は、派遣する職員（以下「応援職員」という。）に、災害の状況に応

じ給水用具、作業工具、食料、衣類、資金等のほか、野外で宿泊できるようにテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を

携帯させるものとする。 

２ 応援職員は、応援団体の名を表示する腕章等を着用するものとする。 

（資料の交換） 

第９条 各団体は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を毎年５月末日までに兵庫

県企業庁水道課に提出するものとする。ただし、第４号について変更が生じた場合には、その都度提出するもの

とする。 

 (1) 連絡担当部課等 

 (2) 応援体制 

 (3) 応急備蓄資材保有状況 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、災害対応マニュアル、地図等災害対策に必要な資料 

２ 兵庫県企業庁水道課は、前項の調査事項をとりまとめ、速やかに整理の上、各団体に送付するものとする。 

(訓練) 

第１０条 各団体は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実施するものとする。 

（費用負担） 

第１１条 第６条に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

 (1) 応援に要した経費は、原則として、応援要請した団体が負担する。 

(2) 応援資機材、車両等の調達その他これに関する経費は、応援要請をした団体が負担する。 

(3) 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援団体の負担

とする。ただし、被災地において、応援要請した団体が応急治療を要する場合の治療費は、応援要請した団

体の負担とする。 

(4) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては

応援要請した団体が、応援要請した団体への往復途中に生じたものについては、応援団体が、その賠償の

責めに任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、各団体が競技して定めるものとする。 

（補則） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定める

ものとする。 

（適用） 

第１３条 この協定は、平成１０年３月１６日から適用する。 

 

 この協定の成立を証するため、本書３通を作成し兵庫県知事、各市町長、各水道企業団企業長、日水協県支部長

及び県簡水協会長が記名押印の上、兵庫県知事、日水協県支部長及び県簡水協会長がその１通を保有し、他の市
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町長等はその写しを保有する。 

 

平成１０年３月１６日 

 

兵庫県知事 

兵庫県21 市71 町長 

阪神水道企業団企業長 

西播磨水道企業団企業長 

西播磨高原上・下水道企業団企業長 

淡路広域水道企業団企業長 

日本水道協会兵庫県支部長 

兵庫県簡易水道協会会長 
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（別図）                     兵庫県水道災害相互応援体制 組織図 

兵庫県災害対策本部 
他  府  県 

兵庫県水道災害対策本部【兵庫県企業庁】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
兵庫県企業庁 
兵庫県保健部生活衛生課 
日本水道協会兵庫県支部長市 
兵庫県簡易水道協会会長市町 
各ブロック代表市町 
阪神水道企業団 

淡路ブロック 
（洲本市） 

丹波ブロック 
（柏原町） 

但馬ブロック 
（豊岡市） 

西播磨ブロック 
（姫路市） 

東播磨ブロック 
（加古川市） 

阪神ブロック 
（尼崎市） 

神戸ブロック 
（神戸市） 

洲本市  津名町 
淡路町  北淡町 
一宮町  五色町 
東浦町  緑 町 
西淡町  三原町 
南淡町 
 
淡路広域水道企業団 
 
 
 
 
 
 
 
 

12団体 

柏原町  氷上町 
青垣町  春日町 
山南町  市島町 
篠山町  西紀町 
丹南町  今田町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10団体 

豊岡市  城崎町 
竹野町  香住町 
日高町  出石町 
但東町  村岡町 
浜坂町  美方町 
温泉町  八鹿町 
養父町  大屋町 
関宮町  生野町 
和田山町 山東町 
朝来町 
 
 
 
 
 
 

19団体 

姫路市  相生市 
龍野市  赤穂市 
家島町  夢前町 
神崎町  市川町 
福崎町  香寺町 
大河内町 新宮町 
揖保川町 御津町 
太子町  上郡町 
佐用町  上月町 
南光町  三日月町 
山崎町  安富町 
一宮町  波賀町 
千種町  
西播磨水道企業団 
西播磨高原上・下水 

道企業団 
27団体 

明石市  加古川市 
西脇市  三木市 
高砂市  小野市 
加西市  吉川町 
社町   滝野町 
東条町  中町 
加美町  八千代町 
黒田庄町 稲美町 
播磨町 
 
 
 
 
 
 
 

17団体 

尼崎市  西宮市 
芦屋市  伊丹市 
宝塚市  川西市 
三田市  猪名川町 
 
 
阪神水道企業団 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9団体 

神戸市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1団体 

国・厚生省 

日本水道協会 
関西地方支部 

日本水道協会 
本   部 

（  ）ブロック代表市町 

協定の範囲 
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【資料 2-37】防災エキスパートの活用に関する協定 

災害時における公共土木施設の早期復旧を図るため、篠山町長（以下、「甲」という。）と財団法人兵庫県建築技

術センター理事長（以下、「乙」という。）は、防災エキスパートの活用について次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１条 甲は、管理する公共土木施設の災害時における被害状況の把握や災害対策活動を円滑かつ効率的に実

施するため、乙に登録した防災エキスパートを活用する。 

（活用方法） 

第２条 防災エキスパートの活用については、乙の定める「兵庫県防災エキスパート登録制度要綱」に基づき行うこ

ととする。 

（その他） 

第３条 この協定書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成１０年５月１４日 

 

  甲  篠山町長  瀬 戸 亀 男 

  乙  財団法人兵庫県建築技術センター理事長   志 道 行 雄 

 

（平成１０年７月１日  西紀町長 森口 武治） 

（平成１０年７月１日  丹南町長 杉本 幸男） 

（平成１０年７月１日  今田町長 大上 恭平） 

 

 

 

■連絡先一覧 

締結の相手先 住    所 電話番号 

財)兵庫県建設技術センター 兵庫県神戸市中央区栄町通6 丁目1-21 078-367-1230 
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【資料 2-38】消防相互応援協定締結状況及び連絡先一覧 

連絡先 
締結の相手方 

担当部局名 電話番号（代表） 
衛星通信ネットワーク 

兵庫県 三田市長 総 務 部 総 務 課 0795-63-4481
   衛星※-219-52

 FAX 衛星※-219-61

猪名川町長 総 務 部 総 務 課 0727-66-0001
   衛星※-301-52

 FAX 衛星※-301-61

加東市 加 東 市 消 防 本 部 0795-42-0119
   衛星※-891-43

FAX 衛星※-891-62

丹波市長 生活部生活安全課 0795－82－1001
   衛星※-642-52

FAX 衛星※-642-61

西脇多可行政事務組合 に し た か 消 防 本 部 0795-22-0119
  衛星※-920-43

 FAX 衛星※-920-62

京都府 福知山市長 福 知 山 市 消 防 本 部 0773-24-0119

南丹市長 総 務 課 0771-68-0001

京丹波町長 総 務 課 0771-82-0200

三和町長 総 務 課 0773-58-3001

京都府中部広域消防組合 
京都府中部広域消防組

合 消 防 本 部 
0771-22-9580

大阪府 能勢町長 総 務 課 0727-34-0001
 衛星※-027-200-535

FAX衛星※-027-200-8800

「衛星※」（衛星回線選択番号）･･･本庁１４､支所・消防本部７ 

資料：篠山市消防本部調べ 
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【資料 2-39】第 2 次地震防災緊急 5 カ年計画（平成 13～17 年度） 

施設名 
事業 

主体 
事 業 名 事 業 概 要 事業量 

概算事業費

(百万円) 

実施予定年

度 

3 号 

消防用施設 
篠山市 

市町村消防設備整備費

補助事業 

はしご付消防ポンプ

自動車他 
3 箇所 210 

平成 21～23

年度 

5－1 号 

緊急輸送道路 
兵庫県 道路事業 

一般国道176 号 

(鐘ヶ坂バイパス) 

1 箇所

2.70km
4,034 

平成 7～16

年度 

〃 〃 〃 
一般国道176 号 

(味間拡幅) 

1 箇所

1.20km
737 

平成 6～14

年度 

〃 〃 〃 
一般国道372 号 

(日置バイパス) 

1 箇所

4.60km
1,000 

平成 8～21

年度 

〃 〃 〃 
一般国道372 号 

(丹南バイパス) 

1 箇所

3.00km
1,200 

平成 8～19

年度 

〃 〃 〃 
一般国道372 号 

(天引道路) 

1 箇所

0.60km
1,044 

平成 8～14

年度 

9 号 

公立小中学校 
篠山市 

公立小、中学校等危険

建物の改築事業 
篠山中 1 校 1,216 

平成 15～16

年度 

13－5 号 

ため池 
篠山市 ため池等整備事業 矢ノ谷池 1 箇所 40 

平成 16～17

年度 

15 号 

防災行政無線設備 
篠山市 

消防防災設備整備費補

助事業 

防災行政無線 

(同報系) 
1 箇所 468 

平成 15～19

年度 

資料：兵庫県 第2 次地震防災緊急事業5 カ年計画(平成13～17 年度) 

 

 

 

【資料 2-40】宅地造成工事規制区域 

 年  月  日 区  域  名 

建設省告示第843 号 昭和48 年4 月7 日 丹南町地区 

今田町地区 

兵庫県告示第1840 号 平成6 年12 月27 日 丹南町住山地区 

今田町北部地区 

資料：政策部企画課調べ 
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【資料 2-41】兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、兵庫県（以下「県」という。）、各市町及び関係一部事務組合(以下「市

町等｣という。」が協力して実施する災害廃棄物の処理を円滑に実施するための相互応援活動について、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において｢災害｣とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害をい

う。 

２ この協定において、「災害廃棄物」とは、災害によって発生した廃棄物(ごみ、し尿、がれき等)で市町が、生活環

境保全上特に処理が必要と判断したものをいう。 

３ この協定における「応援」とは、次に掲げることをいう。 

(1) 災害廃棄物処理に必要な資機材等の提供及びあっせん 

(2) 災害廃棄物処理に必要な職員の派遣 

(3) 焼却、粉砕等の中間処理の実施及び処理業者のあっせん 

(4) 前各号に掲げるもののほか、災害廃棄物の処理に関し必要な事項 

（相互応援体制） 

第３条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

２ 災害の発生時に迅速かつ円滑な災害廃棄物処理を実施するため、県内を神戸、阪神南、阪神北、東播磨、中播

磨、西播磨、但馬、丹波及び淡路の 10 ブロック（以下「ブロック」という。）に分ける。 

３ 各ブロックには、それぞれ幹事市町を置く。 

４ 相互応援の調整は、県が行う。 

（応援要請） 

第４条 被災市町が応援を求めようとする場合は、県に必要な措置を要請するものとする。 

２ 県は、被災市町における災害の発生状況や応援要請内容を踏まえ、被災市町の属するブロックの幹事市町と調

整し、ブロック内での対応が可能な場合、ブロック内の市町等へ応援を要請する。なお、被災市町が直接、近隣

の市町等へ応援を要請することを妨げない。この場合、その旨を県に報告するものとする。 

３ 被災市町の属するブロック内での対応が困難な場合には、県は他のブロックの幹事市町と調整し、他ブロックの

市町等の応援を要請する。 

４ 県内での応援では対応が困難な場合には、県は他の府県に応援を要請し、調整を図る。 

５ 他府県からの応援を受け入れるときは、県は速やかに被災市町と必要な調整を行うものとする。 

（応援要請の手続） 

第５条 応援要請は、原則として次の事項を明確に記載した応援要請書（様式第１号）により、速やかに行うものとす

る。ただし、そのいとまがない場合には、口頭、電話、電信等、災害時において使用可能な方法で要請を行い、

後に応援要請書を送付するものとする。 

(1) 連絡責任者 

(2) 災害の種類、発生日時、場所、災害による被災の状況 

(3) 応援要請内容（必要とする人員、車輌、資機材等の名称及び数量、処理量の見込み、応援場所及び応援予

定期日） 

(4) 災害廃棄物の発生状況と仮置場 

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第６条 応援要請を受けた市町等は、自らの業務に支障がない限り、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

２ 緊急に応援を行う必要があると認められる場合は、市町等の自主的な判断により行うことができるものとする。そ

の場合、その旨を県に連絡するものとする。 

３ 他府県からの応援要請に基づき、県が応援要請した場合、市町等は可能な限りこれに応じ、応援に協力するも

のとする。 

（応援実施内容の報告） 
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第７条 応援市町等は、災害廃棄物処理に関する応援を行った場合は、その内容を（様式第２号）により県に報告す

るものとする。 

（災害廃棄物処理対策連絡会議） 

第８条 この協定に係る災害廃棄物処理対策に関する情報交換や連絡等必要な事項の協議及び調整を行うため、

災害廃棄物処理対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

２ 連絡会議は、県、県民局環境課並びに第３条第２項の各ブロック幹事市町で構成する。 

３ 連絡会議の事務局は、兵庫県健康生活部環境局環境整備課（以下「環境整備課」という。）に置く。 

（関連情報の整備） 

第９条 各市町等は、災害時における応援活動を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を（様式第３号）により、毎

年５月末までに環境整備課に提出するものとし、その後に変更が生じた場合には速やかに再提出するものとす

る。 

(1) 連絡担当部課等 

(2) ごみの仮置場の確保状況 

(3) 応急備蓄資材等の保有状況 

(4) 前各号に掲げるもののほか必要な資料 

２ 環境整備課は、前項の情報を取りまとめ、速やかに整理の上、市町等に送付するものとする。 

（経費負担） 

第１０条 第２条第３項に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めがある場合を除くほか、原則として、

応援要請をした市町が負担するものとし、支払い方法等については要請市町、応援市町等の双方で協議し、決

定するものとする。 

（補則） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び市町等がその都

度協議して定めるものとする。 

（適用） 

第１２条 この協定は、平成１７年９月１日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書３通を作成し、兵庫県知事、各市町長及び関係一部事務組合管理者が

記名押印の上、兵庫県知事、兵庫県市長会会長市長及び兵庫県町村会会長町長が各１通を保有し、他の市町等は

その写しを保有する。 

 

平成１８年９月１日 

兵庫県知事 

神戸市長ほか兵庫県下全市町長等 
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【資料 2-42】兵庫県が締結している協定一覧 

分野(担当部局) 協定相手先 協  定  内  容 

全都道府県 広域応援 

近畿２府７県 

岡山県 

自治体 

(防災企画局) 

鳥取県 

相互応援 

NHK､ｻﾝﾃﾚﾋﾞ､ ラジオ関西、兵

庫FM 放送 

毎日放送、朝日放送、関西、テレ

ビ、読売テレビ、ラジオ関西 

関西インターメディア※ 

放送要請（気象庁等からの警報等の通知、要請、市町が

行う警報の伝達等） 

※ 関西インターメディアは、アジアを中心に 14 カ国を対

象として、その国の言語で 放送を行っている 

ＮＨＫ 緊急警報放送の要請（覚書） 

放送 

(災害対策局) 

ラジオ関西 防災情報の提供と放送（覚書） 

報道 

（災害対策局） 

県編集部会(加盟10 社) 報道要請に関する協定 

水道 

（企業庁） 

市町 ほか 県水道災害相互応援 

捜索 

（災害対策局） 

日本レスキュー協会 災害救助犬の出動 

輸送 

（災害対策局） 

トラック協会 物資等の輸送 

交通 

（県警生活安全部） 

警備業協会 交通誘導業務 

兵庫県食糧事務所長 災害救助用米穀の緊急引き渡し 

販売業者 米穀調達 

食料物資 

（農林水産部） 

製造業者 

販売業者 

食料調達（育児粉乳、調理缶詰、レトルト食品、ハム、ソー

セージ、即席麺、梅干、味噌、醤油、ビスケット等） 

（産業労働部） 製造業者 

販売業者 

生活物資調達(毛布、下着、タオル、おむつ、生理用品、

哺乳壜、テント、ビニールシート) 

（災害対策局） 弁当給食業者 食料調達(弁当、おにぎり) 

県医師会 医療救護 

(社)県柔道接骨師会 ボランティア活動（覚書） 

医療 

（健康生活部） 

労働福祉事業団 医療救護 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会 応急仮設住宅の建設 住宅 

（県土整備部） 住宅金融公庫大阪支店 住宅復興に向けた協力 

道路啓開 

（防災局、県土整備部） 

建設業協会 応急対策業務 

高輝度光科学研究センター 原子力災害発生時のモニタリング実施、評価、助言等 その他 

（災害対策局） 兵庫県放射線技師会 原子力災害発生時のモニタリング実施、評価、助言等 
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【資料3-1】時間外災害時措置マニュアル 

このマニュアルは、篠山市地域防災計画の定めるところにより、夜間又は休日等閉庁時間帯における災害等の発

生時における特別職及び部長級職員の対応と、閉庁時間帯に勤務する宿日直職員が、地震及び風水害に係る気象

警報、水防指令、災害通報等の災害情報を受信した場合の措置について規定する。 

なお、上記以外の職員の参集場所及び伝達方法等については、各部で定めた「災害対策実施要領」及び「連絡

網」等により行うものとする。 

 

Ⅰ．情報収集及び通報受付（平常時及び災害発生初期） 

１）宿日直職員 

 ① 情報収集 

宿日直職員 

(本庁･支所共通) 

宿日直職員は、日常から天候等に注意を払うほか、フェニックス防災システム（専用

端末）や衛星通信ファクシミリ、ＮＴＴファクシミリを確認する。（下の表１参照） 

気象情報(地震含む)を確認(受信)した場合は、下記のいずれかの様式に記入し宿

日直日誌とともに引き継ぐ。 

ｱ)「様式1 気象情報等発表（解除）受信記録票(P.5)」 

ｲ)「様式2 地震観測情報受信記録票(P.6)」 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、通報や情報収集により別に定める「総務部長への連絡基準

(P.3)」に達した場合は、すみやかに総務部長に連絡する。 

以下の連絡手順は、「Ⅱ災害時の情報伝達(P.3)」の定める。 

支所宿日直職員 支所宿日直職員は、通報や情報収集により別に定める「総務部長への連絡基準

(P.3)」に達した場合は、すみやかに本庁宿日直職員及び支所長に連絡する。 

以下の連絡手順は、「Ⅱ災害時の情報伝達(P.3)」の定める。 

 

表１ 防災情報関係機器 

 本庁 支所 

フェニックス防災システム 

(専用端末) 
本庁舎３階財政課横 

（支援端末） 本庁舎１階宿直室 

なし 

衛星通信ファクシミリ 
本庁舎３階財政課横 

（注1） 

西紀（３階放送室） 

今田（１階東フロア） 

ＮＴＴファクシミリ 
本庁舎１階など 

（水防指令は本庁舎２階） 

各事務室 

注1）衛星通信ファクシミリの受信確認装置は、本庁舎宿直室に設置しています。 

取扱方法は、資料３「衛星通信ネットワークFAX受信確認装置」(P.13)参照。 

 

 ② 通報受付 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、市民、消防本部、支所などから災害通報を受けた場合は、「様

式3 災害報告及び対策処理票(P.8)」に記入し、すみやかに担当職員等に連絡する。

ただし、別に定める「総務部長への連絡基準(P.3)」に達した情報を入手したときは、

すみやかに総務部長に連絡する。（連絡先は P.9 資料1） 

支所宿日直職員 

.  

)

支所宿日直職員は、市民などから災害通報を受けた場合は、「様式 3 災害報告及

び対策処理票(P 8)」に記入し、すみやかに本庁宿日直職員等に連絡する。

ただし、別に定める「総務部長への連絡基準(P.3 」に達した情報を入手したときは、

すみやかに本庁宿日直職員及び支所長に連絡する。（連絡先は P.9 資料1） 

※傷病者等の発生した災害（事故）の第一報を受けた場合は、まず消防本部に連絡し、その後も連携をとる。 
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※記入した「様式３ 災害報告及び対策処理票」(P.7)は、登庁してきた防災担当職員等に引き継ぐ。 

 

２．宿日直職員以外の職員 

 ① 情報収集 

職員は、日常から地震や降雨などの気象情報に注意を払い、気象情報をテレビ、ラジオ、ささやまデカン

ショ防災ネットのほか、インターネットに接続可能なパソコンや携帯電話を用いて、情報収集するように努める。

（下の表２参照） 

また、各部であらかじめ定めた配備体制及び自己の任務を十分認知しておき、あらかじめ定められた基準

に達する災害等の発生を覚知したときは、参集やその他配備命令がない場合であっても、自らの判断で定

めた場所に自主参集する。（下の表３参照） 

表２ インターネットによる主な情報収集先 

 アドレス 

ささやまデカンショ防災ネット パソコン・携帯電話共：http://bosai.net/sasayama/ 

兵庫県防災気象情報 パソコン：http://hyogo.bosai.info/ 

携帯電話：http://hyogo.bosai.info/mobile/ 

 

表３ 参集に係る注意事項 

ｱ) 参集する際は、応急活動に対応できる服装とし、手ぬぐい、水筒、食料、携帯ラジオ、携帯電

話、ヘルメット、懐中電灯等の必要な用具をできる限り携行する。 

ｲ) 地震発生により参集する際は、できる限り自動車での参集を避け、徒歩、自転車又はバイクに

より参集する。 

ｳ) 職員は、参集途上における被害状況等を把握し、参集場所の責任者に報告する。また、その報

告を受けた責任者は、災対本部事務局部に報告する。 

 

 ② 参集などの連絡 

宿日直職員以外の職員は、本庁及び支所宿日直職員、又は連絡網上位の職員から参集及び配備体制の

連絡を受けた場合、あらかじめ定めた連絡網により全職員に伝える。 

なお、原則として、職員連絡メールでも全職員に連絡するが、この場合おいても必ず電話連絡を併用する｡

（職員連絡メールは、総務課職員が配信します。） 

Ⅱ．災害時の情報伝達（災害時） 

１．通報受付及び気象観測 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、下記の「総務部長への連絡基準」のいずれかに該当する場合、

すみやかに総務部長に連絡する。（連絡先は P.9 資料1） 

■総務部長への連絡基準 

１．次の注意報の１つ以上が発表され、かつ、市内の観測施設の 1 つ以上

で次に定める数値が測定されたとき 

１)大雨注意報  ア）雨量が概ね40 ㎜以上/1 時間 

２)洪水注意報  イ）雨量が概ね100 ㎜以上/3 時間 

         ウ）雨量が概ね160mm 以上/24 時間 

３)大雪注意報  エ）積雪が概ね20cm 以上/24 時間 

４)強風注意報  オ）平均風速が概ね16m/s 以上 

２．気象警報の１つ以上が発表されたとき 

３．県水防指令（連絡員待機以上）が発令されたとき 

４．地震が発生し、市内で震度３以上が計測されたとき 

５．航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害等社会的影響が大きいと

思われる災害（事故）が発生したとき 
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６．その他異常な自然現象又は人為的原因による災害（事故）による被害

が発生、又は発生する恐れのあるとき 

７．その他報告の必要があると思われる事例が発生したとき 

支所宿日直職員 支所宿日直職員は、上記の「総務部長への連絡基準」のいずれかに該当する場合、

すみやかに本庁宿日直職員及び支所長に連絡する。（連絡先は P.9 資料1） 

上記以外の職員 日常から地震や降雨などの気象情報に注意を払い、気象情報をテレビ、ラジオ、ささ

やまデカンショ防災ネットのほか、インターネットに接続可能なパソコンや携帯電話を

用いて、情報収集するように努める。 

※ 上記の「総務部長への連絡基準」に満たない場合や、特定の担当課に限定されるような事例（例えば大規模でない火

災や油等の流出事故等）で、応急対策の必要があると思われる場合は、担当職員等にすみやかに連絡する。 

２．総務部長への連絡 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、前記の「総務部長への連絡基準」に該当する場合、又は支所

宿日直職員からその基準に該当する旨の連絡を受けたときは、すみやかに総務部

長に連絡し、全ての情報を簡潔に伝える。（連絡先は P.9 資料1） 

支所宿日直職員 - 

総務部長 総務部長は、本庁宿日直職員からの報告をもとに、市長に災害の内容等を伝達し、

災害対策本部の設置などの指示を受ける。 

３．総務部長からの指示の受領 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、市長の指示内容を総務部長から受領する。 

支所宿日直職員 - 

総務部長 総務部長は、市長の指示内容を本庁宿日直職員に連絡し、職員参集の指示をす

る。 

４．副市長、教育長への連絡（「災害対応準備室」設置の場合は、省略可） 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、総務部長から指示に基づき、市長以外の特別職（＝副市長、

教育長）に市長の指示内容を伝達する。（連絡先は P.9 資料1） 

支所宿日直職員 - 

副市長、教育長 副市長、教育長は、本庁宿日直職員から連絡を受けた場合、その後ただちに参集

する。 

５．災対本部員（関係部長）への連絡 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、総務部長からの指示にもとづき災対本部員（＝生活部長、福祉部

長、保健部長、産業経済部長、建設部長、公営企業部長、消防庁、教育部長）に市長の指示内容を

伝達する。（連絡先は P.9 資料1） 

※消防長への連絡は、携帯電話を優先して連絡する。 

支所宿日直職員 - 

災害対策本部員(上

記の 8 部長) 

災対本部員は、本庁宿日直職員から連絡を受けた場合、あらかじめ定めた連絡網

により関係職員に連絡し、その後ただちに参集する。 

※「災害対応準備室」設置の場合、上記の 8 部長のうち総務部長が指定した部長のみに参集を命ずる場合がある。 

６．各支所及び支所長への連絡 

本庁宿日直職員 本庁宿日直職員は、市長の指示内容を支所宿日直職員に伝達する。 

支所宿日直職員 支所宿日直職員は、本庁宿日直職員から市長の指示内容を受領し、支所長に連絡

する。 

支所長 支所長は、本庁宿日直職員から連絡を受けた場合、あらかじめ定める連絡網により

関係職員に連絡し、その後ただちに支所に参集する。 

※支所長へは、支所宿日直職員を経由して連絡する。 
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災害等発生時連絡体制フローチャート 

１．通報受付及び気象観測

本庁宿日直職員、支所長へ連絡 ■支所長の連絡先（下表参照）

２．総務部長への連絡

総務部長 次長 市長

３．総務部長からの指示

政策部長

４．助役、収入役、教育長へ連絡（災害対応準備室の場合は連絡不要） 議会事務局長

助役 会計課

収入役 視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

教育長

５．本部員(関係部長)への連絡

生活部長 次長 消防団長

福祉部長 次長

保健部長 次長 農業委員会事務局

産業経済部長 次長

建設部長 次長

公営企業部長 次長

消防長 行政監理部長

※消防長への連絡は、携帯電話を優先する。 監査・公平委員会事務局長

教育部長 次長

６．各支所へ連絡

城東支所長 次長 城東公民館

多紀支所長 参事 多紀公民館

ﾁﾙﾄﾞﾚﾝｽﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ

西紀支所長 参事 人権推進部長

西紀公民館

丹南支所長 参事 四季の森生涯学習ｾﾝﾀｰ

今田支所長 参事 今田公民館

※ 対策本部各部長及び各分室長以下への連絡網は、対策本部各部及び分室においてそれぞれ独自で作成してください。

左記から連絡する部内部局

左記から連絡する部内部局

７
．
各
支
所
長
へ
連
絡

第1順位 第２順位 左記から連絡する分室内部局

第1順位 第２順位

左記から連絡する部内部局

第1順位 第２順位 左記から連絡する部内部局

報告

指示

･･･本庁宿日直職員 ･･･支所宿日直職員

これより右側は、通常、宿
日直職員から連絡する必
要はありません。
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【資料 3-2】災害対策業務に係る共通詳細事項 

Ⅰ.基本原則 

① すべての職員は、指示又は許可なくしてみだりに持ち場を離れてはならない。 

② 職員の配備は、原則として別に定める「職員配備の基準」により行うものとする。 

 

Ⅱ.配備体制 

① 各配備の招集は、市長（本部長）の指示により総務部長（本部事務局部長）が対策本部員に伝達する。 

② 対策本部員は、本部員補佐及び総括担当者等に招集の指示をするとともに、本庁３階３０１会議室に参集し、予め定め

られた任務に就く。 

③ 本部員補佐は、対策本部員の指示する場所に参集し、対策本部員を補佐する業務にあたる。 

④ 総括担当者は、対策本部員の指示に基づき職員を招集するため、あらかじめ定められた連絡網により配備の伝達を

行うとともに、本庁３階３０１会議室（本部会議と同室）に参集し、あらかじめ定められた任務に就く。各班長から参集状

況等の報告を受けた場合は、適時、所属の対策本部員に報告する。 

⑤ 総括担当補佐は、対策本部員の指示する場所に参集し、総括担当者を補佐する業務にあたる。 

⑥ 班長は、あらかじめ定められた場所に参集後、配備された職員をもって管轄区域内の災害応急対策にあたるほか、常

に職員の参集状況及び任務従事場所等を把握し、適宜、総括担当者に報告する。また、総括担当者の指示により職員

の勤務状況等を勘案し、各班職員の交代を指示する。 

⑦ 配備を命ぜられた職員は、あらかじめ定められた場所（各職場又は支所等）に参集し、班長の指示により任務に就く。 

⑧ 応急対策の現場において、 も上位の職員がその現場の責任者となる。現場責任者となったものは、職員等の安全管

理に努めるほか、業務の開始及び終了、移動先、現場の状況等、適宜、班長に報告するものとする。 

⑨ 待機を命ぜられた職員は、災害が長期に及ぶことも想定し、指示があるまで常に連絡が取れるように心がけ、配備命

令に備えておく。 

 

Ⅲ.応援体制 

① 応援体制を必要とする班長又は現場責任者は、応援を必要とする職員数、活動場所及び活動内容等を明らかにして

総括担当者又は班長に応援を要請する。 

② 総括担当者は、その要請を受け部内での応援体制を検討及び調整し、班長に対し応援する職員数等を伝達する。な

お、総括担当者は、その旨を対策本部員に報告する。ただし、部内での対応が困難と判断した場合、対策本部員にそ

の旨を報告する。 

③ 対策本部員は、②の報告を受けた場合、本部会議に諮るなどして各部間の応援体制について検討及び調整し、その

結果を総括担当者に指示する。 

④ 応援を命ぜられた職員は、応援先の班長又は現場責任者等の指揮下に入る。なお、応援活動は、応援先の対策本部

員、総括担当者、班長又は現場責任者の指示があるまで、その応援活動に従事し、許可なくしてみだりに持ち場を離

れてはならない。 

応援職員要請書 

平成  年  月  日

篠山市災害対策本部長 様 

○○部長(○○部総括担当者) 

１．期     間 ： 平成 年 月 日～ 月 日  日間 

２．活動(従事)場所 ：  

３．活動(従事)内容 ：  

４．必 要 人 員 ：    人 

５．集合日時、場所 ：  

６．その他参考事項 ：  

 

Ⅳ.情報伝達 
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① 対策本部各部における災害に関する全ての情報は、総括担当者会議に報告するものとし、情報の一元化を図る。 

② 災害内容が特定の分野に限定される場合、本部長（市長）は、その担当部局職員を臨時に総括担当者会議の構成員

に任命することができる。 

 

Ⅴ.その他 

① 対策本部員となる者に事故あるときは本部員補佐が、また、本部員補佐となる者に事故ある（不在の）ときは総括担当

者がその任にあたる。総括担当者以下についてはこれに準ずる。 

② 対策本部員は気象状況、災害の発生状況・予測等により招集する部内職員数を適宜調整できるものとする。 

③ 応急対策が長期におよぶ場合又はその可能性がある場合、総括担当者において参集職員の交代を命ずることができ

る。この場合、総括担当者は、対策本部員にその旨を報告するとともに、各班の招集職員の交代を各班長に指示す

る。 

④ 総括担当者は、総括担当者、総括担当補佐及び班長から構成される班長会議を開催し、本部会議の決定事項の伝達

とその確認・調整等を行う。なお、招集者は総括担当者とし、開催場所はその都度総括担当者が調整を行なう。 

■緊急時連絡体制詳細図（例） 

 

 

総括担当者 

（次長級1名）

本部員補佐 

（部長級） 

各班長 各職員
本部事務局部長（総

務部長） 各班長 

本部長（市長） 

各職員

総務課職員 又は 

宿日直職員 

総括担当補佐 

(次長級、参事級)

各班長 各職員

各班長 各職員

総括担当補佐 

(次長級、参事級) 
各班長 

各班長 

各職員

各職員

副本部長(副市長、教育長) 

本部事務局部長（総務部長）

除く本部員（７名） 

本部事務局部に準じる 

《本部事務局部》 

（消防団へは生活部にて対応） 
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■対策本部役割別業務内容等一覧表 

役割 職名 連絡担当者 参集場所 参加会議 主な業務等（詳細は計画参照） 

本部長 市長 
総務部長 

(本部事務局部長) 
本庁 対策本部会議 

応急対策の実施責任者 

応急対策に係る最重要事項の決定 

副本部長 副市長、教育長 
総務課員又は 

本庁宿日直職員 
本庁 対策本部会議 

本部長の補佐 

現地対策本部長 

本部員 

(各部1名、部責任者)

総務部、政策部､生活部､福祉部､保健部、産業経済部､

建設部､公営企業部の各部長及び消防長､消防団長､教

育部長（計11名） 

総務課員又は 

本庁宿日直職員 
本庁 対策本部会議 

協議事項の提案 

被害状況・応急対策等の報告 

本部員補佐 

（部副責任者） 
本部員以外の部長級職員 本部員 本部員が指定する場所  

本部員の補佐 

本部員の代理 

総括担当者 

(各部1名) 
対策本部各部次長級職員（計9名） 本部員 本庁 

（対策本部会議）

総括担当者会議 

班長会議 

本部員の補佐 

各班からの報告受付及び本部員への報告 

各班への伝達、調整等 

総括担当補佐 総括担当者以外の次長級及び参事級職員 
本部員、本部員補佐又

は総括担当者等 
本部員が指定する場所 班長会議 

総括担当者の補佐 

総括担当者の代理 

班長 

(各班1名、班責任者）
課長級職員 

本部員補佐又は総括担

当者等 

あらかじめ指定された

場所 
班長会議 

応急対策の実施 

総括担当者への報告 

班長補佐 

（班副責任者） 
班長以外の課長級 総括担当者又は班長等

あらかじめ指定された

場所 
 

応急対策の実施 

班長の補佐、代理 

班員 課参事級以下の職員 班長及び班長補佐等 
あらかじめ指定された

場所 
 応急対策の実施 

現場責任者 その現場における最も上位の職員   (現場会議) 職員の安全管理、班長への報告 

 

役割 職名 連絡担当者 参集場所 主な業務等（詳細は計画参照） 

本部分室長 支所長 総務課員又は支所宿日直職員 支所事務室 本部会議との連絡調整等 

本部分室長補佐 支所次長級職員 支所長 支所事務室 本部分室長の補佐 

本部分室員 支所職員及び対策本部各部長から指名された職員  支所事務室等 管内の被害情報の収集、管内の応急対策業務   等 
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【資料3-3】災害対策本部の編成及び事務分掌 
1 各班職員の動員・配備等 

2 各部内・各班内の連絡調整及び班長会議 

3 所管する業務（施設含む）の関する事項の状況調査及びとりまとめ、応急対策、復旧 

4 各部・各班に係る関係機関及び団体等への報告、連絡調整、応援要請 

5 他部・他班への応援 

各部・各班共通事項 

6 災害対策本部が設置されない場合でも、必要に応じて各部は以下の業務を行うこと。 

      

部長 主な事務分掌 

●責任者 （「に関すること。｣省略) 部 

○副責任者 

班名 
構成 

(構成部署の課長級職員が班長となる) 
番
号 

 

本部事務局部 ●総務部長 1 災害対策本部の設置並びに解散及び庶務 

  ●政策部長（情報担当） 2 本部会議及び総括担当者会議 

  ○議会事務局長 3 災害応急対策全般の調整 

    4 避難勧告及び避難指示 

    5 自衛隊派遣要請 

    6 災害救助法の適用 

    7 国並びに県及びその他防災関係機関との調整 

    8 被害通報の受付及び整理 

    9 ライフライン（電気・ガス・通信） 

    10 自治会並びに自主防災組織 

    

総括班 総務課 

11 電算機器の被害調査及び復旧 

    1 気象及び地震等の情報収集及び伝達 

    2 各部の被害状況及び活動状況のとりまとめ及び整理伝達 

    3 災害に伴う各種データの作成、管理及び情報処理 

    

情報班 企画課 

企業振興課 

4 ライフライン（公共交通機関） 

    1 職員の動員配備及び各部・各班の配置調整 

    

動員班 職員課 

2 応急復旧の進捗状況にあわせた組織、動員体制の検討と配置調整 
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    3 職員の給食及び安全衛生 

    4 各種団体の応援要請並びに受け入れに伴う配置調整 

    5 労務供給計画 

    

  

6 他団体への職員の応援派遣 

    秘書広報課 1 各種災害広報活動 

    議会事務局 2 報道機関との連絡調整並びに記者発表 

    視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘ  ー 3 固定系防災行政無線(後川地区）及び各支所放送設備との連携 

     4 災害時要援護者（外国人)対策 

     5 被災状況の写真・ビデオ等による記録 

     6 見舞い者等への応接 

     7 ｱﾏﾁｭｱ無線等との連絡調整 

    

渉外広報班 

 8 海外からの応援協力等 

   1 緊急救援物資 

    2 輸送対策（消防防災ヘリコプター除く） 

    3 災害応急対策に係る予算 

    

財政班 財政課 

4 災害救助費関係資料の作成及び報告 

    1 車両の管理及び配車 

    2 燃料及び応急災害用資機材等の調達 

    3 市有財産の状況調査及び緊急使用 

    4 災害対策用臨時電話等 

    

財産管理班 財産管理課 

5 広域応援等受け入れ場所の確保 

    1 家屋等の被害状況調査及び取りまとめ 

    2 り災証明（火災によるもの及び農林水産関係を除く) 

    3 市税の減免等 

    

調査班 税務課 

4 その他調査 

    1 義援金の保管、出納 

    

会計班 会計課 

2 その他災害経費の出納 

    開発指導班 開発指導課 1 開発地の被害調査及び応急対策、復旧 
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生活衛生部 ●生活部長 市民課 1 避難誘導の調整 

    市営斎場 2 消防団との連絡調整及び活動状況のとりまとめ 

      3 環境保全、危険物流出対策 

      4 防疫(家畜を除く) 

      5 愛玩動物 

      6 尋ね人、安否確認等各種相談及び要望等（農林水産関係被害を除く) 

      7 被災者名簿等の作成 

      8 行方不明者の捜索の調整 

      9 遺体の収容及び保存、埋火葬 

    

生活班 

  10 葬祭業者等への協力要請 

    1 し尿収集及び処理 

    

衛生１班 あさぎり苑 

2 し尿収集広域応援要請及び受入れ等 

    1 塵芥収集及び処理 

    

衛生２班 清掃センター 

2 塵芥収集広域応援要請及び受入れ等 

消防団部 ●消防団長 1 管轄区域の警戒、巡視 

    2 消火活動及び水防活動 

    3 避難誘導 

    4 捜索活動及び救出活動 

    

各分団 各分団 

5 消防本部、生活衛生部との連携 

介護支援部 ●福祉部長 地域福祉課 1 災害ボランティア活用計画 

     2 社会福祉協議会及び日本赤十字社等 

     3 義援金の受付、配分並びに見舞金、援護金等 

     4 生活保護者対策 

    

ボランティア班 

 5 災害時要援護者（障害者)対策 

    精神障害者地域生活支援センター 1 保育園児の安全対策 

    こども未来課 2 福祉関係施設の被害調査及びとりまとめ 

    

福祉避難班 

各保育園 3 福祉避難所の開設及び管理、運営 
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    長寿福祉課 4 災害時要援護者（高齢者、乳幼児年少者)対策 

    今田デイサービスセンター 5 避難所での介護及び看護 

    地域包括支援センター     

    各地域支援センター    

    

 

各居宅介護支援事業所    

保健救護部 ●保健部長 健康課 1 医師会等医療関係機関との連携 

    国保年金課 2 救護所の開設及び救急医薬品等の調達・配分 

    各診療所 3 被災者の救護、保健医療及び相談 

      4 医療、助産活動の庶務 

      5 災害時要援護者(妊婦・乳幼児）対策 

      6 感染症対策 

      7 検病調査、健康診断 

    

救護班 

  8 こころのケア対策及びその他健康対策 

産業土木部 ●産業経済部長 農政課 1 農林水産物（家畜を含む)等の被害調査及びとりまとめ等 

    丹波ささやま黒まめ課 2 家畜の防疫 

    農業委員会 3 り災証明（農林水産関係） 

    

農政班 

  4 農林水産関係の被害に関する相談及び要望等 

    1 ため池、ダム及び山地災害危険箇所対策 

    2 水防（ため池等の警戒)活動 

    3 所管工事現場の災害防止 

    

農林土木班 農村整備課 

4 農林水産関係団体等との調整 

    1 商工業者の被害調査及び協力要請等 

    2 災害時要援護者(観光客)対策 

    3 食糧及び衣類、生活必需品等供給計画及び流通備蓄確保 

    4 宿泊・入浴施設等の斡旋 

    

商工班 商工観光課 

5 買占め並びに風評被害、雇用対策 

建設土木部 ●建設部長 建設土木班 建設課 1 水防（河川等の警戒）活動 
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  開発指導課 2 河川、道路及び災害危険箇所等公共土木施設対策 

   3 道路障害物の除去及び道路啓開 

   4 交通規制 

   5 緊急交通路及び避難路の確保 

   6 所管工事現場の災害防止 

   7 応急復旧用資機材の調達 

   8 土木建築業者等への応援要請及び調整 

 

   9 倒壊家屋対策及びガレキの処理 

  1 市営住宅 

  2 被災建物応急危険度判定 

  3 仮設風呂 

  4 被災住宅の応急対策及びその他住宅 

  5 応急住宅対策及びその他住宅 

  

都市計画班 都市計画課 

6 被災後の都市計画、復興計画 

  1 下水道施設 

  2 仮設トイレ 

  3 所管工事現場の災害防止 

  

下水道班 下水道課 

4 

5 

応急復旧用諸資材の調達 

下水道施設管理業者への応援要請及び調整 

給水部 ●公営企業部長 水道課 1 給水計画 

  県水事業所 2 移動系防災行政無線 

    3 所管工事現場の災害防止 

    4 応急復旧用諸資材の調達及び会計 

  

給水班 

  5 水道関係事業者等への応援要請及び調整 

消防救助部 ●消防長 消防署 管理課 1 消防活動及び救出救助活動、救急活動 

      予防課 2 消防団及び保健救護部との連携 

      警防課 3 消防等活動状況のとりまとめ 

    消防署 4 広域消防相互応援 
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      5 気象予報及び気象警報の伝達 

      6 消防防災ヘリコプター 

      7 り災証明（火災によるもの） 

教育避難部 ●教育部長 教育総括班 教育総務課 1 教育部関係施設（文化財除く)並びに避難所の被害調査及びとりまとめ 

 ○人権推進部長     2 県教育委員会等関係機関等 

 ○監査・公平委員会事務局長     3 避難所の開設状況等のとりまとめ 

      4 各避難所間の調整 

  学校避難班 学校教育課 1 幼児及び児童、生徒の安全対策 

  (避難所１班) 小学校、幼稚園 2 避難所(学校)の開設及び管理、運営 

    中学校 3 学用品等の給与、配分 

    養護学校 4 応急教育対策 

  学習避難班 生涯学習課 1 避難所(生涯学習施設)の開設及び管理、運営 

  (避難所2 班) スポーツ振興課    

    中央図書館    

    篠山公民館    

    田園交響ホール    

  施設避難班 啓発指導課 1 

  (避難所3 班) 男女共同参画課  

福祉避難班、学校避難班、学習避難班及び各分室が所管する避難所以外の避難所

の開設及び管理、運営 

   各隣保館、児童館   

   監査・公平委員会事務局    

  炊出班 各学校給食センター 1 炊き出し及びその材料の確保 

  文化財保護班 地域文化課 1 文化財の被害調査及び保護 

●城東支所長 城東支所 1 管轄区域内の災害情報の収集及び災害対策本部との連絡調整 

  城東公民館 2 住民からの問合せ、相談、要望等に対する応対 

    3 電話等による被害通報の受付及び通報の整理、伝達 

    4 管轄区域内の応急対策 

    5 管轄区域内の広報活動 

城東分室 

  

城東分室 

  6 避難所(公民館所管施設)の開設及び管理、運営 
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●多紀支所長 多紀支所 1 管轄区域内の災害情報の収集及び災害対策本部との連絡調整 

  ﾁﾙﾄﾞﾚﾝｽﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 2 住民からの問合せ、相談、要望等に対する応対 

  多紀公民館 3 電話等による被害通報の受付及び通報の整理、伝達 

    4 管轄区域内の応急対策 

    5 管轄区域内の広報活動 

    6 多紀地区有線放送 

多紀分室 

  

多紀分室 

  7 避難所(福住公民館)の開設及び管理、運営 

●西紀支所長 西紀支所 1 管轄区域内の災害情報の収集及び災害対策本部との連絡調整 

○人権推進部長 西紀公民館 2 住民からの問合せ、相談、要望等に対する応対 

   3 電話等による被害通報の受付及び通報の整理、伝達 

   4 管轄区域内の応急対策 

   5 管轄区域内の広報活動 

    6 固定系防災行政無線(西紀地区) 

西紀分室 

  

西紀分室 

  7 避難所(支所所管施設及び公民館所管施設)の開設及び管理、運営 

●丹南支所長 丹南支所 1 管轄区域内の災害情報の収集及び災害対策本部との連絡調整 

  四季の森生涯学習センター 2 住民からの問合せ、相談、要望等に対する応対 

    3 電話等による被害通報の受付及び通報の整理、伝達 

    4 管轄区域内の応急対策 

    5 管轄区域内の広報活動 

丹南分室 

  

丹南分室 

  6 避難所(四季の森生涯学習センター所管施設)の開設及び管理、運営 

●今田支所長 今田支所 1 管轄区域内の災害情報の収集及び災害対策本部との連絡調整 

  今田公民館 2 住民からの問合せ、相談、要望等に対する応対 

    3 電話等による被害通報の受付及び通報の整理、伝達 

    4 管轄区域内の応急対策 

    5 管轄区域内の広報活動 

    6 今田オフトーク通信 

今田分室 

  

今田分室 

  7 避難所(公民館所管施設)の開設及び管理、運営 

 

 - 108 -



資料編 資料集 第 3部 

【資料 3-4】災害救助法による救助の基準 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 

避難所の設置 災害により現に被害を受

け、又は受けるおそれの

ある者 

（基本額） 

 避難所設置費 

 100 人1 日当たり 

  30,000 円以内 

（加算額） 

 冬季 別に定める額を加算 

  高齢者等の要援護者等を収容

する「福祉避難所」を設置した場

合、当該地域における通常の実

費を支出でき、上記を超える額を

加算できる。 

災害発生の日から７

日以内 

1. 費用は、避難所の設置、維

持及び管理のための賃金職

員等雇上費、消耗器材費、建

物等の使用謝金、借上費又は

購入費、光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含む。 

2.避難に当たっての輸送費は

別途計上 

応急仮設住宅の

供与 

住家が全壊、全焼又は流

失し、居住する住家がな

い者であって、自らの資

力では住宅を得ることが

できない者 

1.規格 

 １戸当たり平均29.7㎡(9坪)を基

準とする。 

2.限度額 

 1 戸当たり 

  2,385,000 円以内 

3.同一敷地内等に概ね 50 戸以

上設置した場合は、集会等に利

用するための施設を設置できる。

(規模､費用は別に定めるところに

よる) 

災害発生の日から 20

日以内着工 

1.平均１戸当たり 29.7 ㎡、

2,342,000 円以内であればよ

い。 

2.高齢者等の要援護者等を数

人以上収容する｢福祉仮設住

宅」を設置できる。 

3.供与期間 高２年以内 

4.民間賃貸住宅の借り上げに

よる設置も対象とする。 

炊き出しその他に

よる食品の給与 

1.避難所に収容された者 

2.全半壊（焼）、流失、床

上浸水で炊事できない

者 

1.１人１日当たり 

  1,010 円以内 

2.被災地から縁故先(遠隔地)等

に一時避難する場合３日分支給

可(大人、小人の差別なし) 

災害発生の日から７

日以内 

食品給与のための総経費を延

給食日数で除した金額が限度

額以内であればよい。（１食は

1/3 日) 

飲料水の供給 現に飲料水を得ることが

できない者（飲料水及び

炊事のための水であるこ

と。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から７

日以内 

輸送費、人件費は別途計上 

1.夏季（4月～9月）冬季（10月～

3 月）の 季別は災害発生の 日

をもって決定する。 

2.下記金額の範囲内 

 災害発生の日から

10 日以内 

1.備蓄物資の価格は年度当初

の評価額 

2.現物給付に限ること 

被服、寝具その

他生活必需品の

給与又は貸与 

全半壊（焼）、流失、床上

浸水等により、生活上必

要な被服、寝具、その他

生活必需品を喪失、又は

毀損し、直ちに日常生活

を営むことが困難な者 

区 分 
１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６ 人 以

上 １ 人

増すご

と に 加

算 
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夏 17,200 22,100 32,600 39,000 49,500 7,200全 壊 

全 焼 

流 失 
冬 28,400 36,700 51,200 60,100 75,400 10,300

夏 5,600 7,500 11,300 13,700 17,400 2,400

  

半 壊 

半 焼 

床上浸水 
冬 9,000 11,900 16,800 19,900 25,200 3,300

医   療 医療の途を失った者（応

急的処置） 

1.救護班…使用した薬剤、治療

材料、医療器具破損等の実費 

2.病院又は診療所… 社会保険

診療報酬の額以内 

3.施術者…協定料金の額以内 

災害発生の日から 14

日以内 

患者等の移送費は、別途計上

助   産 災害発生の日以前又は以

後７日以内に分べんした

者であって災害のため助

産の途を失った者（出産

のみならず、死産及び流

産を含み現に助産を要す

る状態にある者） 

1.救護班等による場合は、使用し

た衛 生材料等の実費 

2.助産婦による場合は、慣行料金

の２割引以内の額 

分べんした日から７日

以内 

妊婦等の移送費は、別途計上

災害にかかった

者の救出 

1.現に生命、身体が、危

険な状態にある者 

2.生死不明の状態にある

者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 3

日以内 

1.期間内に生死が明らかにな

らない場合は、以後「遺体の捜

索」として取り扱う｡ 

2.輸送費、人件費は、別途計

上 

災害にかかった

住宅の応急修理 

住家が半壊(焼)し、自らの

資力により応急修理をす

ることができない者 

居室、炊事場及び便所等日常生

活に必要 小限度の部分 

１世帯当たり 

  500,000 円以内 

災害発生の日から１ヵ

月以内 

 

学用品の給与 住家が全壊(焼)、流失、半

壊(焼)又は床上浸水により

学用品を喪失又は毀損

し、就学上支障のある小

学校児童及び中学校生徒

（盲学校、ろう学校及び養

護学校の小学部児童及び

中学部生徒も含む。） 

1.教科書及び教科書以外の教材

で教育委員会に届出又はその承

認を受けて使用している教材実

費 

2.文房具及び通学用品は、次の

金額以内 

 小学校児童 

  1 人当たり 4,100 円 

 中学校生徒 

  1 人当たり 4,400 円 

 高等学校等生徒 

  一人当たり 4,800 円 

災害発生の日から 

（教科書） 

 1 カ月以内 

（文房具及び通学用

品） 

 15 日以内 

1.備蓄物資は評価額 

2.入進学時の場合に個々の実

情に応じ支給する。 

埋   葬 災害の際死亡した者 1 体当たり 

 大人(12 歳以上) 

  199,000 円以内 

 小人(12 歳未満) 

  159,200 円以内 

災害発生の日から 10

日以内 

災害発生の日以前に死亡した

者であっても対象となる。 

遺体の捜索 行方不明の状態にあり、 当該地域における通常の実費 災害発生の日から 10 1.輸送費、人件費は、別途計
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かつ、四囲の事情により

すでに死亡していると推

定される者 

日以内 上 

2.災害発生後３日を経過したも

のは一応死亡した者と推定し

ている。 

遺体の処理 災害の際死亡した者につ

いて、遺体に関する処理

（埋葬を除く。）をする。 

（洗浄、消毒） 

 1 体当たり 

  3,300 円以内 

［一時保存］ 

 既存建物借上費 

  通常の実費 

 既存建物以外 

  1 体当たり 

  5,000 円以内 

［検案］ 

 救護班以外は慣行料金 

災害発生の日から 10

日以内 

1.検案は、原則として救護 班

2.輸送費、人件費は、別途計

上 

3.遺体の一時保存にドライアイ

スの購入費等が必要な場合

は、当該地域における通常の

実費を加算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関等に

障害物が運びこまれてい

るため生活に支障をきた

している場合で自力では

除去することができない

者 

１世帯当たり 

  137,000 円以内 

災害発生の日から 10

日以内 

 

輸送費及び賃金

職員等雇上費 

1.被災者の避難 

2.医療及び助産 

3.被災者の救出 

4.飲料水の供給 

5.遺体の捜索 

6.遺体の処理 

7.救済用物資の整理配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認めら

れる期間以内 

 

 

 範  囲 費用の限度額 期 間 備  考 

実 費 弁 償 災害救助法施行令第 10 条

第１号から第４号までに規

定する者 

 1 人1 日当たり 

医師、歯科医師 

  17,400 円以内 

薬剤師 

  11,900 円以内 

保健婦、助産婦、看護婦 

  11,400 円以内 

土木技術、建築技術者 

  17,200 円以内 

大工、左官、とび職 

  20,700 円以内 

救助の実施が認めら

れる期間以内 

時間外勤務手当及び旅費は別

に定める額 

※ この基準によって救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、その同意を

得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

※ この基準は、計画作成時現在のものです。実際は「災害救助に関する手続き等を定める規則（昭和 38 年兵庫県

規則第58 号）」に基づき実施される。 
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【資料3-5】自衛隊受け入れ施設一覧 

区分 施設名 所在地 面積（㎡） 電話番号 

自衛隊用本部事務

室 
篠山総合スポーツセンター 郡家451-1 3,598 552-8681

篠山中学校グラウンド 東沢田224 18,324 552-1155

篠山東中学校グラウンド 泉字若林1-1 16,712 556-3781

西紀中学校グラウンド 宮田175 12,336 593-0032

丹南中学校グラウンド 味間新192 18,679 594-1134

自衛隊が集結可能

な空地 

今田中学校グラウンド 今田町今田新田11 13,340 597-3160

災害派遣部隊の宿泊施設は、当該災害による避難所等となっていない場合に 限り次に定めるとこ

ろによるが、避難所として開設されている場合は、適当な施設又は宿営地の選定をする。 

市民センター 黒岡191-1 2,841 554-2188

高城会館 糯ヶ坪83･84合併1 416 552-0919

みたけ会館 瀬利92－３ 499 552-3596

玉水会館 黒岡727－２ 329 552-0945

岡野文化会館 西岡屋292 460 552-0973

城東公民館 日置385－１ 2,000 556-3171

雲部公民館 西本荘字西ノ山１ 427 556-2340

後川文化センター 後川上125-1 373 556-3089

福住公民館 福住344－１ 430 557-0494

ハートピアセンター 細工所117 1,000 557-1177

大芋公民館 中445 678 558-0916

西紀公民館 宮田2-1 1,000 593-1111

四季の森生涯学習センター 網掛429 2,934 594-1180

宿泊施設 

今田公民館 今田町今田新田14-1 1,246 597-2255

資材置き場等 
資材置き場等については、状況に応じ市内各小学校、中学校のグラウンドに必要に応じテントを設

営し使用するが、長期にわたる場合は、近くの市有地又は民有地を借り上げ、一時使用する。 

施設名 所在地 面積(㎡） 電話番号 

篠山総合スポーツセンターグラウンド 郡家字練兵の坪451-4 20,000 552-8681

城東グラウンド 日置351 20,800 556-3171

大谷実業株式会社野球場 遠方字獅子尾谷16-3 7,650 592-0341

四季の森運動公園グラウンド 網掛字下張ノ坪340 9,000 594-1131

消防本部訓練場 野中539 4,000 594-1119

今田グラウンド 今田町今田新田14-1 9,000 597-2255

資料：総務部総務課調べ 
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【資料3-6】防災行政無線（移動系）の整備状況 

種   別 識 別 番 号 所     在 

基 地 局 ぼうさいささやま 市役所本庁(公営企業部） 

ぼうさいささやま２ 公用車 神戸 43 い 2212 

ぼうさいささやま３ 公用車 神戸 41 る 4373 

ぼうさいささやま４ 公用車 神戸 41 る 2511 

ぼうさいささやま５ 公用車 神戸 43 い 2211 

ぼうさいささやま７ 公用車 神戸 41 ゆ 4380 

ぼうさいささやま１０ 公用車 神戸 41 は 6016 

ぼうさいささやま１２ 西新町浄水場 

ぼうさいささやま１３ 公用車 神戸 43 い 2213 

ぼうさいささやま１４ 公用車 神戸 301 な 4333 

ぼうさいささやま１５ 公用車 神戸 46 さ 9687 

ぼうさいささやま１６ 公用車 神戸 41 ら 4063 

ぼうさいささやま１７ 公用車 神戸 41 る 3635 

ぼうさいささやま１８ 公用車 神戸 500 さ 4841 

ぼうさいささやま１９ 西新町浄水場 

ぼうさいささやま２０ 公用車 神戸 43 う 879 

 ぼうさいささやま２１ 公用車 神戸 88 ひ 4838 

ぼうさいささやま１０１ 市役所本庁 

ぼうさいささやま１０２ 市役所本庁 

ぼうさいささやま１０３ 市役所本庁 

ぼうさいささやま１０４ 市役所本庁 

ぼうさいささやま１０５ 市役所本庁 

ぼうさいささやま１０６ 市役所本庁 

ぼうさいささやま１０７ 市役所本庁 

陸 上 移 動 局

( 携 帯 型 )

ぼうさいささやま１０８ 市役所本庁 

資料：公営企業部 調べ 
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【資料3-7】消防無線(消防団関係)の整備状況 

階級 呼出名称 配備車両等 出力 配備場所 呼出名称 配備車両等 出力

団 長 篠山   1 携帯 5W 市役所本庁 篠山 301 指令車 10W

篠山   2 携帯 1W  〃 篠山 302 指令車 10W

 〃 篠山 311 携帯 5W 
篠山   3 携帯 1W 

 〃 篠山 312 携帯 5W 

篠山   4 携帯 1W 城東支所  篠山 313 携帯 5W 

篠山   5 携帯 1W 多紀支所  篠山 314 携帯 5W 

篠山   6 携帯 

副団長 

1W 西紀支所  篠山 315 携帯 5W 

篠山   7 携帯 1W 丹南支所  篠山 316 可搬固定 10W

篠山   8 携帯 1W  〃 篠山 317 携帯 5W 

 今田支所  篠山 318 携帯 5W 

所属 配備部所 呼出名称 配備車両等 出力 所属 配備部所 呼出名称 配備車両等 出力

1 - 1 下原山 多紀  11 積載車 10W 13 - 3 打坂 西紀 133 ポンプ車 10W

1 - 3 福住中 多紀  13 タンク車 10W 13 - 4 栗柄 西紀 134 積載車/携帯 1W 

2 - 2 中 多紀  22 ポンプ車 10W 14 - 1 黒田 西紀 141 ポンプ車 10W

2 - 4 藤坂 多紀  24 積載車 10W 14 - 2 西谷 西紀 142 積載車/携帯 1W 

3 - 2 草ﾉ上 多紀  32 積載車 10W 14 - 3 高屋 西紀 143 積載車/携帯 1W 

4 - 3 泉 城東  43 ポンプ車 10W 15 - 2 大山新 丹南 152 ポンプ車 10W

5 - 1 宮ﾉ前 城東  51 積載車 10W 15 - 4 大山下 丹南 154 積載車 10W

5 - 3 日置 城東  53 タンク車 10W 16 - 2 西吹 丹南 162 タンク車 10W

6 - 1 後川上ﾉ西 城東  61 ポンプ車 10W 17 - 2 中野 丹南 172 積載車 10W

7 - 2 小多田一 篠山  72 積載車 10W 17 - 3 杉 丹南 173 ポンプ車 10W

8 - 1 瀬利 篠山  81 ポンプ車 10W 18 - 1 小枕 丹南 181 ポンプ車 10W

9 - 1 郡家 篠山  91 積載車 10W 19 - 2 古市 丹南 192 ポンプ車 10W

10 - 1 南新町 篠山 101 タンク車 10W 19 - 5 牛ｹ瀬 丹南 195 積載車 10W

10 - 2 北新町 篠山 102 タンク車 10W 20 - 1 上小野原 今田 201 積載車 10W

10 - 3 乾新町 篠山 103 タンク車 10W 20 - 2 上立杭 今田 202 タンク車 10W

11 - 1 今福 篠山 111 積載車 10W 20 - 2 下立杭 今田 203 積載車 10W

11 - 3 西岡屋 篠山 113 積載車 10W 21 - 1 本荘 今田 211 積載車 10W

12 - 1 本郷 西紀 121 ポンプ車 10W 21 - 2 今田新田 今田 212 ポンプ車 10W

12 - 2 遠方 西紀 122 積載車/携帯 10W 21 - 2 市原 今田 213 積載車 10W

13 - 1 
宮田 

(下板井) 
西紀 131 タンク車 10W 計   57 台    

資料：生活部市民課 調べ 
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【資料3-8】気象注意報・警報細分区域 

 一次細分区域 二次細分区域 担当気象官署 市   町 

北播丹波 西脇市、篠山市、多可郡(多可町)、丹波市 

阪神 神戸市､尼崎市､西宮市､芦屋市､伊丹市､宝塚市､川西市､

三田市､川辺郡(猪名川町) 

播磨南東部 明石市､加古川市､三木市､高砂市､小野市､加西市、加東

郡(社町､滝野町､東条町)､加古郡(稲美町､播磨町) 

播磨南西部 姫路市､相生市､赤穂市､飾磨郡(家島町)､揖保郡(太子町)､

赤穂郡(上郡町)、たつの市 

播磨北西部 飾磨郡(夢前町)､神崎郡(市川町､福崎町､香寺町､神河町)､

佐用郡(佐用町)､宍粟郡(安富町)、宍粟市 

南部 

淡路島 

神戸海洋気象台 

洲本市、津名郡（五色町)､南あわじ市、淡路市 

但馬北部 豊岡市、美方郡(香美町、新温泉町) 

兵 

 

 

庫 

 

 

県 

北部 

但馬南部 

豊岡測候所 

養父市､朝来市 
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【資料 3-9】県への主な緊急対策支援要請方法 

県担当部 要請事項 支 援 要 請 系 統 

自衛隊派遣・ 

 各種支援要請 

第３師団［陸上・航空］       県災害 

第３特科連帯［陸上］          対策本部        

阪神基地隊［海上］           事務局 

 

                                丹波地方本部     市 

        各部総務課     各主管課 

隣接市町での避難所

の開設 

隣接市町               県災害対策本部      丹波地方本部       市

                 事務局 

陸上鉄道輸送の要請 
ＪＲ西日本            県災害対策本部       丹波地方本部       市 

私鉄各社             事務局 

航空輸送の要請 
大阪空港事務所          県災害対策本部    丹波地方本部        市

但馬空港管理事務所     事務局 

陸上自動車輸送のあ

っせん 

トラック協会             県災害対策本部    丹波地方本部    市 

バス協会             事務局 

近畿運輸局              警察本部 

物資のあっせん 
関係団体           商業    県災害対策本部   丹波地方本部    市 

近畿経済産業局     振興課  事務局 

物資のあっせん 

（福祉関係機器） 

関係団体     障害福祉課  県災害対策本部   丹波地方本部    市 

                   事務局    

食料の調達・あっせん 

食糧事務所    総合農政担当課長・       県災害対策本部    丹波   市

協定業者     消費流通担当課長          事務局     地方 

                                         本部 

放送要請 

ＮＨＫ神戸放送局         県災害     丹波地方本部         市 

サンテレビジョン          対策本部 

ラジオ関西            事務局 

兵庫ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ放送 

毎日放送 

朝日放送 

関西テレビ放送 

読売テレビ放送 

大阪放送(ﾗｼﾞｵ大阪) 

FMCO･CO･LO 

緊急警報放送要請 
ＮＨＫ神戸放送局        県災害       丹波地方本部    市 

                 対策本部事務局 

災害対策本部事

務局 

報道要請 

神戸新聞社              県災害 丹波地方本部 市 

朝日新聞社              対策本部事務局 

讀賣新聞社 

毎日新聞社                       篠山記者クラブ 

産経新聞社 

日本経済新聞社 

日刊工業新聞社 

時事通信社 

共同通信社 

日本工業新聞社 
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県担当部 要請事項 支 援 要 請 系 統 

消防・救急応援 消防庁   県災害対策本部  篠山市消防本部 

ヘリの出動 

神戸市                  県災害対策本部  市 

消防庁（他都道府県）      事務局 

自衛隊 

海上保安本部 

災害対策本部事

務局 

災害救援専門ボランティ

アの派遣 

関係団体     県災害対策本部    丹波地方本部   市 

         事務局 

がれき処理対策 

ごみ処理対策 

し尿処理対策 

（仮設トイレあっせん等） 

県内市町      環境整備課  丹波県民局県民生活部環境担当   市 

関係団体 

関係省庁 

他府県 

保健師・栄養士等保健関

係者の派遣 

県内健康福祉事務所        健康  丹波県民局  市 

県内市町                  増進課     篠山健康 

近隣府県                       福祉事務所 

全国都道府県(厚生労働省) 

医療関係者の派遣 

全国都道府県(厚生労働省) 

日本赤十字社                      医療課    地域医療 

医師会                                          情報ｾﾝﾀ  ー

歯科医師会 

市町立病院                                         各医療機関 

国立病院  近畿厚生局 

県立病院  県立病院局                  災害拠点病院 

薬剤師会                         薬務課 

患者受入医療機関のあ

っせん 

厚生労働省           医療課  地域医療情報ｾﾝﾀｰ 

県内医療機関                             健康福祉事務所 

                      災害拠点病院 

                                 各医療機関 

ヘリによる患者搬送 

神戸市                 県災害対策本部 

消防庁（他都道府県）      事務局 

自衛隊                                      災害拠点病院 

海上保安本部         医療課  地域医療情報ｾﾝﾀ  ー

                                           各医療機関 

ライフラインの優先復旧

（医療機関関係） 

ＮＴＴ西日本                             医療課 

水道事業者  企業庁(生活衛生課)  

関西電力                         地域医療情報ｾﾝﾀ  ー

大阪ガス 

エルピーガス防災協会                    各医療機関 

入院患者に対する食事

の提供 

給食事業者等  医療課   地域医療情報ｾﾝﾀｰ  各医療機関 

県民生活部 

医薬品の供給 

厚生労働省              薬務課    市      各医療機関 

薬事協会 

医薬品卸協同組合   
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県担当部 要請事項 支 援 要 請 系 統 

 血液の安定供給 
 赤十字血液ｾﾝﾀ  ー     薬務課       市 

                                  各医療機関 

 感染症対策薬剤等の供

給 

 県内市町  疾病対策課  丹波県民局県民生活部健康福祉担当  市 

 遺体処理・埋葬等 (広

域火葬・ﾄﾞﾗｲｱ ｲｽ・柩等

の確保・あっせん､遺体

の搬送) 

 厚生労働省     生活衛生課  丹波県民局県民生活部健康福祉担当  市 

 近隣府県 

 民間業者等 

 風呂対策支援 

 関係団体等  生活衛生課 丹波県民局県民生活部健康福祉担当  市 

 

 自衛隊   県災害対策本部事務局 

 県民生活部 

 愛玩動物の保護･収容 
 民間団体  生活衛生課     特定健康福祉事務所       市 

                          動物愛護センター 

 産業労働部 
 生活必需物資の流通確

保 

 百貨店             商工振興課  丹波県民局地域振興部産業労働担当 

 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ各社 

 石油商業組合等                  市 

 農林水産部 
 非常災害用木材の調

達・あっせん 

 木材業協同   林務課  丹波県民局地域振興部農林(水産)担当  市 

 組合連合会等 

 建設資機材等のあっせ

ん 

 建設業協会  総務課  県災害対策本部事務局  市 

                                              警察本部 

 応急危険度判定士の派

遣 

 国土交通省    建築指導課    市 

 応急仮設住宅の建設支

援 

 プレハブ住宅協会     住宅整備室  丹波県民局県土整備部まちづくり担当   

 国土交通省                                 市 

 県土整備部 

 公営住宅への一時入居 
 各市町        住宅管理室    丹波県民局県土整備部まちづくり担当 

 他府県                                     市 

 飲料水の供給 

 給水車の派遣 

 水道復旧工事に関する

人材派遣 

 隣接市町             水道課    ブロック代表市町    市 

 厚生労働省            (県民生活部   

 他府県                 生活衛生課) 

 日本水道協会            

 自衛隊         県災害対策本部事務局 

 海上保安部 

 企業庁 

 医療用水の確保 

 水道事業者  水道課   医療課  地域医療情報ｾﾝﾀｰ 

             (県民生活部生活衛生課) 

                                             各医療機関 

 警察官の協力要請  篠山警察署    市 

 交通誘導の実施  警備業協会    警察本部 

他府県警察官の派遣要

請 

他府県公安委員会  県公安員会 

他府県警察ヘリの派遣

要請 

他府県公安委員会  県公安員会 

 警察本部 

救助用建設資機材 建設業協会  県災害対策本部事務局  市  警察署 

資料：県地域防災計画 風水害等対策計画 
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【資料 3-10】県への調査事項及び調査（報告）系統 

県担当部 要請事項 調 査 （報 告） 系 統 

災害即報 

（被害の全般的

な状況） 

県災害対策本部事務局 ← 丹波地方本部事務局 ← 市 

             ↑← 市消防本部  

［緊急を要する即報］   県災害対策本部事務局 ← 市 

ライフライン被

害・復旧状況 

県災害対策本部事務局 ← ← ＮＴＴ西日本 ［電話］ 

                ↑← 関西電力 ［電気］ 

                ↑← 大阪ガス ［ガス］ 

                ↑← エルピーガス防災協会［LP ガス］ 

                ↑← 企業庁 ［水道・工業用水道］ 

人､住家等の被

害､火災による

被害 

県災害対策本部事務局 ← 丹波地方本部事務局 ← 市 

避難所開設状

況 
県災害対策本部事務局 ← 丹波地方本部事務局 ← 市 

危険物施設等

被害状況 

県災害対策本部事務局 ← 丹波地方本部事務局 ← 市 

             ↑← 市消防本部(重大事案のみ) 

災害対策 

本部事務局 

高圧ガス・火薬

類被害状況 
県災害対策本部事務局 ← 各事業者 

ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ活動

状況 
総務課 ← 生活創造課 ← 丹波県民局県民生活部県民担当 ← 市 

環境衛生施設

の被害 
総務課 ← 環境整備課 ← 丹波県民局県民生活部環境担当 ← 市 

社会福祉施設

等の被害 
総務課 ← 長寿社会課等 ← 丹波県民局県民生活部県民担当 ← 市 

火葬施設の被

害 
総務課 ← 生活衛生課 ← 丹波県民局県民生活部健康福祉担当 ← 市 

県民生活部 

医療施設・感染

症施設の被害 

総務課 ← 医療課 ← 兵庫県医師会等 

          ↑← 丹波県民局柏原健康福祉事務所 ← 各医療機関 

産業労務部 
商工業被害状

況 
総務課 ← 課長（産業政策担当） ← 各商工会、各事業所等 

農林水産業被

害 
総務課 ← 丹波県民局柏原農林振興事務所 ← 市 

農地・農業用施

設被害 
総務課 ← 農地防災室 ← 丹波県民局柏原土地改良事務所 ← 市 農林水産部 

治山・林道施設

被害 
総務課 ← 治山課 ← 丹波県民局篠山農林振興事務所[県管理] ← 市[市管理] 

公共土木施設

等の被害 

総務課 ← 河川課［河川］ 

   ↑← 下水道課［下水道施設］  ← 丹波県民局柏原土木事務所［県工事］ 

   ↑← 砂防課［砂防施設等］     ←↑ 市[市工事] 

   ↑← 道路保全課［道路］ 

県土整備部 

道路の不通状

況 
総務課 ← 道路保全課 ← 丹波県民局柏原土木事務所［県管理］ ← 市[市管理]
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市街地整備事

業被害 
総務課 ← 市街地整備課 ← 市 ← 施行者 

公営住宅関係

被害 
総務課 ← 住宅整備課 ← 丹波県民局柏原土木事務所 ← 市［市営住宅] 

その他建築関

係被害 
総務課 ← 建築指導課 ← 丹波県民局柏原土木事務所 ← 市[民間宅地] 

都市公園被害 総務課 ← 公園緑地課 ← 丹波県民局柏原土木事務所[県管理] ← 市[市管理] 

 

市街地の被害 総務課 ←  都市計画課 ← 市 

企 業 庁 
水道施設の被

害・復旧状況 
水道課(県民生活部生活衛生課) ← 丹波県民局柏原健康福祉事務所 ← 市 

水  防  部 
水防関係の状

況 

水防本部 

 ↑← 丹波県民局柏原土木事務所・柏原土地改良事務所 ← 水防管理団体（市） 

                             ↑←河川管理施設ダム・利水ダム 

教育委員会 

教育関係の情

報（県市町立学

校、国・県・市町

指定文化財、

県・市立教育施

設） 

総務課 ← 県丹有教育事務所 ← 市教育委員会 

警察本部 
災害全般の被

害調査 
災害対策課 ← 篠山警察署 ← 交番・駐在所 

資料：県地域防災計画 風水害等対策計画 

 

 

【資料3-11】広域避難場所一覧 

名     称 所在地 電話番号 面積（㎡） 

篠山中学校グラウンド 東沢田224 552-1155 18,324 

篠山小学校グラウンド 北新町5 552-0069 6,448 

日置小学校グラウンド 日置162 552-2034 4,900 

村雲小学校グラウンド 草ノ上108 558-0116 7,473 

西紀南小学校グラウンド 黒田186 593-0028 6,761 

味間小学校グラウンド 味間新97-3 594-0019 8,239 

今田小学校グラウンド 今田町下小野原61 597-2019 8,678 

７ヶ所 60,823 
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【資料3-12】収容避難所一覧 

地区 名称 所在地 電話番号 収容可能 

篠山 篠山 市立篠山小学校 北新町5 552-0069 （体育館のみ）200

  たんば田園交響ホール 北新町41 552-3600 300

  篠山市商工会 篠山商工会館 二階町58-2 554-1678 （経済交流センタ

ーのみ）100

 八上 市立高城会館 糯ヶ坪83･84-1 552-0919 50

  市立八上小学校 糯ヶ坪89 552-0598 （体育館のみ）150

 畑 市立畑小学校 畑宮324-2 552-0236 （体育館のみ）150

  市立みたけ会館 瀬利92-3 552-3596 50

 城北 篠山市障害者総合支援センター スマイ

ルささやま 

東沢田240-1 554-2073 300

  市立篠山中学校 東沢田224 552-1155 （体育館のみ）300

  県立篠山鳳鳴高等学校 大熊369 552-0047 （体育館のみ）500

  市立篠山養護学校 沢田120-1 552‐5237 150

  市立城北小学校 黒岡89 552-0462 （体育館のみ）150

  市立篠山市民センター 黒岡191-1 554-2188 400

  市立玉水会館 黒岡727-2 552-0945 50

  県立篠山産業高等学校 郡家403-1 552-1194 （体育館のみ）500

  市立篠山総合スポーツセンター 郡家451-1 552-8681 600

 岡野 市立岡野小学校 東浜谷531 552-0553 （体育館のみ）240

  市立岡野文化会館 西岡屋292 552-0973 50

城東 日置 市立日置小学校 日置162 556-2034 （体育館のみ）200

  市立城東公民館 日置385-1 556-3171 250

  市立Ｂ＆Ｇ海洋センター 日置385-1 556-3171 200

 後川 市立後川小学校 後川上477 556-2734 （体育館のみ）100

  市立後川文化センター 後川上1251 556-3089 50

 雲部 市立雲部小学校 西本荘1 556-3200 （体育館のみ）100

  市立雲部公民館 西本荘字西ノ山1 556-2340 50

  市立篠山東中学校 泉字若林1-1 556-3781 （体育館のみ）360

多紀 福住 市立福住小学校 福住342-1 557-0027 150

  市立福住公民館 福住344-1 557-0494 50

  県立篠山産業高等学校 東雲校 福住1260 557-0039 （体育館のみ）290

 村雲 ハートピアセンター 細工所117 557-1177 120

  市立村雲小学校 草ノ上108 558-0116 280

  篠山市デイサービスセンター 小田中172-1 558-0080 50

  篠山市保健センター 小田中220 558-0324 50

 大芋 市立大芋公民館 中445 558-0916 50

  市立大芋小学校 中500 558-0014 150

西紀 西紀南 市立西紀南小学校 黒田186 593-0028 （体育館のみ）220

  市立川西隣保館 川西70 593-0093 50

 西紀 市立西紀公民館分館 宮田2-1 593-0334 90

  市立西紀体育館 宮田110-1 593-0196 450
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地区 名称 所在地 電話番号 収容可能 

西紀 西紀 篠山市西紀高齢者コミュニティセンター 宮田113 593-1061 40

つづき つづき 市立西紀中学校 宮田175 593-0032 （体育館のみ）400

  篠山市西紀老人福祉センター・デイサー

ビスセンター 
宮田216 593-0896 100

  市立西紀小学校 乗竹650 593-0024 （体育館のみ）150

 西紀北 市立西紀北小学校 本郷123 592-0007 （体育館のみ）150

  篠山市基幹集落センター 本郷159 592-0003 70

  篠山市草山地区コミュニティ消防センター 本郷250-2 592-0117 100

丹南 大山 大山宮公民館 大山宮67 596-0660 80

  市立大山小学校 大山新100 596-0013 （体育館のみ）200

  市立川代体育館 大山下347 596-0711 500

  大山下公民館 大山下508-2 596-0852 200

 味間 市立丹南健康福祉センター 網掛301 594-1117 200

  市立四季の森生涯学習センター 西館 網掛429 594-1180 300

  市立四季の森生涯学習センター 東館 網掛429 594-1116 200

  
篠山市商工会 商工振興会館 網掛429 594-1120 

（大研修室のみ）

30

  市立丹南中学校 味間新192 594-1164 （体育館のみ）400

  市立味間小学校 味間新97-3 594-0019 （体育館のみ）500

  丹波ささやま農業協同組合 丹波広域研修

センター 
大沢430-1 594-1121 

（丹波広域研修セ

ンターのみ）180

  市立住吉台コミュニティ消防センター 住吉台17-3 594-0961 250

 城南 市立城南小学校 小枕120 594-0728 （体育館のみ）250

  真南条中公民館 真南条中1121 595-1313 80

 古市 油井公民館 油井222-3 595-0017 80

  市立古市小学校 波賀野新田74 595-0019 （体育館のみ）150

  市立古市地区コミュニティ消防センター 波賀野新田682-2 595-1085 120

  県立篠山産業高等学校 丹南校 南矢代302 595-0007 （体育館のみ）290

今田 今田 市立今田小学校 今田町下小野原61 597-2019 （体育館のみ）350

  篠山市商工会 今田町商工会館 今田町今田6 597-2043 （研修室のみ）40

  市立今田中学校 今田町今田新田11 597-3160 （体育館のみ）400

  市立今田公民館 今田町今田新田14-1 597-2255 150

  市立さぎそうホール 今田町今田新田14-1 597-2255 150

  市立今田体育館 今田町今田新田14-1 597-2255 400

  篠山市今田老人福祉センター・デイサー

ビスセンター 
今田町今田新田19-1 597-3221 100

  
篠山市今田健康増進センター 

今田町下立杭16-3

（釜屋） 
597-2255 300

  丹波伝統工芸公園 今田町上立杭3 597-2034 100

  合計 73ヶ所  14,560
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【資料3-13】一時避難場所(主要)一覧 

地  区 名                称 所  在  地 面積(㎡) 

篠山中学校グラウンド 東沢田224 18,324

篠山小学校グラウンド 北新町5 6,448

八上小学校グラウンド 糯ヶ坪89 6,261

畑小学校グラウンド 畑宮324-2 3,687

城北小学校グラウンド 黒岡89 4,453

篠 山 

岡野小学校グラウンド 東浜谷531 5,658

日置小学校グラウンド 日置162 4,900

後川小学校グラウンド 後川上477 2,475城 東 

雲部小学校グラウンド 西本荘1 4,900

福住小学校グラウンド 福住342 4,325

村雲小学校グラウンド 草ノ上108 7,473多 紀 

大芋小学校グラウンド 中500 4,030

西紀南小学校グラウンド 黒田186 6,761

西紀小学校グラウンド 乗竹650 3,727西 紀 

西紀北小学校グラウンド 本郷123 4,744

大山小学校グラウンド 大山新100 7,409

味間小学校グラウンド 味間新97-3 8,239

城南小学校グラウンド 小枕120 4,769
丹 南 

古市小学校グラウンド 波賀野新田74 7,545

今 田 今田小学校グラウンド 今田町下小野原61 8,678

計 ２０ヶ所 124,806

 

【資料3-14】化学消火剤等備蓄状況 

備蓄場所 保有量 

篠山市消防本部 泡  1,560㍑ 

篠山市消防団 〃   660㍑ 

資料：篠山市消防本部、生活部市民課 調べ 

 

【資料3-15】放射線等防護資機材整備状況 

測定機器(個) 
防護服(着) 

呼吸保護具

（個） 個人被爆線量計 環境放射線測定器(ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ )ー

 

空
気
呼
吸
器
内
蔵

型そ
の
他 

酸
素
ボ
ン
ベ
式 

そ
の
他 

フ
ィ
ル
ム
バ
ッ
ジ 

ポ
ケ
ッ
ト
線
量
計 

熱
ル
ミ

セ
ン
ス 

ネ

線
量
計 

そ
の
他 

電
離
箱
式 

Ｇ
Ｍ
管
式 

シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン

式表
面
汚
染
検
査
用 

そ
の
他 

篠山市消防本部  2 5 5 2 1   

資料：篠山市消防本部調べ 
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【資料3-16】救急車等一覧 

救急隊員数 

保有機関 所在地 

救急車等

保有台数

（台） 

電話番号 専 

任 

兼 

任 

篠山市消防本部 篠山市北40-2 救急車3 594－1119 2 39 

丹波市消防本部 柏原町母坪371-1 〃 4 0725-72-2255 8 29 

三田市消防本部 三田市下深田390 〃 4 564-0119 12 39 

猪名川町消防本部 
猪名川町猪名川柴合字古

津側山4-10 
救急車3 072-766-0119 6 30 

日赤兵庫県支部 
神戸市中央区下山手通 5

丁目6-22 
救急車5 078-341-8793   

加東市消防本部 加東郡市上中3 丁目25 救急車3 0795-42-0119  54 

西脇多可行政事務組合消防本

部 
西脇市野村町1796-502 救急車6 0795-22-0119  52 

京都中部広域消防組合 亀岡市荒塚町1 丁目9-1 救急車3 07712-2-0119   

資料：篠山市消防本部 調べ 

 

【資料3-17】医薬品等(医薬品衛生材料)の調達先一覧 

(１) 薬局・薬店 

名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号 

アルカドラッグ 大沢362-1 590-1033 祥漢堂薬局 篠山口店 大沢428 590-2610

稲川薬局 呉服町43 552-0354 祥漢堂薬局 大沢店 大沢371-1 590-1315

浦名薬局㈲ 西町11 552-1121 丹南東吹マルゼン薬店 東吹348 594-4040

木村 回生堂 立町42 552-2229 ティエス調剤薬局 丹南店 宇土358-1 594-4093

久下 快養堂 宮田3 593-0033 ときもと 小枕60 594-0553

クスリキリン堂 杉265-1 594-2036 なかにし薬局 乾新町156 554-2278

くらしの百貨 おくも 福井35 558-0031 なかにし薬局福住店 福住472-5 554-5815

ささやま薬局 黒岡186-5 552-7510 奈良屋 薬店 河原町208 552-1030

さつき薬局 行石店 東吹505 590-1193 ハタカツ 杤梨460 557-0040

さつき薬局 東吹981-1 590-1493 波多野幸福堂 西町61 552-0277

しののめ薬局 黒岡304-5 0120-025321

554-1340

布袋堂薬局 二階町70 0120-052139

552-0139

昭和薬品 二階町25 552-1365 ヘルスステーション不来坂 不来坂2-1 595-1029

祥漢堂薬局 にしき店 西谷156-6 593-1500 福田屋薬局 大沢512 594-0029

 

(2) 医薬品卸業 

名    称 所在地 電話番号 

㈱ケーエスケー柏原支店 丹波市柏原町柏原深田1405 0795-72-2101

サクラヤ三星堂㈱西脇支店 西脇市寺内字木コラ345 0795-22-2195

㈱アズウェル丹波支店 丹波市氷上町石生1984の1 0795-82-8181

（薬局・薬店）資料：篠山市薬業会 
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【資料3-18】救護所設置予定施設一覧 

名          称 所  在  地 電話番号 名          称 所  在  地 電話番号 

篠山小学校 北新町28 552－0069 城南小学校 小枕120 594－0728

八上小学校 糯ヶ坪89 552－0598 古市小学校 波賀野新田74 595－0019

畑小学校 畑宮324-2 552－0236 今田小学校 今田町下小野原61 597－2019

城北小学校 黒岡89 552－0462 東雲診療所 小田中202-2 558－0053

岡野小学校 東浜谷531 552－0553 後川診療所 後川上477-1 556－3735

日置小学校 日置162 556－2034 草山診療所 本郷108-1 592－0011

後川小学校 後川上477 556－2734 今田診療所 今田町今田新田17-1 590－3050

雲部小学校 西本荘1 556－3200 保健センター 小田中220 558－0324

福住小学校 福住342 557－0027 西紀老人福祉ｾﾝﾀ  ー 宮田216 593－0896

村雲小学校 草ノ上108 558－0116

大芋小学校 中500 558－0014

丹南健康福祉セン

ター 
網掛301 594－1117

西紀南小学校 黒田186 593－0028

西紀小学校 乗竹650 593－0024

今田老人福祉セン

ター 
今田町今田新田19-1 597－3220

西紀北小学校 本郷123 592－0007

大山小学校 大山新100 596－0013

篠山デイサービス

センター 
小田中172-1 558－0080

味間小学校 味間新97-3 594－0019   

 

 

【資料3-19】収容棺等の調達先一覧 

名 称 所在地 電話番号 

棺製造 

指辰商店 糯ヶ坪48 552-0876

葬祭業 

メモリア ㈱関西新生活互助会 杉170-1 594-4309

ネムール キクヤ㈱ 網掛391-1 590-1900

JA丹波ささやま葬祭 大沢438-1 594-4556

㈲本多セレモニー 二階町37-1 552-1234

メモリアルハウスささやま 西吹577-5 590-2441

セフレ葬祭会館 味間南294 590-2550

北摂公栄社（有） 三田市対中2-17 563-4142

ベルコ㈱ 三田支社 三田市駅前町8-18 553-5101

兵庫県葬祭事業協同組合連合会 尼崎市水堂町3 丁目19-8 06-6434-3338

花輪等 

みどりや 杤梨121 557-1107

西八本店 二階町37-1 552-1234

資料：生活部市営斎場、市民課調べ 
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【資料3-20】災害緊急時の素掘した仮設トイレ(２基)の作り方 

 

１ 地面の掘り方 

 

 

 

    上 面 図 200 ㎝             側 面 図 180cm 

 

２ 仮設トイレの作り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

    立 面 図 180 ㎝             側 面 図 90cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            上 面 図 180 ㎝ 

170 ㎝ 

90 ㎝

10 ㎝

70 ㎝ 90 ㎝ 

90 ㎝ 90 ㎝ 

180 ㎝ 180 ㎝ 

25㎝ 

40㎝
90 ㎝

    裏 面 図 180 ㎝       

※ 必要な道具類 

ノゴギリ、金槌、クギ、 

スコップ、バケツ、 

木(タルキ)は、20 本(180cm)、10

本(90cm) 

ベニヤ板は 10 枚 

コンパネ又はパネコート 

 

 ※ 作り方の基準 

１ 地面の掘り方は、スコップ等で掘る。あまり規模を大きくすると危険である。 
２ 掘った土は、後日埋め立てに使用するので、脇に積み上げて置く。 
３ 堀立て小屋式のため、四方は杭を打ち固定する。 
４ 柱は、木(タルキ)または廃材等を使用する。クギ打ちとする。 
５ 柱は、スジカイを加える。 
６ 目隠しは、ベニヤ板、ビニールシート、毛布等を使用する。 
７ 屋根、床はベニヤ板の厚板（コンパネ又はパネコート）を使用する。 
８ 床の切抜きは、同規模程度にする。 
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【資料3-21】主要なスポーツ・レクリエーション施設等の現況 

区分 施設名 住  所 電話番号 収容人数等 

青山台ゴルフ倶楽部 和田字東勝山32－１ 552-4980 240人

篠山ゴルフ倶楽部 奥山字是次45－１ 558-0341 330人

ﾍﾞﾙｸﾘ゙ー ﾝｶﾝﾄﾘー ｸﾗﾌ ゙ 本明谷字奥山65-3 558-0580 350人

鳳鳴カントリークラブ 立金字見江谷55－2 558-0316 350人

オオタニ広尾カントリークラブ 奥原山字広尾41 557-1101 200人

にしきカントリークラブ 遠山119-1 592-0331 300人

スポーツ･レクリエ

ーション施設 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋ゙ﾚｯｼﾞｶﾝﾄﾘー ｸﾗﾌ ゙ 今田町黒石200-1 597-3888 250人

県立憩の家新たんば荘 郡家字練兵ノ坪451 552-3111 80人

ユニトピアささやま 矢代字再ﾉ木ﾉ坪231 552-5222 310人

大谷にしき荘 遠山122-1 592-0045 30人
宿泊施設 

王地山公園ささやま荘 河原町474-1 552-1127 65人

入浴施設 こんだ薬師温泉ぬくもりの郷 今田町今田新田21-10  

資料：総務部総務課調べ 

 

 

 

【資料 3-22】応急仮設住宅建設場所等基本的な考え方 

１ 建設可能地選択基準 

(1) 敷地規模は 5,000㎡以上を目途とするが、それ以下であっても30戸程度の仮設住宅を建設可能であれば

可能地とする。 

(2) 長期的に存続可能性のある敷地とし、公共用地を原則とするが、一部は敷地の規模が大きいもので、私有

地等のものも可能地とした。 

(3) 立地条件はライフライン可能地とする。 

(4) 各敷地の建設戸数は通路、隣棟スペースを考え、１戸当たり 50 ㎡で算出する。 

 

２ 仮設住宅規格 

(1) 規模は２Ｋ（26.4 ㎡）を基準とし、連戸型の建設とする。連戸数は５戸程度とするが、敷地形態により変更す

る。 

(2) 住戸内トイレは原則、洋式とする。 

(3) 宅外トイレ排水は、状況によりくみ取り型、浄化槽型、生放流型とする。 
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【資料3-23】上水道施設一覧 

(1) 取水施設 

区分 施設名 取水能力（m3／日） 

上水道（篠山） 

上水道（丹南） 
 

７，０００ 

６，３６０ 

城東簡易水道 ６３０ 

多紀（西・東部）簡易水道 ２，９０３ 

後川簡易水道 ３００ 

西紀中簡易水道 ２，１７０ 

西紀北簡易水道 ３６０ 

大山簡易水道 ６２０ 

簡易水道 

今田簡易水道 １，８５６ 

 (2) 浄水施設 

区分 施設名 配水能力（m3／日） 

上水道 
（篠山） 

（丹南） 

６，７００ 

６，０００ 

城東簡易水道 ６３０ 

多紀（西・東部）簡易水道 ２，０２０ 

後川簡易水道 ３００ 

西紀中簡易水道 ２，０００ 

西紀北簡易水道 ３６０ 

大山簡易水道 ６２０ 

簡易水道 

今田簡易水道 １，８５６ 

 (3) 配水池一覧（26ヵ所） 

配水池名 容量(m3) 配水池名 容量(m3) 配水池名 容量(m3) 

前山配水池 6,000 後川配水池 222大芋配水池 178

八上配水池 200 福住配水池 214剛山配水池 315

村雲配水池 192 栗柄配水池 137中央第１配水池 350

中央第２配水池 500 北部第１配水池 123北部第２配水池 100

西城山第１配水池 138 西城山第２配水池 1,050古市配水池 178

真南条配水池 108 住吉台配水池 1,000住山配水池 60

味間奥調整池 108 小枕調整池 137北野配水池 178

金山配水池 48 黒石高区配水池 370黒石配水池 283

低区配水池 170 低区配水池 482 

 (4) 加圧装置、加圧ポンプ場一覧（22箇所） 

新荘加圧所 県守加圧所 原加圧所 藤岡加圧所 曽地加圧所 

後川奥加圧所 奥畑加圧所 佐貫谷加圧所 藤坂1,2 加圧所 市野々加圧所 

奥山加圧所 中原山加圧所 栗柄加圧所 川阪加圧所 桑原加圧所 

南矢代加圧所 住山加圧所 味間奥加圧所 追入加圧所 今田北摂加圧所 

みどり台加圧所 四十九加圧所    

資料：公営企業部水道課 調べ 
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【資料3-24】市所有車両一覧表 

(1) 公用車一覧表（消防団、消防本部、委託車両を除く） 

    

本庁 

管内 

城東支所

管内 

多紀支所

管内 

西紀支所

管内 

丹南支所 

管内 

今田支所 

管内 

車両種別 

()はうち

本庁配車

車両 

()はうち

支所配車

車両 

()はうち

支所配車

車両 

()はうち

支所配車

車両 

()はうち

支所配車

車両 

()はうち

支所配車

車両 計 

普通乗用 セダン 3(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3

  ワンボックス 4(3) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 5

小型乗用 セダン 6(4) 0(0) 1(0) 1(1) 1(1) 2(1) 11

  ワンボックス 14(9) 0(0) 1(0) 3(0) 3(1) 0(0) 21

小型貨物 セダン 23(20) 3(2) 3(2) 1(1) 6(1) 2(1) 38

  ダンプトラック 2(2) 1(1) 0(0) 0(0) 3(0) 0(0) 6

  トラック 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2

  ワンボックス 7(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 7

普通貨物 ダンプトラック 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 3

軽自動車 トラック 4(4) 1(0) 2(1) 2(1) 3(1) 1(1) 13

  ワンボックス 10(10) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 1(1) 13

  貨物 2(2) 1(1) 3(1) 4(1) 3(1) 1(0) 14

  乗用 11(10) 2(1) 3(0) 2(1) 6(1) 2(1) 26

乗合自動車 バス 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0

  マイクロバス 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1

特殊車両 トラクター 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1

  糞尿車 4(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4

  塵芥車 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2

  障害者輸送車 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 2(0) 4

  車いす移動車 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1

  患者輸送車 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0

  給食配送車 0(0) 5(0) 0(0) 1(0) 2(0) 1(0) 9

  給水車 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1

  小型特殊 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 2

  大型特殊 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 8(0) 0(0) 8

計 97(77) 13(5) 14(4) 16(6) 43(7) 12(5) 195

         

内訳（再掲） スピーカー付 8(6) 1(1) 1(1) 1(1) 3(1) 1(1) 15

  防災行政無線付 12(12) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 12

資料：総務部財産管理課 調べ 

 

（2） 消防本部所管車両等 

① 車両 

種  別 台数(台) 

水槽付消防ポンプ自動車 １

化学消防自動車 １
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救急自動車 ３

指揮車 １

救助工作車 １

広報車 １

指令車 １

災害対応特殊消防ポンプ自動車 １

合計 １０

資料：篠山市消防本部 調べ 

② 舟艇 

種  別 台数(艘) 

ゴムボート(船外機付) 1

合計 1

資料：篠山市消防本部 調べ 

(3) 消防団部車両 

種別 台数(台) 

指令車 2

水槽付消防ポンプ自動車 ８

消防ポンプ自動車 １２

小型動力ポンプ積載車 ５１

合計 ７３

資料：生活部市民課 調べ 
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【資料3-25】災害の被害認定基準について 

平成13 年6 月28 日府政防第518 号内閣府政策統括官（ 防災担当） から 

警察庁警備局長、消防庁次長、厚生労働省、社会・援護

局長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局長あて通知 

 

災害の被害認定基準について 

災害の被害認定基準は、災害時の被害状況の報告のため、関係各省庁の通達等で定めていたものであるが、判

断基準について各省庁に差異があることから、昭和４３年６月に統一されたものである。 

しかしながら、災害の被害認定基準はその後既に３０数年が経過しており、特に住家の被害については、建築技

術の進歩による住宅構造や仕様の変化などから、 近の災害に係る住家の被害認定については実情に合わないの

ではないかとの指摘がなされた。 

このような状況から、現行の被害認定基準のうち住家の全壊・半壊に係る認定基準について、関係省庁等の参加

の下、内閣府に設置された「災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会」において検討を行った結果、このたび

成案を得たので、内閣総理大臣官房審議室長通知「災害の被害認定基準の統一について（ 昭和４３年６月１４日総

審第１１５号）」において通知した統一基準を別紙のとおり改めることとした。 

従って、貴省庁におかれては、災害の被害状況の報告等の重要性にかんがみ、この方向で統一するようよろしく

お取り計らい願いたい。 

なお、この案に基づき、災害の被害認定基準に関する通達等において所要の改正を行われた場合には、当方に

も通知されるようお願いする。 

〔別紙〕 

被害種類 認 定 基 準 

死者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または死体を確認することができないが死亡したことが

確実なものとする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 

重傷者 

軽傷者 

災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、「重傷者」とは１ 月以上の治

療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは、１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住家全壊 

（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失し

たもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度のも

の、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害

割合が５ ０％以上に達した程度のものとする。 

住家半壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修

すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２ ０ ％ 

以上７ ０ ％ 未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が２ ０ ％ 以上５ ０ ％ 未満のものとする。 

住 家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

非住家 

住家以外の建築物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が

居住している場合には、当該部分は住家とする。 

（ 注）（ １ ） 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物または完全に区画された建物

の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

（ ２ ） 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し

得ない状況に至ったものをいう。 

（ ３ ） 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。 
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【資料3-26】浸水等による住宅被害の認定について 

平成16 年10 月28 日府政防第842 号 

内閣府政策統括官(防災担当)から 

各都道府県知事、 

財団法人都道府県会館理事長あて通知 

浸水等による住宅被害の認定について 

 

標記については、新潟･福井豪雨災害以来続いている一連の豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害の状況

等を踏まえ、住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用を図ることにより、被災者生活再建支

援法の積極的活用を図る観点から、下記のとおり示すこととした。 

各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこれを積極的に活用し、被災者の支援に万全を期さ

れたい。なお、貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。 

記 

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応じ適切に認定を行うことが必要である。特に、床上浸

水等の被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被災

者生活再建支援法を積極的に活用されたい。 

 

（1) 床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本来の機能を損失し、又は通常求められる居住の快適性

を著しく阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、以下の点について留意が必要である。具体

的には、各建材について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床｣の損傷として取り扱うものであること。 

② 浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

③ 浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、「床｣の損傷として取り扱うものであること。 

④ 浸水により、階段の床板等が汚損や浮きが生じた場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑤ 浸水により、フローリング材の眉間剥離・浮き上がり等した場合には、「床｣の損傷として取り扱うものであるこ

と。 

⑥ 浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により、壁の全面が膨張している場合

には、「内壁」全面の損傷として取り扱うものであること。 

⑦ 浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損や剥離等した場合には、｢外壁｣の損傷として取り

扱うものであること。 

⑧ 浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」の損傷として取り扱うものであること。 

⑨ 浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、「内壁」・「天井」の損傷として取り扱うものであること。 

⑩ 浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場合には、「屋根」の損傷として取り扱うものであるこ

と。 

（2）また、住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水廻りの衛生設備等についても、住宅の構成要素

であることから、被害認定にあたっては、その損害を評価すること。特に、これら水廻りの衛生設備等について

は、一度浸水すると、使用できない場合があることから、これら水廻りの衛生設備等が、一見したところ損傷して

いない場合においても、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認定にあたり、確認する必要が

ある点に留意願いたい。具体的には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 浸水により、襖、障子、ドアが変形し、開閉が困難となった場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであるこ

と。 

② 浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであること。 

③ 台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水により、衛生設備として機能を損失する場合があり、そ

の場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。 

（3）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばかりではなく強風による被害を伴う場合が多い。浸水被害
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を認定する場合には、強風による被害についても併せて認定するよう留意願いたい。具体的には、屋根、天井

について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

○ 強風により、屋根が損壊して浸水し、天井板等が吸水・膨張等した場合には、「屋根」・「天井」の損傷として取り

扱うものであること。 

（4）浸水被害をもたらす台風災害においては、堤防の決壊による水圧や土砂崩れになる土石や泥流の流入によって、

住宅の物理的な損傷が生じる事例も多い。特に、柱や基礎は、住宅の構造耐力上の重要な構成部位であること

から、こうした損傷についても、浸水による被害と併せて認定するよう、特に留意願いたい。具体的には、柱、基

礎の損傷について、以下のとおり取り扱い願いたい。 

① 泥流により、柱が損傷を受け変形等した場合等には、「柱」の損傷として取り扱うものであること。 

② 泥流により、基礎が流出・ひび割れ等した場合には、「基礎」の損傷として取り扱うものであること。 

 

２．１．に示した点に留意しつつ、適切な被害認定を行うことにより、浸水により畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、

さらに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失している場合等には、一般的に「大規模半壊」又は

「全壊」に該当することになるものと考えられる。 

また、施行令第２条第１号に基づき、「半壊」であっても、やむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同様

に取り扱うこととなるが、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を解体

する場合には、「やむを得ず解体」するものとして、「全壊」と同様に取り扱うものとする。 
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【資料3-27】火災・災害等即報要領 

火災・災害等即報要領 

昭和５９年１０月１５日 消防災第２６７号消防庁長官 

終改正 平成１６年 ９月 消防震第 ６８号 

第１  総則 

１ 趣旨 

この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 22 条の規定に基づき消防庁長官が求める消防関係報

告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとする。 

（参考） 消防組織法第２２条  

 消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情

報に関する報告をすることを求めることができる。 

２ 火災・災害等の定義 

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火災報告取扱要領（平成 6

年4月21日付消防災第100号）」、「災害報告取扱要領（昭和45年4月10日付消防防第246号）」、「救急事故等

報告要領（昭和57 年12 月28 日付消防救第53 号）」の定めるところによる。 

３ 報告手続 

（１） 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（（１）において「火災等」という。）が発生した場合には、当該火

災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合

の構成市町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合をいう。（１）及び（５）において同じ。）は、火

災等に関する即報は都道府県を通じて行うものとする。 

 ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生した地域の属する市町村

と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業務、救助活動、事故の処理等）を行った市

町村が異なる場合には、当該火災等について主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があ

ったことについて報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。 

（２） 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した地域の属する市町村は、災

害に関する即報を都道府県に報告するものとする。 

（３） 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市町村からの報告及び自ら

収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に報告を行うものとする。 

（４） 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、第一報を都道府県に加

え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場

合において、消防庁長官から要請があった場合につ

いては、市町村は第一報後の報告についても、引き

続き消防庁に対しても行うものとする。 

（５）市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原

則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる

範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即

報様式に定める事項について、判明したもののうちか

ら逐次報告するものとする。都道府県は、市町村から

の報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行う

とともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手

したときには、直ちに消防庁に対して報告を行うもの

とする。 

４ 報告方法及び様式 
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火災・災害等の即報に当たっては、（１）の区分に応じた様式に記載し、ファクシミリ等により報告するものとする。

また、画像情報を送信することができる地方公共団体は（２）により被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。 

ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、様式によることができない場

合には、この限りではない。また、電話による報告も認められるものとする。 

（１） 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事故、原子力災

害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様式、特定の事故については、第２号様式により

報告すること。 

イ  救急・救助事故即報・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。なお、火災等即

報を行うべき火災及び特定の事故については、省略することができる。ただし、消防庁長官から特

に求められたものについては、この限りではない。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア火災等即報、イ

救急・救助事故即報を省略することができる。ただし、消防庁長官から特に求められたものについ

ては、この限りではない。 

（２） 画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公共団体（応援団体を含

む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテ

レビ電送システム、衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等  

ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い火災・災害等 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

５ 報告に際しての留意事項 

（１） 「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り

広く報告するものとする。 

（２） 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な火災・災害等が発

生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配意し、迅速な報告に努

めるものとする。 

（３） 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接な連絡を保つものとす

る。 

（４） 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を消防庁に変更するものとする。こ

の場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道府県に報告するものとする。 

（５） （１）から（５）までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、その状況を市町村は

直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

第２ 即報基準 

火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

１ 火災等即報 

（１） 一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれがある場合を含

む。）について報告すること。  
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１） 死者が３人以上生じたもの 

２） 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

（２） 個別基準 

次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に定める個別

基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告すること。 

ア 火災  

ア) 建物火災 

１） 特定防火対象物で死者の発生した火災 

２） 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が

避難したもの 

３） 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

４） 建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

５） 損害額１億円以上と推定される火災 

イ) 林野火災 

１） 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

２） 空中消火を要請したもの 

３）住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

ウ) 交通機関の火災 

船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

１） 航空機火災 

２） タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

３） トンネル内車両火災 

４） 列車火災 

エ) その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考とな

るもの 

（例示） 

・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故  

１）危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又は爆発事故 

２） 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

３） 特定事業所内の火災(1)以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）を貯蔵し又は取り扱う施設

及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除

く。） 

１） 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

２） 負傷者が５名以上発生したもの 

３） 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼしたもの 

４）  ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

５） 海上、河川への危険物等流出事故 

６） 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故 

エ 原子力災害等  

１） 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射線の漏えいがあったも
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の 

２） 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生

した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

３） 原子力災害対策特別措置法（平成11 年法律第156 号）第10 条の規定により、原子力事業者から基準

以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの 

４） 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったも

の 

オ その他特定の事故 

可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの  

（３）社会的影響基準 

（１）一般基準、（２）個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取り上げられる等社会的影

響度が高いと認められる場合 

２ 救急・救助事故即報 

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）について報

告すること。 

１） 死者５人以上の救急事故 

２） 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

３） 要救助者が５人以上の救助事故 

４） 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

５） その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故 

（例示） 

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・バスの転落による救急・救助事故 

・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

３ 武力攻撃災害即報 

次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式を用いて報告すること。 

１） 武力攻撃事態等における国民保護法のための措置に関する法律(平成１６年法律第１１２号)第２条第

４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆

発、放射性物質の放出その他人的又は物的災害 

２） 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１

５年法律第７９号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段

を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した自体又は当該行為が発生する明白危険が切迫している

と認められるに至った事態 

４ 災害即報 

災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告すること。 

（１） 一般基準  

１） 災害救助法の適用基準に合致するもの 

２） 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

３） 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微であっても、全国的に見

た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

（２） 個別基準 

ア 地震 

地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録したもの  

イ 津波 

津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの  

ウ 風水害 
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１） 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの   

２） 河川の溢水、破堤又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害  

１） 雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

２）道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

オ 火山災害 

１） 臨時火山情報が発表され、登山規制又は通行規制等を行ったもの 

２） 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（３） 社会的影響基準 

（１）一般基準、（２）個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が

高いと認められる場合には報告すること。 

 

第３  直接即報基準 

市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそれがある場合を含

む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

１ 火災等即報 

ア 交通機関の火災 

第２の１の（２）のアのウ）に同じ。  

イ  石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

第２の１の（２）のイ 1)、2)に同じ。  

ウ 危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

１）  第２の１の（２）のウ１）、２）に同じ 

２） 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、500 平

方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

３） 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの 

① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

② ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

４） 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の

全面通行禁止等の措置を要するもの 

５） 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

エ 原子力災害等 

第２の１の（２）のエに同じ。 

２ 救急・救助事故即報 

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

１） 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

２） バスの転落等による救急・救助事故 

３） ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

４） 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

５） その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

３ 武力攻撃事態即報 

第２の３の１）、２）に同じ。 

４災害即報 

地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない。） 

 

第４ 記入要領 

第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの報告要領（「火災報
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告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定めるところによる。 

＜火災等即報＞  

１ 第１号様式（火災） 

（１） 火災種別 

火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」「船舶火災」「航空機火災」及び「その他の火災」とし、

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（２） 消防活動状況 

当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消防機関によ

る応援活動の状況についても記入すること。  

（３） 救急・救助活動の状況 

報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入すること（消防機関

等による応援活動の状況を含む。）。  

（４） 災害対策本部等の設置状況 

当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置し

た場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。  

（５） その他参考事項 

次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。 

１）死者３人以上生じた火災 

ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

ア） 建物等の用途、構造及び環境 

イ） 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並びに予防

査察の経過 

イ 火災の状況 

ア）発見及び通報の状況 

イ）避難の状況 

２） 建物火災で個別基準の 5)又は 6)に該当する火災  

ア）発見及び通報の状況 

イ）延焼拡大の理由 

ア 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他 

ウ）焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

エ）り災者の避難保護の状況 

オ）都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

３）林野火災 

ア）火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※必要に応じて図面を添付する。 

イ）林野の植生 

ウ）自衛隊の派遣要請、出動状況 

エ）空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

４）交通機関の火災 

ア）車両、船舶、航空機等の概要 

イ）焼損状況、焼損程度 

２ 第２号様式（特定の事故） 

（１） 事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。  

（２） 事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入すること。 
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（３） 特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号。以下この項で「法」という。）第２条

第２号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規

定する第一種事業所にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二

種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

（４） 覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事故を発見した日時

を記入すること。 

（５） 物質の区分及び物質名 

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入すること。なお、

当該物質が消防法（昭和23 年法律第186 号）で定める危険物である場合には、危険物の類別及び品名につ

いて記入すること。 

（６） 施設の区分 

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（７） 施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入すること。なお、当該

施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）についても記入すること。 

（８） 事故の概要 

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

（９） 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の応急対策の状況を記

入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状況についても記入す

ること。 

（１０） 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置し

た場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

（１１） その他参考事項 

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

（例） ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

（１２） 原子力災害等の場合  

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み替えること。  

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被爆ばく者」、「汚染者」に区分して記

入すること。  

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況を記入するとともに、

地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定められている場合には、当該通報の内容を

併せて報告すること。 

〈救急・救助等事故即報〉 

３ 第３号様式（救急・救助等事故） 

（１） 事故災害種別 

「事故災害種別概要」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

（２） 事故の概要 

「事故の概要」は、発生した事故の種別、概略、経過等を記入すること。 

（３） 死傷者等 

ア） 「負傷者等」には、急病人等を含む。 

イ） 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

（４） 救助活動の要否 
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救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

（５） 要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未だ救助されていない者

の数を記入すること。 

 また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

（６） 消防・救急・救助活動の状況 

出動した救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消防本部名、隊の数、人員、出動車

両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況について記入すること。  

（７） 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した

場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

（８） その他参考事項 

以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

（例）  ・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

４ 第４号様式 

１）第４号様式－その１（災害概況即報） 

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害状況が十分把

握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波の発生の有無等を報告する場

合）には、本様式を用いること。 

（１） 災害の概況  

ア 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。  

イ 災害種別概況 

（ア） 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概況 

（イ） 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況 

（ウ） 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

（エ） 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

（オ）  その他これらに類する災害の概況 

（２） 被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記入すること。その際特に人的被

害及び住家の被害に重点を置くこと。 

（３）応急対策の状況 

当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合にはその設置及び

解散の日時を記入するとともに、市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入す

ること。 

（例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

２）第４号様式－その２（被害状況即報） 

（１）各被害欄 
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原則として、報告の時点で判明している 新の数値を記入する。ただし、被害額については、省略することが

できる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点における断水戸数、通話不能回

線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

（２）災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した

場合には、その設置及び解散の日時について記入すること。 

（３）災害救助法適用市町村名 

市町村毎に、適用日時を記入すること。 

（４）備考欄 

備考欄には次の事項を記入すること。 

ア 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

イ 災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

ウ 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等 

エ 応急対策の状況 

市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。 

（例） 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・避難の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況 
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【資料3-28】災害報告取扱要領 

災害報告取扱要領（第1 号様式、第2 号様式及び第3 号様式を除く） 

昭和45 年4 月10 日、消防防第246 号消防庁長官 

終改正 平成13 年6 月消防災第101 号・消防情第91 号 

第1 総則 

１ 趣旨 

この要領は、消防組織法（昭和22 年法律第226 号）第22 条の規定に基づき消防庁長官が求める報告のうち災

害に関する報告についてはその形式および方法を定めるものとする。 

なお、災害即報については、火災・災害等即報要領（昭和59 年10 月15 日付消防災第267 号）の定めるところ

によるものとする。 

２ 災害の定義 

「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象または大規模な事故のうち

火災（火災報告取扱要領（平成6 年4 月21 日付消防災第100 号）に定める火災をいう。）を除いたものとする。 

３ 被害状況等の報告 

市町村は、把握した被害状況等について必要な事項を都道府県に報告し、都道府県は、市町村からの報告及

び自らの情報収集等により把握した被害状況等を整理して、必要な事項を消防庁長官に報告するものとする。 

なお、各都道府県は、被害状況の把握にあたって当該都道府県の警察本部等との密接な連絡を保つものとす

る。 

４ 報告すべき災害 

この要領に基づき報告すべき災害は、概ね次のとおりとする。 

(1)災害救助法の適用基準に合致するもの 

(2)都道府県または市町村が災害対策本部を設置したもの 

(3)災害が当初は軽微であっても、2 都道府県にまたがるもので、一の都道府県における被害は軽微であっ

ても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害が生じているもの 

(4)災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの 

(5)災害の状況およびそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要があると認められるもの 

５ 報告の種類、期日等 

(1)報告の種類、提出期限、様式及び提出部数は次の表のとおりとする。 

報告の種類 提出期限 様式 提出部数 

災害確定報告 応急対策が終了した後20 日以内 第1 号様式 1 部 

災害中間年報 12 月20 日 第2 号様式 1 部 

災害年報 4 月30 日 第3 号様式 1 部 

(2)災害中間年報は、毎年1 月1 日から 12 月10 日までの災害による被害の状況について、12 月10 現在で明

らかになったものを報告するものとする。 

(3)災害年報は、毎年1 月1 日から 12 月31 日までの災害による被害の状況について、翌年4 月1 日現在で明

らかになったものを報告するものとする。 

第２ 記入要領 

第1 号様式、第2 号様式および第3 号様式の記入要領は、次に定めるところによるものとする。 

１ 人的被害 

(1)「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死亡したことが確

実な者とする。 

(2)「行方不明者」とは、当該災害が原因で行方不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

(3)「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要がある者のうち１月以上の治療

を要する見込みのものとする。 
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(4)「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要がある者のうち 1 月未満で治療

できる見込みのものとする。 

２ 住家被害 

(1)「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

(2)「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没

したもの、又は住家の損壊(ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じ

ることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ)が甚だしく、補修

により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積が

その住家の延べ床面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構

成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含

む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達

した程度のものとする。 

(3)「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損害が甚だし

いが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の

２０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合で表し、そ

の住家の損害割合が２０%以上５０％未満ものとする。 

(4)「一部損壊」とは、全壊及び半壊にはいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。

ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さいものは除く。 

(5)「床上浸水」とは、住家の床よりうえに浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積に

より一時的に居住することができないものとする。 

(6)「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

３ 非住家被害 

(1)「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。これらの施設に人が

居住している時は、当該部分は住家とする。 

(2)「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とする。 

(3)「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

(4)非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

４ その他 

(1)「田の流出・埋没」とは、田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものとする。 

(2)「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

(3)「畑の流出・埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

(4)「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

における教育の用に供する施設とする。 

(5)「道路」とは、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 2 条第 1 項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたものと

する。 

(6)「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

(7)「河川」とは、河川法(昭和39 年法律第167 号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又

はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防

護することを必要とする河岸とする。 

(8)「港湾」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、

又は港湾の利用および管理上重要な臨港交通施設とする。 

(9)「砂防」とは、砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 1 条に規定する砂防施設、同法第 3 条の規定によって同法

が準用される砂防のための施設又は同法第3 条の 2 の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

(10)「清掃施設」とは、ごみ処理およびし尿処理施設とする。 

(11)「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

(12)「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったものおよび

 - 144 -



資料編 資料集 第 3部 

流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

(13)「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

(14)「電気」とは、災害により停電した戸数のうち も多く停電した時点における戸数とする。 

(15)「水道」は、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち も多く断水していた時点における戸数とす

る。 

(16)「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち も多く供給停止となった

時点における戸数とする。 

(17)「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

(18)「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊および床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生

計を一にしている世帯とする。 

例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、

これを 1 世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

(19)「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

５ 火災発生 

火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

６ 被害金額 

(1)「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

(2)「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和 25 年法

律第169号)による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び

共同利用施設とする。 

(3)「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法(昭和26 年法律第97 号)による国庫負担の対

象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

(4)「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例

えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

(5)災害中間年報及び災害年報の公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設及びその他の公共施設

については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外書きするものとする。 

(6)「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被

害を受けた市町村とする。 

(7)「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農産物等の被害とす

る。 

(8)「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

(9)「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

(10)「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の被害とする。 

(11)「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

７ その他 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況その他について簡

潔に記入するものとする。 
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第４部  災害復旧計画 
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【資料4-1】篠山市災害弔慰金の支給等に関する条例 

平成11 年４月１日 

条例第104 号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号以下「法」という。）及び災害弔慰金

の支給等に関する法律施行令（昭和 48 年政令第 374 号。以下「令」という。）の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自

然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障

害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災

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

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有したものをいう 

 

第２章 災害弔慰金の支給 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」という。）により死亡したときは、

その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりと

する。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後に

する。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母について

は、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により前２項の規定により難いときは、前２項の規定にかかわらず、第１

項の遺族のうち、市長が適当と認めるものに支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、その１人に対して

した支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死亡に関し

災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他

の場合にあっては 250 万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害

見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条の規定によるものとす

る。 

（支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 
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(2) 令第２条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため市 

長が支給を不適当と認めた場合 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うもの

とする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 

 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを含む。）に法別表

に掲げる程度の障害があるときは、当該住民（以下「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものと

する。 

（災害障害見舞金の額） 

第 10 条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時

において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては 250 万円とし、その他の場合にあって

は 125 万円とする。 

（準用規定） 

第11 条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（災害援護資金の貸付け） 

第12条 市は、令第３条に掲げる災害により、法第10条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主

に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第１項に規定する要件に該当するものでなければならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第 13 条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び

程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」という。）があり、かつ、次

のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害（以下「家財の損害」とい

う。）及び住居の損害がない場合 50 万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 50 万円 

ウ 住居が半壊した場合 70 万円 

エ  住居が全壊した場合 50 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 50 万円 

イ 住居が半壊した場合 70 万円 

ウ  住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 50 万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 50 万円 

(3) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊

さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「 270万円」とあるのは「 350万円」と、「 170万円」とあるの

は「 250 万円」と、「 250 万円」とあるのは「 350 万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２項かっこ書の場合は、５年）とする。 

（利率） 

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き、年３パー

セントとする。 

（償還等） 
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第15 条 災害援護資金は、年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付を受けたものは、いつでも繰上償還をすること

ができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13 条第１項、令第８条から第12

条までの規定によるものとする。 

 

第５章 補則 

（委任） 

第16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成11 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和 50 年篠山町条例第 64 号）、災害

弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年西紀町条例第７号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年丹南

町条例第２号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49 年今田町条例第１号)の規定に基づきなされた処

分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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【資料4-2】篠山市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

平成11 年４月１日 

規則第65 号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、篠山市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 11 年篠山市条例第 104 号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 災害弔慰金の支給 

（支給の手続） 

第２条 市長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔

慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者（行方不明者を含む。以下同じ）の氏名、性別、生年月日 

(2) 死亡（行方不明者を含む。）の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第３条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行するり災証明書を提出させ

るものとする。 

２ 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。 

 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（支給の手続） 

第４条 市長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災

害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第５条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病

にかかった他の官公署の発行するり災証明書を提出させるものとする。 

２ 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）別表に規定する障害を有する

ことを証明する医師の診断書（様式第１号）を提出させるものとする。 

 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（借入れの申込み） 

第６条 災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下「借入申込者」という。）は、次に掲げ

る事項を記載した災害援護資金借入申込書（様式第２号。以下「借入申込者」という。）を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
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２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込み期間及び療養概算額を記載した診断

書 

(2) 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。

以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年

の所得に関する当該市町村長の証明書 

(3) その他市長が必要と認めた書類 

３ 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して３月を経過する日までに提

出しなければならない。 

（調査） 

第７条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所

得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

（貸付けの決定） 

第８条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方

法を記載した災害援護資金貸付決定通知書（様式第３号。以下「貸付決定通知書」という。）を借入申込者に交付

するものとする。 

２ 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書

（様式第４号）を借入申込者に交付するものとする。 

（借用書の提出） 

第９条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した災害援護資金借用書（様式第５号。以下

「借用書」という。）に、資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）及び保証人の印鑑証明書を添えて市長

に提出しなければならない。 

（貸付金の交付） 

第10 条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

（償還の完了） 

第 11 条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑

証明書を遅滞なく返還するものとする。 

（繰上償還の申出） 

第12 条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（償還金の支払猶予） 

第 13 条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他

市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載し

た支払猶予承認通知書（様式第８号）を当該借受人に交付するものとする。 

３ 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（様式第９号）を当該借受人に交

付するものとする。 

（違約金の支払免除） 

第 14 条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書（様

式第10 号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払免除した金額を

記載した違約金支払免除承認通知書（様式第11 号）を当該借受人に交付するものとする。 

３ 市長は、支払免除を認めない旨の決定をしたときは、違約金支払免除不承認通知書（様式第 12 号）を当該借受

人に交付するものとする。 

 （償還免除） 

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者（以下「償還免除申請者」という。）は、

償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書（様式第

13 号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 
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(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類 

３ 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書（様式第 14 号）を当該償

還免除申請者に交付するものとする。 

４ 市長は、償還の免除を認めない旨を決定をしたときは、災害援護資金償還免除不承認通知書（様式第 15 号）を

当該償還免除申請者に交付するものとする。 

（督促） 

第16 条 市長は、償還金を納付期限までに納入しないものがあるときは、督促状を発行するものとする。 

（氏名又は住所の変更届等） 

第 17 条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受

人は速やかにその旨を記載した氏名等変更届（様式第16 号）を市長に提出しなければならない。ただし、借受人

が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。 

 

第５章 補則 

 （その他） 

第 18 条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの

手続について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成11 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和 57 年篠山町規則第９

号）、災害弔慰金の支給及び災害援助資金の貸付に関する条例施行規則(昭和49 年丹南町規則第10号)又は災

害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49 年今田町規則第１号)の規定に基づきなされた処分、手続きそ

の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
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【資料4-3】被災者生活再建支援法の概要（抜粋） 

第１章  被災者生活再建支援法の概要 

１ 被災者生活再建支援法の制定及び改正の経緯 

（省略） 

２ 被災者生活再建支援法の概要 

(1)、(2)  (省略) 

(3) 支援金の支給対象 

上記(2)に該当する自然災害により、 

① 住宅が全壊した世帯、あるいは住宅が半壊し、やむなく解体した世帯、災害が継続し、長期にわたり居住

不可能な状態が継続することが見込まれる世帯など全壊世帯に準ずる程度の被害を受けたと認められる世

帯（法第２条第２号、令第２条第１号、第２号）。 

② 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に

居住することが困難であると認められる世帯（大規模半壊世帯）（令第２条第３号）。 

が支援金支給の対象となります。 

(4) ～ (8)  (省略) 

 (9) 被災者生活再建支援法人 

支援法は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給することとしています。その

ため、都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を被災者生活再建支援法人に委託し

ています（法第４条）。 

(10) 国の補助 

国は、支援法人が支給する支援金の額の２分の１を補助することとされています（法第１８条）。 

 

第２章 被災者生活再建支援法の適用 

１ 事務に当たっての配慮 

都道府県及び市区町村は、被災世帯がその困難な状況の中で円滑に支援金の申請が行えるよう、また支援金が

迅速かつ円滑に支給できるよう、更に被災世帯の個人情報の保護に充分配慮されるよう努めてください。 

２ 被害認定等 

(1) 対象となる自然災害 

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害を

いいます。支援法の対象となる自然災害は、次のとおりです（法第２条第１号、令第１条）。 

① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は２号のいずれかに該当する被害（同条第２項のいわゆるみなし

規定により該当することとなるものを含む。）が発生した市区町村における自然災害 

② １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 

③ １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

④ ５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、①～③の区域に隣接する市区町村（人口１０万人未満に限

る。）における自然災害 

※①は災害救助法の適用が必ずしも前提になっていません。 

※②～④については①に掲げるいわゆるみなし規定は適用になりませんのでご注意ください。 

(2) 住宅の被害認定 

住宅の被害認定は、認定基準（「災害の被害認定基準について（平成１３年６月２８日府政防第５１８号内閣府政

策統括官（防災担当）通知）」）により市区町村が行うこととされています。 

被害認定にあたっては、その重要性に鑑み、迅速かつ適正に行うよう努めてください。また、全壊には全焼、全

流失が、半壊には半焼が含まれるものとされています。 

なお、被害認定にあたっては、必要に応じ、災害救助法の適用の際の取扱いと同様に、都道府県の協力を得

るなどして、建築関係技術者等の専門家の確保についても考慮する必要があります。 

(3) 大規模半壊について 

支援法の適用対象となる被災世帯は、旧法では、「全壊世帯」及び「全壊と同等の被害を受けたと認められる世
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帯」（全部解体世帯及び長期避難世帯）に限定されていました。しかし、居住困難な程度に半壊した住宅であって、

補修を行うことで居住確保がなされるものについても支援することで、既存ストックの有効活用を図りながら被災者

の居住安定支援と被災地の早期復旧が図られることから、そうした世帯を「全壊に準ずる程度の被害を受けたと認

められる世帯」として、居住安定支援制度の対象被災世帯とすることとしました。 

具体的には、「居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当

該住宅に居住することが困難であると認められる世帯」を「大規模半壊世帯」としています。被害認定基準の「住家

半壊」の基準のうち、原則として下記により「大規模半壊」の認定を行うこととなります。 

なお、関係省庁の協力も得て、内閣府において作成された「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」には、

「被害認定基準」に基づき、被害認定を円滑かつ迅速に行うため、標準的な調査方法及び判定方法が示されてい

ます。 

また、内閣府、消防庁のホームページに掲載されていますので、活用してください。 

災害の被害認定基準（抜粋） 

(省略) 

支援法に係る大規模半壊の認定について 

被害種類 認   定 

大規模半壊 住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難な

もので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経

済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

（注） 

１ 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画され

た建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

２ 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を

復元し得ない状況に至ったものをいう。 

３ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備

を含む。 

４ 構造耐力上主要な部分とは、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分（基礎、基礎ぐい、壁、

柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの）、床版、屋根版又は横架材（はり、

けたその他これらに類するもの））等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小

階段等は含まない。 

【参 考】 

○ 対象となるその他の異常な自然現象 

法第２条第１号に定める「その他の異常な自然現象」とは、地すべり、山崩れ、がけ崩れ、土地隆起、土地沈

降、土石流、火砕流等をいいます。 

○ 自然災害の認定 

令第１条各号に定める「自然災害」は、原則として同一の自然現象（以下「原因」という。）によるものを単位と

します。 

ただし、同時又は相接近して異なる原因による自然災害が発生した場合で、いずれの原因によるものである

かを判別できない場合は、これらの自然災害を１つの原因によるものとみなし、認定することになっています。 

○ 都道府県及び市区町村の人口 

対象となる自然災害を認定する場合の基礎となる都道府県及び市区町村の人口は地方自治法第２５４条、同

法施行令第１７６条及び１７７条に定めるものとし、原則直近の国勢調査人口の確定値とします。 

○ 居住の定義 

居住とは、世帯が当該住宅を生活の本拠として日常的に使用していることをいうものとします。したがって、

旅行者等の一時的な滞在、別荘等を一定期間管理する場合などは、居住にはあたらないものとされています。

なお、住民登録の有無は、生活の本拠を見分ける上で、有力な判断材料の一つではありますが、認定が困難

な場合には、世帯の生活関係が、どこを中心に展開されているかということを十分調査して、判断する必要があ

ります。 

○ 世帯の定義 
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世帯とは、社会生活上の単位として、住宅及び生計を１つにする者の集まり又は独立して生計を維持する単

身者をいいます。 

例えば、 

① 赴任先で被災した単身赴任者 

② 一つの建物（いわゆる二世帯住宅の類を含む。）に居住しているが、生計を異にしていると認められる者 

についても、１つの世帯として取り扱うものとします。 

なお、世帯の確認書類としては、住民票、健康保険証、所得証明書等が考えられますが、様々なケースが想

定されるため、認定にあたっては、個別具体的に状況を確認する必要があります。 

○ 世帯主の定義 

法第３条に定める世帯主とは、世帯の居住する住宅が被害を受けた日（以下｢被災日｣という｡）において、主

として当該世帯の生計を維持している者をいうものとします。 

なお、「生計を維持している」とは、社会通念上その者が世帯に属するものを扶養していると認められる場合

をいうものとしますが、当該扶養の判断の基準を一律に定めることは困難であることから、当該世帯の諸般の事

情を勘案し、個々の事例に則して判断すべきものとされています。 

○ 住宅全壊世帯に準ずる程度の被害を受けたと認められる世帯 

① 令第２条第１号に定める「その他これらに準ずるやむを得ない事由」とは、たとえば賃借している住宅が

半壊となる被害を受け、賃貸人の意向で当該住宅が解体された場合の賃借人世帯や、豪雨災害等により

流入した土砂の除却のために解体が必要な場合などが考えられますが、その居住する住宅が半壊した世

帯が、どのような事情で当該住宅を解体し、又は解体されたのかについて、個別に判断していく必要があ

ります。 

② 令第２条第２号に定める世帯とは、火砕流等の発生により、住宅に直接被害が及んでいるか、又は、被

害を受ける恐れがあるなど世帯に属する者の生命又は身体に著しい危険が切迫していると認められること

から当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、かつ、その状態が引き続き長期にわたり継

続する可能性がある当該世帯等をいうものとします。 

 この規定は、噴火災害のように避難指示の設定等の危険な状態により、長期の避難が見込まれる被災世

帯や離島における地震災害等により、社会的インフラストラクチャーが失われ、居住することが不能となっ

た被災世帯を念頭においたものですが、その認定にあたっては、おおむね６月程度以上の居住不能状

態が継続することが見込まれるとともに、世帯の生活及び住宅の実情等から新たな生活を開始する必要

性が生じていると判断される場合は、被災世帯として認定するものとします。 

 なお、この場合にあっては、個別の災害があらかじめ令第１条各号に定める自然災害となるものでなけ

ればなりません。 

(4) 被害報告 

市区町村は、当該自然災害にかかる次に掲げる事項について都道府県あてすみやかに報告をしてください。 

① 市区町村名、法の対象となる、又はその見込みのある自然災害が発生した日時及び場所 

② 災害の原因及び概況 

③ 住宅に被害を受けた世帯の状況（全壊（全焼、全流失を含む。以下同じ。）、大規模半壊、半壊（半焼を含

む。以下同じ。）及び床上浸水の被害を受けた住宅の世帯数等） 

※ 自然災害発生後の初期段階では、災害救助法による救助の実施に関して行われる住家被害の報告と同

一のもので構いません。 

④ その他必要な事項 

なお、当該報告事務については、あらかじめ担当窓口を定めておくとともに、都道府県の報告責任者と密接な

連携を図ってください。 

(5) り災証明書等必要書類の発行 

申請者は、次に掲げる書類を被災者生活再建支援金支給申請書に添付する必要がありますので、市区町村は、

当該被災者から請求があった時は、必要な書類を発行してください。 

① 住民票（外国人世帯にあっては、外国人登録済証明書）等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認

できる証明書類 

② 世帯の前年（被災日が１月から５月までの間である場合は、前前年）の総所得金額が確認できる証明書類 
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③ 要援護世帯であることが確認できる証明書類 

④ り災証明書及び半壊解体世帯については解体されたことが確認できる証明書類 

３ 適用の手続き 

(1) 被害状況のとりまとめと報告 

① 被害状況のとりまとめ 

法の対象となる自然災害は、一定数の住宅全壊等が要件となっていますので、都道府県は市区町村からの被

害報告を責任をもってとりまとめてください。 

② 被害状況等の内閣府等への報告 

ア 報告の責任者 

都道府県は、自然災害の状況等の報告事務について、報告責任者及びその補助者をあらかじめ定めてお

かなければならないとされています。なお、報告責任者は、係長以上の職員を充てることとし、その報告責任者

及び補助者の氏名、連絡先（電話、ＦＡＸ）を内閣府政策統括官（防災担当）及び支援法人あてに文書により報

告してください。また、報告責任者が交替した場合は、速やかにその旨報告してください。 

なお、連絡先については、代表番号を登録する場合には、併せて勤務時間外においても通じる番号を登録

してください。 

 

イ 報告の内容 

都道府県は、発生した災害が令第１条各号に定める自然災害となることが明白であるか、又は、その可能性

があると認められる場合には、次に掲げる事項について、市区町村からの報告をとりまとめたうえ、速やかに内

閣府政策統括官（防災担当）及び支援法人あて報告してください。また、その内容に変更があった場合には、

その都度速やかに報告してください。 

○ア 災害が発生した日時及び場所 

○イ 災害の原因及び概況 

○ウ 住宅に被害を受けた世帯の状況（全壊（全焼、全流失を含む。）、大規模半壊、半壊（半焼を含む。）及

び床上浸水の被害を受けた住宅の世帯数等） 

※ 自然災害発生後の初期段階では、災害救助法による救助の実施に関して行われる住家被害の報告と同

一のもので構いませんが、 終的な被害世帯数が固まるまで、内閣府政策統括官（防災担当）及び支援

法人に対して報告してください。 

○エ 法の対象となる、又はその見込みのある自然災害が発生した市区町村名又は都道府県名 

○オ その他必要な事項 

(2) 支援法の対象となる自然災害の公示と内閣府政策統括官（防災担当）等への報告 

都道府県は、市区町村からの報告を精査した結果、発生した災害が令第１条各号に定めるいずれかの自然災

害に該当するものと認めた場合には、次に掲げる事項について、速やかに内閣府政策統括官（防災担当）及び

支援法人あて報告するとともに、公示を行ってください。 

○ア 法の対象となる自然災害が発生した市区町村名又は都道府県名 

○イ 当該市区町村における上記（1）②イ○ウに定める世帯数（令第１条第３号に該当する場合は、都道府県を１

つの単位とした世帯数） 

○ウ 公示を行う日 

○エ その他必要な事項 

 

都道府県は、令第１条第１号、第２号及び第４号に該当する自然災害である場合は、市区町村の区域を単位と

して公示を行ってください。 

また、令第１条第３号に該当する場合にあっては、都道府県を１つの区域として公示を行ってください。 

【参考】公示の形式例 

災害が発生した日 

平成○年○月○日、○○市区町村（又は○○都道府県）の区域内において発生した○○災害を被災者生活再

建支援法の対象となる自然災害とする。 

当該災害の名称 
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４ 支給申請書の提出等 

(1) 対象世帯等と支給限度額 

自然災害によりその居住する住宅が全壊（全焼・全流失）した世帯、または住宅全壊世帯に準ずる程度の被害

を受けたと認められる世帯（※１）で、世帯主の年齢及び世帯に属する者の収入合計額により、下表の区分に該

当する世帯及び要援護世帯（※２）が対象となります。 

(単位：万円) 

（注） 大規模半壊世帯については居住関係経費のみが支給対象となります。 

（注） 居住関係経費 

・被災住宅が自己所有でない世帯については、家賃等を除き、支給限度額が１／２となります。 

・被災時に居住していた都道府県外（被災時に居住していた市町村に隣接する市町村は除く）に移転する

場合は、経費の算出に当たり、それぞれの経費に１／２を乗じる扱いとなります。 

 

     

８００万円   ③  

７００万円  ② ②  

５００万円 ① ① ①  

   

  
４５歳 

 
６０歳 世帯主の年齢 

※ 世帯主、世帯に属する者及び要援護世帯の認定は、原則としてその居住する住宅に被害が発生した日を基準

とします。 

※１ 住宅全壊世帯に準ずる程度の被害を受けたと認められる世帯 

① 居住する住宅が半壊（半焼）し、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、住宅に居住する

ために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を

解体し、又は住宅が解体された世帯（令第２条第１号）。 

② 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する住宅が居住

不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯（令第２条第２号）。 

③ 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅

に居住することが困難であると認めれる世帯（大規模半壊世帯）（令第２条第３号）。 

が支援金支給の対象となります。 

○ 長期避難世帯の認定 

令第２条第２号に規定する世帯は、噴火災害等の被災者のように避難指示の設定等、長期の避難が見込ま

 

居住関係経費 区分 被害 世帯の年収、年令等 世帯数 合計 
生活関係経費 

 うち家賃等 

複 数 300 100 200 50
① 年収≦５００万円 

単 数 225 75 150 37.5

複 数 150 50 100 25
② 

・世帯主が４５歳以上又は 要援護世帯で５０

０万円＜年収≦７００万円 単 数 112.5 37.5 75 18.75

複 数 150 50 100 25

全 
 

壊 
 

世 
 

帯 ③ 
・世帯主が６０歳以上又は 要援護世帯で７０

０万円＜年収≦８００万円 単 数 112.5 37.5 75 18.75

複 数 100 － 100 50
① 年収≦５００万円 

単 数 75 － 75 37.5

複 数 50 － 50 25
② 

・世帯主が４５歳以上又は 要援護世帯で５０

０万円＜年収≦７００万円 単 数 37.5 － 37.5 18.75

複 数 50 － 50 25

大 

規 

模 

半 

壊 

世 

帯 ③ 
・世帯主が６０歳以上又は 要援護世帯で ７

００万円＜年収≦８００万円 単 数 37.5 － 37.5 18.75
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れる被災世帯を念頭においたものですが、いわゆる長期避難世帯として認定する場合には、当該認定時点に

おいて、概ね６月程度以上の居住不能状態が継続することが見込まれるとともに、世帯員の就労又は就学の状

況のほか、他の地域で恒久住宅を確保・移転するなど新たな生活を開始する必要性が生じているか否か、当

該避難世帯の実情を十分に勘案して判断する必要があります。 

また、都道府県は、当該認定にあたっては、災害の現況及び今後の動向等について専門家等の意見等を

参考にしつつ慎重に検討したうえで決定する必要がありますが、その際、 

①長期避難世帯の認定の基準日は、 初の火山噴火の日など自然災害の発生した初期の具体的事象が現

出した時点をとらえて定めること 

②長期避難世帯の認定をしたときは、次の事項について、速やかに内閣府及び支援法人に報告するととも

に、公示を行うこと 

ア 長期避難世帯の所在する市区町村名及び地域名 

イ 長期避難世帯となった日 

ウ 公示を行う日 

エ その他必要な事項 

【参考】公示の形式例 

平成○年○月○日からの○○災害において、次の地域内に居住していた世帯を被災者生活再建支援法（平成１０年法律

第６６号）第２条第２号の政令で定める住宅全壊世帯と同等の被害を受けたと認められる世帯のうち被災者生活再建支援法施

行令（平成１０年政令第３６１号）第２条第２号に定める世帯（長期避難世帯）とする。 

 平成○年○月○日 

○○都道府県知事名 

１ 長期避難世帯の居住していた市区町村名及び地域名 

２ 長期避難世帯となった日 

※２ 要援護世帯 

重度の身体障害者世帯、母子世帯、生活保護世帯などをいいます（法第３条第２号、規則第６条）。 

【対象となる要援護世帯】 

支給対象となる要援護世帯 必要な書類 

心神喪失・重度知的

障害者世帯 

 心神喪失の常況にある方又は児童相談所、知的障害者更正相談所、

精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害

者とされた方が同居している世帯 

・療育手帳の写し 

・医師の判定等障害の程度が

確認できる書類 

１級の精神障害者世

帯 

 １級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居している

世帯 

・精神障害者保健福祉手帳の

写し 

１、２級の身体障害者

世帯 

 １～２級の身体障害者手帳の交付を受けている方が同居している世

帯 

・身体障害者手帳の写し 

１級の障害基礎年金

受給者世帯 

 国民年金法による障害基礎年金の等級が１級であることが確認できる

年金証書を受けている方が同居している世帯 

・障害の等級が１級の年金証

書の写し 

１級の特別児童扶養

手当受給者世帯 

 特別児童扶養手当を支給されている障害等級が１級の障害児又は障

害児福祉手当が支給されている重度障害児、特別障害者手当が支給さ

れている特別障害者、国民年金法等の一部を改正する法律により福祉

手当が支給されている方が同居している世帯 

・手当証書等の写し 

特別項症から第３項

症の戦傷病者手帳保

持者世帯 

 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、精神上又は身体上の障害の

程度が恩給法の特別項症から第３項症までの方が同居している世帯 

・戦傷病者手帳の写し 

原子爆弾被爆者世帯  被爆者健康手帳の交付を受けている方で、厚生労働大臣の認定を受

けている方が同居している世帯 

①被爆者健康手帳の写し 

②厚生労働大臣の認定書の

写し 

公害健康被害者世帯  公害医療手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特級～２級に ・決定通知書など障害の程度
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該当する方が同居している世帯 が確認できる書類 

就床の常況にある複

雑な要介護者世帯 

 常に就床を要し、複雑な介護を要する方が同居している世帯 ・医師の診断書等 

６５歳以上の障害者

世帯 

 精神又は身体に障害のある６５歳以上の方でその障害の程度が、上

に掲げる心神喪失・重度知的障害者世帯又は１、２級の身体障害者世帯

に準ずる方が同居している世帯 

・市区町村長及び福祉事務所

長の認定を受けていること

が確認できる書類 

治療方法未確立の疾

病その他特殊疾病患

者世帯 

 原因不明、治療方法未確立であり後遺症を残す恐れが少なくない疾

病、経過が慢性にわたり、介護等に著しく人手を要し、家族の精神的負

担等が大きい疾病にり患している方が同居している世帯 

・各種医療受給者証等の写し

母子・父子世帯  配偶者のいない方が児童を扶養している世帯（児童とは、被災日にお

いて満１８歳未満の方又は２０歳未満で一定の障害の状態にある方を

いいます。） 

・児童扶養手当証書の写し又

は戸籍簿謄本等 

父母のいない児童世

帯 

 父母の両方がいない児童又は父母に監護されていない児童が同居

している世帯 

・児童扶養手当証書の写し又

は戸籍簿謄本等 

生活保護世帯  生活保護法による要保護者である者が属する世帯 ・生活保護適用（受給）証明書

○ 要援護世帯の認定 

法第３条第２号の規定に基づく規則第６条に定める「要援護世帯」の認定については、以下のとおりとされて

います。 

・ 規則第６条第９号に定める「常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要する者が属する世帯」とは、引き続き６月

以上にわたって身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状

態にあると認められる者が属する世帯とされています。 

・ 規則第６条第１０号に定める「精神又は身体に障害のある年齢６５歳以上の者でその障害の程度が第１号又は

第３号に掲げる者に準ずるものが属する世帯」とは、年齢が６５歳以上であることを要し、かつ、規則第６条第１

号及び第３号に掲げる者に準ずるものとして、市区町村長及び福祉事務所長の認定を受けている者が属する

世帯とされています。 

・ 規則第６条第１１号に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病」とは、厚生労働省が定め

た「難病対策要綱」（昭和４７年１０月）によって原因不明、治療方法未確立であり、後遺症を残す恐れが少なく

ないとされている疾病又は経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するた

めに家庭の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾病とされているものであって、国による医療費の公

費負担の対象となる疾病とされています。 

・ 規則第６条第１２号に定める「その他これらに準ずる状態にある者」とは、次に掲げる者とされています。 

① 配偶者が児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）別表第２に定める程度の障害の状態にある

者 

② 配偶者が引き続き１年以上当該児童を遺棄している者 

③ 配偶者が法令により引き続き１年以上拘禁されている者 

④ 婚姻によらないで、児童を懐胎した者（当該児童が認知されている場合を除く。）又はこれに該当するか

どうか明らかでない児童を扶養する者 

・ 規則第６条第１３号に定める「父母のない」児童とは、父母が死亡している者又は父母の生死が明らかでない

者とされています。 

・ 規則第６条第１２号及び第１３号に規定する「児童」とは、１８歳未満の者又は２０歳未満で児童扶養手当法施行

令別表第１に定める程度の障害の状態にある者とされています。 

(2) 収入額の算定 

収入額の算定は、世帯が居住する住宅が被災日の属する年の前年（被災日が１月から５月の間であれば前前

年）の収入について行うものとし、当該収入額は、「地方税法による総所得金額」が次表の左欄に掲げる額である

場合の各区分に応じ、右欄の算定式により計算した額とします。したがって、世帯の中で所得がある人全員につ

いて各々の収入額を算定し、その合計額を収入額として、これにより認定を行います（規則第５条）。 
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総所得金額（A） 収入額 

９７.５万円以下 （A）＋６５万円 

９７.５万円を超え、１０８万円以下 （A）÷０.６ 

１０８万円を超え、２３４万円以下 （A＋１８万円）÷０.７ 

２３４万円を超え、４７４万円以下 （A＋５４万円）÷０.８ 

４７４万円を超え、７８０万円以下 （A＋１２０万円）÷０.９ 

７８０万円を超える （A＋１７０万円）÷０.９５ 

※「地方税法による総所得金額」とは 

当該収入が生じた年の翌年の４月１日に属する年度分の地方税法第５条第２項第１号に掲げる市町村民税

（特別区が同法第１条第２項の規定によって課する同法第５条第２項に掲げる税を含む）にかかる同法第３１３

条第１項に定める「総所得金額」をいう。 

例１：給与所得者…給与等収入金額―給与所得控除額  

例２：事業所得者…収入―必要経費 

※なお、計算結果に１円未満の端数がでたときは、切り捨てるものとします。 

(3) 支給の対象となる経費 

支給の対象となる経費は、自立した生活を再建するために必要な経費として、「生活関係経費」と「居住関係経

費」の大きく２つに区分されています。なお、大規模半壊世帯は居住関係経費のみが支給対象となります（４(1)表

参照）。 

① 生活関係経費 

ア 被災世帯の生活に通常必要な物品の購入費又は修理費（令第３条第１項第１号） 

被災世帯の生活に通常必要な物品（概ね全ての世帯が保有している生活必需品たる耐久消費財）等の購

入費又は被災により故障及び破損した物品等（本事業の対象とする物品と同種のもの）の修理費が対象とな

ります。また、購入又は修理した物品等を使用するために必要となる付属品の購入や設置の工事に必要な

費用も対象となりますので、申請の際には、物品の購入費若しくは修理費に加算して申請することができま

す。なお、物品の修理費では被災世帯が被災前から使用等していたものの修理に要する費用が対象となり

ます（規則第１条）。 

【対象となる物品とその範囲】 

物  品 物品の範囲等 

自動炊飯器  

電子レンジ オーブンレンジの類も対象となります。 

ガステーブル類 ガスコンロ、電気コンロの類も対象となります。 

電気冷蔵庫  

電気掃除機  

電気洗濯機  

ミシン  

電気アイロン  

扇風機  

たんす 和だんす、洋服だんす、整理だんすの類が対象となります。 

座卓  

食堂セット 食卓及びいす数脚が１組となっているいわゆるダイニングセットの類が対象となります。 

食器戸棚 茶だんすの類も対象となります。 

照明器具 室内用のものを対象とします。 

鏡台  

寝具 ベッド、敷ぶとん、掛ぶとん、毛布、シーツ、枕、マットレスなどを対象とします。また、支給の

対象となる数量は、世帯人数分までとします。 

自転車  

電話機  
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テレビ  

ラジオ ラジオ付きのカセットテープレコーダー及びコンパクトディスクプレイヤーの類も対象となります。 

冷暖房器具 ルームエアコン、ストーブ（温風機を含む）、電気ごたつ、電気カーペット 

イ 被災世帯の居住地域又は被災世帯に属する者の特別な事情により、生活に必要な物品の購入費又は修理

費（令第３条第１項第２号） 

【対象となる物品】 

物  品 

防寒服 眼鏡 

ベビーベッド コンタクトレンズ 

うば車（ベビーカー） 補聴器 

学生服 その他の医療用具又は福祉用具 ※１ 

学習机  

 

ウ 住居の移転に通常必要な移転費（引越費用）（令第３条第１項第3 号） 

被災世帯が日常生活の本拠として使用する住宅への引っ越しをする場合に、輸送の手段、移転費等を勘

案し、通常必要となる家財の運送費用が対象となります。したがって、応急仮設住宅など一時的な居住又は

避難を目的とする住宅への引っ越しは対象となりません。 

【対象となる移転費の範囲】 

・引越専門業者又は運送業者の荷役に対する対価 

・レンタカー代（燃料費も対象となります。） 

・有料道路の通行料金 

・運送に必要な人件費 など 

エ 住居の移転のための交通費（令第３条第１項第４号） 

鉄道、航空機、バス、タクシー等交通機関の利用料金が対象となります。ただし、応急仮設住宅など一時

的な居住又は避難を目的とする住宅への引っ越しは対象となりません。 

オ 住宅を賃借する場合における当該住宅の借家権の設定の対価（令第３条第１項第５号） 

賃貸住宅に入居する場合に必要となる、いわゆる礼金の類で賃貸借契約が終了し、住宅を明け渡す際に

賃貸人から返還されない費用が対象となります。 

したがって、賃貸借契約の終了時に返還される敷金の類は対象となりません。 

カ 自然災害により負傷し、又は疾病にかかった場合に必要となる医療費（令第３条第１項第６号、規則第３条） 

医療費は自然災害が発生した日から起算して１年を経過する日までの間に支払われる費用で、社会保険、

健康保険、国民健康保険、日雇労働者健康保険、共済組合など法令の規定に基づき、給付される医療費を

補てんする保険金の額を控除した自己負担額が対象となります。 

また、被災前から負傷し、又は疾病にかかっている者が自然災害により、その症状が悪化し、通院期間が

延びたなどの事実が医師による診断書等で確認できる場合には、その医療費についても支援金支給の対

象となります。 

【対象となる医療費の範囲】 

・医師、歯科医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師及び柔道整復師による診療、処置、手

術その他の治療及び施術に直接必要な費用 

・上記の診療等を受けるために必要となる通院費、医師等の送迎費、入院入所に係る部屋代、食

事代等で通常必要なもの 

・医薬品の購入費（薬事法に基づくものが対象となります。） 

・保健師、看護師及び准看護師から受ける療養上の世話（保健師助産師看護師法に基づく業務と

して行われるものが対象となります。）の対価 

・保健師、看護師及び准看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受

ける療養上の世話の対価 
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※１ その他の医療用具又は福祉用具 

規則第２条に定める「その他内閣総理大臣が必要と認めた医療用具又は福祉用具」に対する支援金の支給の

対象として認定を受けようとする場合は、申請者は、支給申請書に支給の対象として認定を受けようとする医療用

具、福祉用具の品目（種類）、必要とする支援金の額及びその理由を記入した書面を添付し、市区町村を経由し

て都道府県に提出することとなります。 

都道府県は、受領した当該書面に所見を添えて、内閣総理大臣及び支援法人に提出してください。 

内閣総理大臣は、受領したこれらの書類を審査の上、限度額を定め、都道府県及び支援法人に通知します。 

（１）医療用具又は福祉用具の例示 

規則第２条に定める「その他内閣総理大臣が必要と認めた医療用具又は福祉用具」の例示は以下に掲げると

おりです。 

血圧計、低周波治療器、温熱治療器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器、

義眼、義肢、排便補助具、収尿器など 

なお、平成１７年３月末現在においては、次の物品がその他の医療用具又は福祉用具として認められており、

それぞれ支給限度額が定められています。 

【内閣総理大臣が認めた医療用具又は福祉用具（平成１７年３月現在）】 

医療用具又は福祉用具 

低周波治療器 排便補助具 

超短波治療器 歩行器 

温熱治療器 車いす 

血圧計 尿器 

視力表 歩行補助つえ 

家庭用吸入器  

（２）留意事項 

一度支給対象として認定された医療用具及び福祉用具について被災者から申請があった場合には、市区町村

において支援金支給申請書に既に支給対象として認められた物品であることの注記を付し、都道府県において

確認した後、支援法人に当該申請書を送付することにより支援金が支給されることとなっています。 

 

 

（注）長期避難解除世帯の特例 

噴火災害等で、災害対策基本法に規定する避難のための立退きの勧告もしくは指示、警戒区域の設定等

（以下、「避難の指示等」といいます。）が出され、避難の指示等が解除されないまま通算３年以上経過した場合

であって、当該避難の指示等が解除された後２年以内に、従前居住していた市町村内に居住する世帯に対し

ては、長期避難解除世帯特例経費として下記の経費を支給対象とします（規則第７条第２項、第８条第２項）。 

ア 被災世帯の生活に通常必要な物品の購入費又は修理費  

イ 住居の移転に通常必要な移転費（引越費用） 

ウ 被災世帯の居住地域又は被災世帯に属する者の特別な事情により、生活に必要な物品の購入費又は

修理費 

エ 住居の移転のための交通費 

③ 居住関係経費 

（１）全壊世帯 

ア 住宅の再建設のため必要な従前住宅の解体、廃棄物の撤去及び整地に要する費用（令第３条第１項第８号） 

住宅の再建設とは、全壊した世帯が従前居住していた住宅（以下、「従前住宅」といいます。）の存していた

土地（土砂災害の発生のおそれその他やむを得ない事由により当該土地に住宅を建設することができない場

合にあっては、当該土地以外の土地。）の全部又は一部に新たに住宅を建設することをいいます。 

従前住宅が存していた土地から移転して、別な土地で新築する場合、従前住宅に関する解体・撤去及び従

前土地に係る整地費用は、原則として支援対象となりませんが、土砂災害の発生のおそれがあり、当該土地へ
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住み続けることが困難な場合、区画整理等により移転を余儀なくされる場合等、住宅再建の意思はあるものの

やむを得ない事由により別な土地へ移転して住宅を新築せざるを得ない場合は、従前土地で再建する場合と

同様、従前住宅の解体・撤去費は支援対象となります。また、この場合、新たに住宅を新築しようとする宅地が、

同一災害による地盤への影響等により、整地を行わなければ住宅の建設を行うことが困難な場合の当該整地

費も支援対象となります。 

ただし農地を宅地化する等、土地の附加価値を高めるような造成費は対象外となります。 

イ 住宅の建設又は購入のための借入金その他の債務に係る利息及び債務保証料（令第３条第１項第９号） 

民間金融機関（銀行、信用金庫、農協等）、住宅金融公庫、共済組合等、各種法人・事業者・機関等からの借

入金（いわゆる住宅ローン）、建設業者に対する工事の請負代金又は地方住宅供給公社等に対する住宅取得

等の対価に係る債務、給与所得者が会社（使用者）から受けた借入金等に係る債務等、住宅の建設（再建設に

限らない）又は購入のために必要なものとして発生した借入金その他の債務に係る利息のうち一定部分が対

象となります。金融機関等からローンを受けるに際して保証会社等に支払う債務保証料も併せて対象となりま

す。 

借入金等は住宅に係る部分を対象とし、土地及び土地の借地権の取得等に係る部分に相当するものは含ま

れません。 

ウ 住宅（公営住宅を除く）を賃借する場合における当該住宅の家賃（令第３条第１項第７号） 

自宅が全壊等したことにより、新たに賃貸住宅へ入居する場合だけではなく、従前に賃貸住宅に入居してお

り、当該賃貸住宅の被災後、新たな賃貸住宅に入居する世帯も対象となります。 

また、住宅を再建または購入する被災者が、その間に一時的に賃貸住宅に入居する場合の家賃も含まれま

す。 

エ 住宅の建設が完了し、又は住宅の購入をするまでの間一時的な居住の用に供する仮設住宅その他の物件

又は施設の利用料（令第３条第１項第１０号） 

住宅の再建または購入するまでの期間中の一時的な居住確保に要する経費で、ウ以外のものを指します。

例えば、自己の敷地内で、プレハブ住宅、トレーラーハウス等の仮設的住宅や応急用テント等を設置する場合

の当該物件のリース料、または宿泊施設（いわゆるマンスリーマンション等）に滞在する場合の宿泊料が該当し

ます。 

オ 以上に掲げるもののほか、住宅の賃借、建設又は購入に必要な経費であって内閣府令で定めるもの（令第３

条第１項第１１号、規則第４条） 

具体的には、下記のとおりです。 

・住宅の建築確認、完了検査又は中間検査の申請に係る手数料又は報酬 

・住宅の購入又は賃借の代理又は媒介に係る報酬 

・住宅に係る表示の登記、所有権保存の登記、所有権移転の登記又は抵当権設定の登記に係る報酬 

・水道の給水申込みに際し水道事業者に支払う料金 

（２）大規模半壊世帯 

ア 住宅の補修のため必要な当該住宅の一部の除却、当該住宅から発生した廃棄物の撤去及び整地に要する

費用（令第３条第２項第２号） 

大規模半壊の定義から、何らかの形で、損傷した基礎、壁、柱、土台、斜材、床版、屋根版等の除却が必要

となる補修を想定しています。こうした除却に要する費用、及び除却のために必要な足場仮設、養生費等が対

象となります。全壊の場合の解体費と同様、除却に伴い発生した廃棄物の撤去、災害又は補修工事に伴い必

要となった整地費も対象となります。 

イ 住宅の補修、建設又は購入のための借入金その他の債務に係る利息及び債務保証料（令第３条第２項第３

号） 

対象となる借入又は債務については、上記アの除却工事に限らず、補修に必要な費用に係るものであれば

対象となります。また、従前居住していた住宅の補修ではなく、新たな住宅の建設又は購入を行う場合の借入

金利息等も対象となります。 

ウ 住宅（公営住宅を除く）を賃借する場合における当該住宅の家賃（令第３条第２項第１号） 

全壊世帯（１）ウに係るものと同一です。 

エ 住宅の補修若しくは建設が完了し、又は住宅の購入をするまでの間一時的な居住の用に供する仮設住宅そ
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の他の物件又は施設の利用料（令第３条第２項第４号） 

全壊世帯（１）エに係るものと同一です。 

オ 以上に掲げるもののほか、住宅の賃借、補修、建設又は購入に必要な経費であって内閣府令で定めるもの

（令第３条第２項第５号、規則第５号） 

全壊世帯（１）オに係るものと同一です。 

（３）限度額等 

ア 全壊世帯 

居住関係経費に係る支援金の限度額は、年収５００万円以下の世帯については、下表Ａ、Ｂ欄に掲げる経費

ごとに（令第４条第１項第３号、第４号）、複数世帯、単数世帯の区分に応じ、下表の「限度額」に記載する額とな

っています。 

ただし、合計で下表Ｃ欄に掲げる額が上限となっています。また、自己の所有に係らない住宅（賃貸住宅等）

に居住していた世帯が、新たに自己の所有に係る住宅を建設又は購入する場合については、下表Ｂ欄の経費

及び合計の限度額は、各欄下段括弧内に記載する限度額となっています（規則第９条第１項、第２項）。 

また、生活関係経費との合計の上限額は、３００万円となっています。（法第３条、令第４条第１項） 

  複数世帯に係る限度額 単数世帯に係る限度額 

Ａ （１）ウ、エに掲げる経費 

＜家賃、一時的使用料等＞ 

５０万円 ３７万５千円 

Ｂ （１）ア、イ、オに掲げる経費 

＜解体撤去費、ローン利子、手数料等＞ 

２００万円からＡに係る支出（ 大５０万円）

を除いた額 

（１００万円からＡに係る支出（ 大５０万円）

を除いた額） 

１５０万円からＡに係る支出（ 大３７万５千

円）を除いた額 

（７５万円からＡに係る支出（ 大３７万５千

円）を除いた額） 

Ｃ 合 計 ２００万円 

（１００万円） 

１５０万円 

（７５万円） 

年収５００万円を超える対象世帯については、限度額は上記の１００分の５０となります。この場合の、従来の生活

再建支援経費に係る支援金との合計の上限額は、１５０万円となります。 

（注）長期避難解除世帯特例 

生活関係経費の合計に係る支給限度額に複数世帯では７０万円、単数世帯では５２万５千円を加えた額とし

ます（規則第８条第２項、第９条第２項）。具体的には、複数世帯の場合、生活関係経費が 大１７０万円支給さ

れることになります。 

しかし、居住関係経費を含めた支給限度額（複数世帯は３００万円）を超えることはできません。 

イ 大規模半壊世帯 

居住関係経費に係る支援金の限度額は、下表Ａ、Ｂ欄に掲げる経費ごとに（令第４条第１項第３号、第５号）、

複数世帯、単数世帯の区分に応じ、下表の「限度額」に記載する額となっています。 

ただし、合計で下表Ｃ欄に掲げる額が上限となっています（規則第９条第１項、第３項）。 

  複数世帯に係る限度額 単数世帯に係る限度額 

Ａ （２）ウ、エに掲げる経費 

＜家賃、一時的使用料等＞ 

５０万円 ３７万５千円 

Ｂ （２）ア、イ、オに掲げる経費＜除却撤去

費、ローン利子、手数料等＞ 

１００万円からＡに係る支出（ 大５０万円）を

除いた額 

７５万円からＡに係る支出（ 大３７万５千

円）を除いた額 

Ｃ 合計 １００万円 ７５万円 

年収５００万円を超える対象世帯については、限度額は上記の１００分の５０となります。 

（４）経費ごとの算出方法 

ア 家賃、一時的使用料等（（１）（２）のウ、エに係る経費） 

支出額から月額２万円相当分を減じた額で上限５０万円が対象となります。 

契約形態（年間、月決め、都度払い等）の如何によらず、同一の経費に関して、総支出額から、当該支出に

係る利用月数に２万円を乗じた金額を減じた額として計算します（規則第１１条第１項）。 
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イ 解体（除却）・撤去、整地費（（１）（２）のアに係る経費） 

支出額に１００分の７０を乗じた額（上限は全壊世帯２００万円、大規模半壊世帯１００万円）（規則第１１条第２

項第１号、第３項第１号）。 

ウ 借入金利息等（（１）（２）のイに係る経費（債務保証料除く）） 

利率から年１％を控除した利率（ 大２．５％）で計算した額（上限は全壊世帯２００万円、大規模半壊世帯１０

０万円）（規則第１１条第２項第２号、第３項第２号）。 

エ それ以外の経費（（１）（２）のオに係る経費） 

上限は全壊世帯２００万円、大規模半壊世帯１００万円（規則第１１条第２項第３号、第３項第３号）。 

（５）他の都道府県へ移転する場合の特例 

被災時に居住していた都道府県以外の地域において自立した生活の再建を開始する場合には、上記（４）のア

～エの算出方法に従い求めた額に２分の１を乗じた額を、それぞれの経費に係る算出額とします。 

ただし、上記（３）ア、イの表におけるＢ欄、Ｃ欄の限度額は変更されません。 

なお、他の都道府県であっても、被災時に居住していた市町村に隣接する市町村において自立した生活の再

建をする場合は、同一都道府県内において自立した生活の再建を開始する場合と同様の取り扱いとします（規則

第１１条第４項）。 

(4) 支給申請手続き 

① 提出書類 

支援金を申請する際には、次の書類が必要になります。 

ア 概算支給の場合 

 被災者生活再建支援金支給申請書（総括申請及び概算支給申請用） 

イ 精算支給の場合 

 上記アに加えて、被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給申請用）兼使途実績報告書 

※ 居住関係経費の精算支給に係る経費については、契約書（写し）など、契約内容が確認できる書類の添付

が必要となります。 

ウ 住民票又は外国人登録済証明書等（世帯全員及び続柄の記載があること） 

エ り災証明書 

※ いわゆる長期避難世帯として認定された世帯は提出する必要はありません。 

オ 所得証明書等 

※ 所得のある世帯員について、市町村が発行する前年（１月～５月までに被災した場合は、前前年）の総所

得金額を確認できる書類 

カ 預金通帳の写し（銀行・支店名、預金種目、口座番号、申請者本人の名義の記載があるもの） 

☆ 半壊（焼）世帯、要援護世帯はこれに加えて次の書類が必要です。 

キ 半壊（焼）世帯は、やむを得ない事由により解体したことを確認できる書類 

※ 被災者生活再建支援金支給申請書（総括申請及び概算支給申請用）に、解体した理由を記入するとともに、

解体が完了したことが確認できる証明書（公的機関による解体（確認）証明書、滅失登記簿謄本など）の添付

が必要です。 

ク 要援護世帯は、要援護世帯であることを確認できる書類 

☆ いわゆる長期避難世帯として認定された世帯は次の書類が必要となる場合があります。 

ケ 避難所等への一時避難の状況から新たな生活を開始するために応急仮設住宅、恒久住宅及び賃貸住宅等

へ移転をしたことが確認できない場合には、当該移転をすることが確実であることを確認できる書類（賃貸契約

書等） 

☆ 長期避難世帯について、避難の指示等が解除され、長期避難解除世帯特例経費を申請する場合は、上記ア、

イとは別様式の支給申請書となります。 

② 支援金の支給申請書 

支給申請書様式については、支援法人の業務細則に掲載してあります。 

申請書は、次に掲げる事項について記載することとなっています。 

＜支給申請書＞ 

ア 世帯主に関する事項 
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イ 世帯構成及び所得に関する事項 

ウ 住宅の被害に関する事項等 

エ 支援金の使途に関する事項 

 

③ 申請期間及び申請回数 

ア 支援金の申請期間は、自然災害が発生した日から起算して、原則、生活関係経費については、１３月、居住

関係経費のうち、家賃、一時的使用料等は２５月、その他は３７月を経過する日までとなっています（規則第１２

条第１項）。なお、概算支給については自然災害が発生した日から起算して、生活関係経費については、１４月、

居住関係経費のうち、家賃、一時的使用料等は２６月、その他は３８月を経過する日までに支出される経費が対

象となります。従って概算支給を受けた経費についてはそれまでに支出等をする必要があります。 

イ 長期避難解除世帯に係る支援金の申請期間は避難の指示等が解除された日から起算して原則２５月を経過

する日までとなっています（規則第１２条第２項）。 

ウ 支援金の申請は、原則として世帯主が行うこととなりますが、特段の事情がある場合には、代理人による申請

も可能です。その場合は、支援金支給申請書に、その理由を記述してください。 

エ 支援金の申請は、原則として、申請期間中７回まで可能です。 

オ 世帯主が申請期間内に申請することができないやむを得ない事情などがある場合には、対象世帯または市

区町村を単位として申請期間を延長することができます。具体的な取扱につきましては、支援法人にお問い合

わせください。 

(5) 支給申請書等の提出 

① 支給申請書等のとりまとめ 

支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主（特段の事情がある場合には、当該世帯主に準ずる者）は、

被災日を基準とした当該世帯に関する事項等を記載した支給申請書を市区町村を経由して都道府県に提出する

こととなります。 

なお、現在、すべての都道府県が支援金支給に関する事務の全部を支援法人に委託しているため、市区町村

は、提出された支給申請書及び添付書類を確認等取りまとめの上、速やかに都道府県を経由して支援法人に提

出してください。 

 

② 被災者への申請に当たっての対応 

市区町村は支援金の支給申請に際しては、支援金の性格など被災者生活再建支援制度の趣旨及び内容を説

明するとともに、支給申請書の記載方法、使途実績報告の時期等その手続に遺漏のないよう懇切・丁寧に対応し

てください。 

なお、都道府県の事務として冷暖房器具に関する被災世帯のみなし措置の報告、暖房器具の限度額を別に定

める場合の申請及び規則別表の第２欄に記載の医療器具等を対象とする場合の申請行為等が予想されますの

で、経費の説明同様、被災者の現状の把握や措置の要請に十分な注意を払い、必要の都度、都道府県と連携を

図ってください。 

 

③ 支給申請書等の確認等 

被災世帯からの申請書類は、市区町村が世帯主等から事実関係、申請書記載事項及び添付書類を十分確認

し、次に掲げる事項等を処理した上で、都道府県に送付してください。 

都道府県は、必要があれば市区町村に対し、当該申請に係る世帯に関する調査の実施、又は、資料の提出を

求めてください。 

① 支給対象額の算定 

② 対象となる世帯の収入額の算定 

③ 要援護世帯の確認 

④ その他の記載事項に関する確認 

(6) 支援金の支給 

① 支給方法 

支援金は、世帯主本人名義の金融機関（郵便局、農協も可）の口座に振り込みます。なお、世帯主名義の口座
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を開設していない場合、その他やむを得ない事情により現金等による支給を希望される方がある場合は、支援法

人の担当窓口に相談してください。 

 

② 支援金の概算支給と精算支給 

ア 概算支給 

被災者生活再建支援金支給申請書（総括申請及び概算支給申請用）の支出予定金額の欄に、支出予定額

を記載し、申請することにより、次のとおり概算で支給することができます（令第４条第３項、第４項）。 

○ア 生活関係経費 

全額概算払いが可能（但し、支出見込額の範囲内）。 

○イ 居住関係経費 

全額概算払いが可能（但し、支出見込額の範囲内）。 

なお、概算払いにより支援金を支給した場合には被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給申請用）兼

使途実績報告書を提出し、支出額の確定と精算を別途行うこととなります。 

イ 精算支給 

概算支給のほかに既に支出した経費等に対して支援金を支給する精算支給があります。 

この精算支給については被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給申請用）兼使途実績報告書の支出

済金額の欄に支出済金額を記載し、申請することになります。 

なお、初めての申請の際には被災者生活再建支援金支給申請書（総括申請及び概算支給申請用）の提出

も必要です。 

○ 支援金の支給の決定（都道府県又は支援法人の事務） 

都道府県知事（法第４条第１項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した場合

にあっては、支援法人）は、申請者に対して支援金を支給することを決定したときは、支給番号、申請期間等を

記載した被災者生活再建支援金支給通知書を、申請者に対しすみやかに交付しなければならないこととされ

ています。 

また、支給しないことを決定したときは、その理由を記した被災者生活再建支援金支給却下決定通知書を申

請者にすみやかに交付しなければならないこととされています。 

(7) 実績報告書の受付及び確認等 

① 概算払いに係る使途実績報告の受付及び確認 

概算払いにより支援金を受給した者は、その対象となった経費の支出等を完了したときは、被災者生活再建支

援金支給申請書（精算支給申請用）兼使途実績報告書を当該市区町村、都道府県を経由して支援法人に提出し

なければならないこと、及び居住関係経費に係る支出については、契約書の写し等の添付が必要であることとさ

れていますので、申請の際に被災者に十分に説明してください。 

また、この提出は、遅くとも当該支給に係る当該自然災害が発生した日から起算して生活関係経費については

１５月、 居住関係経費のうち、家賃、一時的使用料等は２７月、その他は３９月を経過する日までに行わなければ

ならないことになっています。 

② 支出額の確定と精算 

支出額の確定は、被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給申請用）兼使途実績報告書の確認により行い

ます。 

③ 精算払いに係る使途実績報告の受付及び確認 

精算払いにより支援金を受給した者は、被災者生活再建支援金支給申請書（精算支給申請用）兼使途実績報

告書を当該市区町村、都道府県を経由して支援法人に提出しなければならないこと、及び居住関係経費に係る

支出については、契約書の写し等の添付が必要であることとされていますので、申請の際に被災者へ十分に説

明してください。 

また、精算支給は対象となる経費を既に支出している場合に対象となることから、この提出は、遅くとも当該支

給に係る当該自然災害が発生した日から起算して生活関係経費については１３月、居住関係経費のうち、家賃、

一時的使用料等は２５月、その他は３７月を経過する日までに行わなければならないことになっています。 

(8) 支援金の返還等 

支援金の支給を受けた者に対する支援金の未使用額に相当する額の返納とこれに伴う延滞金の取扱い等に
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ついては次のとおりです。 

① 支援法人は、概算支給額が確定額を超えるときは期限を定めて当該差額の返還を請求します。この場合に、

納期日までに納付されない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額について年

10.95％の割合で計算した延滞金を納付していただきます。 

② 支援法人は、次に該当する場合は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 

・偽りその他不正の手段によって支援金の支給を受けたとき 

・支援金を他の用途に使用したとき 

・支給決定の内容若しくはこれにつけた条件に違反し、又はこの規程に基づく請求に応じないとき 

※ 支援金の支給決定を取り消したときに、取り消しに係る支援金をすでに支給している場合には、支援法

人は、期限を定めて当該支援金の返還を請求します。この場合、支援金の受領の日から納付の日までの

日数に応じ、当該支援金について年 10.95％の割合で計算した加算金を納付していただきます。また、納

期日までに納付されない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額について年

10.95％の割合で計算した延滞金を納付していただきます。 

③ 支援金、加算金又は延滞金の全部又は一部の返済が滞っている場合には、他の支給すべき支援金があって

も、相当の限度において支給を一時停止し、あるいは未納付額と相殺することになります。 

④ なお、延滞金及び加算金にあっては、やむを得ない事情があると認めるときは、被災者の申請により、その全

部又は一部を免除することができます。 

(9) 支援金の非課税 

支援金は、住宅が全壊等した世帯のうち、経済的理由等により自力により生活を再建することが困難な者に対

して、自立した生活の開始を支援するために支給されるものであることから、所得税・住民税等の租税その他の公

課は課することができないとされています（法第２１条）。 

(10) 制度の周知 

支援法人では、被災者生活再建支援制度について、幅広くご理解をいただくために、広報資料を作成してい

ます。 

都道府県及び市区町村においては、制度の趣旨についてご理解をいただき、都道府県及び市区町村広報紙

等において制度の広報を行っていただくとともに、災害発生時には、支援法人作成の広報資料の被災者等への

配布や、必要に応じて説明会の開催をお願いしています。 

 

○制度の積極的活用 

被災者生活再建支援制度においては、予め必要な経費を前払いする概算払いの仕組みを設けるとともに、

被災者の事務負担を軽減する観点から支援金の申請に係る領収書の添付を不要とするなど、被災者の早期の

生活再建が可能となるよう、様々な工夫を行っています。 

また、平成１６年度に各地で発生した、一連の豪雨、台風等による家屋の浸水被害の状況等を踏まえ、住宅

被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用を図ることとする通知（「浸水等による住宅被害の

認定について（平成１６年１０月２８日付け府政防第８４２号）」）をしているところです。 

これらの趣旨を十分に踏まえ、制度の積極的活用を図り、被災者の支援について万全を期すことが必要で

す。 
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第１部 篠山市様式 
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【様式第１号】 

平成  年  月  日 

自衛隊派遣要請書 

 

兵庫県知事  様 

篠山市長 

 

時 分、自衛隊法第８３条の規定に基づき、自衛隊の派遣を要請します。 

 

記 

 

区    分 内               容 

災 害 の 状 況  

要請責任者職氏名 総務部長                  ＴＥＬ 0795-52-1111 

派 遣 を 必 要

と す る 期 間
平成  年  月  日から   年  月  日までの    日間 

人 員  

車 両  派 遣 希 望 の 概 要

その他  

派遣希望区域及び 

活 動 内 容
 

そ の 他 参 考 事 項  
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【様式第２号】 

人的被害発生状況 
（  年  月  日  時  分  現在） 

被災者 被災状況 
備考 

   
 

 
   

氏名 住所 年齢 性別 職業 
死亡、重・ 
軽傷等の別 日時 場所 

原因 
（具体的に） 

 

応急処置、収容先病院 
要治療期間、情報源 
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【様式第３号】 

家屋被害発生状況 
（  年  月  日  時  分  現在） 

住家 非住家 地区名 
(大字名) 

世帯主名 
世帯 
人員 全・半壊 全・半焼 床上・下 全・半壊 全・半焼 床上・下 

その他 備考 

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         

  人         
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【様式第４号】 

避難収容状況 
（  年  月  日  時  分  現在） 

避難勧告又は指示 収容状況 
男 女 左の内 

避難所名 開設月日 開設時間 
有 無 

避難又は指 
示した日時 世帯 大 

人 
小 
人 

計 大 
人 

小 
人 

計 
合計 老 

 
人 

障 
害 
者 

乳 
 
児 

外 
国 
人 

そ 
の 
他 

避難の理由及び 
避難集落、今後 
の見通し等 

 
電話 

月 日 時 分
勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 月 日 時 分

勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 

月 日 時 分
勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 月 日 時 分

勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 

月 日 時 分
勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 月 日 時 分

勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 

月 日 時 分
勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
              

 
電話 月 日 時 分

勧告・指示 
自主避難 

月  日

時  分
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【様式第５号】 

避難の状況 
（  年  月  日  時  分  現在） 

避難の状況 避難勧告又は指示 警戒区域の設定 
市町村名 

地区名 
避難した 
日  時 

避 難 
世帯数 

避 難 
人員数 有 無 

勧告又は指 
示した日時 有無 

設定し 
た日時 

避難の理由 避難先・今後の見通し等 

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    

     
勧告・指示 
自主避難  有・無    
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【様式第６号】 

物資調達配給状況 
（  年  月  日  時  分  現在） 

 品名          
日時 避難種別 受払別 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

（注）① 食糧、寝具、生活必需品等の調達配給状況を記載すること。 
② 日赤その他の救援物資等の受け払いについて記載すること。 
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【様式第７号】 

救護所開設状況 
（  年  月  日  時  分  現在） 篠山市災害対策本部 

名称 設置場所 開設日時 収容可能人員 現収容人員 開設期間 活動人員 その他参考事項 
 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 

 

 
 

電話 
 

月  日 
時  分   

月 日から 
 

月 日まで 

医 師   名 
看護婦   名 
その他   名 
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【様式第８号】        災害報告及び対策処理票   篠山市災害対策本部 
※ 被害１件につき１枚作成し、直ちに担当課に送付するとともに、写しを情報班に送付する。 
※ 整理番号には、職員番号（名札に記載）と枝番号（任意）を記載する。 

災害名  処理票番号 
(職員番号)    (枝番号) 

  ― 

受付年月日 平成  年  月  日   午前・午後   時   分 

受付手段 

(種別) 

電話・無線・口頭・伝言・目視 

その他（                 ） 

受付 

担当者 
 

通報者 
氏名 
住所 篠山市 
電話       （     ） 

被災者 

又は 

災害発生場所 

氏名 

住所（被災箇所）  篠山市 

電話       （     ） 

位

置

図 

有 

・ 

無 

情報種別 ①被害発生   ②被害切迫(拡大可能性大)   ③恐れ(拡大可能性小) 
④要望   ⑤相談  (いずれかに○) 

 
 
 

具体的な状

況､程度 
 

受 

付 

者 

記 

入 

欄 

処理経過報告 否・要（連絡先       ） 処理依頼 課   へ依頼済 

※ 応急対策(応急措置)が完了した場合、対策担当班は担当課記入欄に記入し、写しを情報班に送付する。 

現場確認者 所属          氏名           ほか   名 

 
 
 

確認した現場

の状況 
 

担 

当 

課 

記 

入 

欄 

応急対策 

（応急措置） 

の内容 

 

整理番号  (１報)  情報班 
使用欄 報告種別 重要  県への報告（要 否） 

入力担当者 
(続報)  
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【様式第９号】災害概況即報(火災･災害等即報要領 第 4 号様式（その 1）) 

報告日時 年  月  日  時  分

都道府県 

市町村名 

〔消防本部名〕
 

 

 

消防庁受信者氏名          

 

災害名          （第   報） 報告者名  

 

発生場所  発生日時 年  月  日  時  分

災 

害 

の 

概 

況 

 

死 者 人 不 明 人 全壊   棟 一部破損   棟
死傷者 

負傷者 人 計 人
住 家

半壊   棟 床上浸水   棟

 床下浸水   棟
被 

害 

の 

状 

況 
 

災害対策本部 

の設置状況 

（都道府県） (市町村) 

応 

急 

対 

策 

の 

状 

況 

 

（注） 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれ

ていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること）。 

 

■災害概況即報記入要領 

発生場所············当該災害が発生した具体的地名（大字名）を記入すること 

災害概況············風水害については、降雨の状況及び河川の氾濫、溢水、がけ崩れ、地すべり、土石流等の概

況 

 地震については、地震に起因して生ずる火災、液状化、がけ崩れ等の概況 

 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

 その他これらに類する災害の概況 

被害状況············判明している事項を具体的に記入すること。その際、特に人的被害及住家の被害に重点をお

くこと 

応急対策の状況······当該災害に対して市（消防機関を含む）が講じた措置について具体的に記入すること。とく

に、住民に対して避難の勧告・指示を行った場合には、その日時、範囲、避難者の数等につ

いて記入すること 



資料編 様式集 第 1部 

 - 184 -

【様式第10号】被害状況報告(火災･災害等即報要領 第 4 号様式（その 2）) 
 
都 道 府 県  区 分 被 害 

流失・埋没 h a  
田 

冠 水 h a  

流失・埋没 h a  

災 害 名 
・ 

報 告 番 号 

災害名 
第   報 
 
（    月    日   時現在） 畑 

冠 水 h a  

文 教 施 設 箇 所  
報 告 者 名  

病 院 箇 所  

区 分 被 害 道 路 箇 所  

死 者 人  橋 り ょ う 箇 所  

行方不明者 人  河 川 箇 所  

重 傷 人  港 湾 箇 所  

人

的

被

害 

負
傷
者 軽 傷 人  砂 防 箇 所  

棟  清 掃 施 設 箇 所  

世帯  崖 く ず れ 箇 所  全 壊 

人  鉄 道 不 通 箇 所  

棟  被 害 船 舶 隻  

世帯  水 道 戸  半 壊 

人  電 話 回 線  

棟  電 気 戸  

世帯  ガ ス 戸  一 部 損 壊 

人  ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ 塀 箇 所  

棟  

世帯  床 上 浸 水 

人  

そ

の

他 

   

棟  り 災 世 帯 数 世 帯  

世帯  り 災 者 数 人  

住

家

被

害 

床 下 浸 水 

人  建 物 件  

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  非

住

家 そ の 他 棟  

火

災

発

生 そ の 他 件  
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区 分 被 害 

公 共 文 教 施 設 千 円  

農 林 水 産 施 設 千 円  

都

道

府

県 

 

公 共 土 木 施 設 千 円  

そ の 他 公 共 施 設 千 円  

小 計 千 円  

公共施設被害市町村数 団 体  

農 業 被 害 千 円  

林 業 被 害 千 円  

災

害

対

策

本

部

等

の

設

置

状

況

市

町

村 

 

畜 産 被 害 千 円  

水 産 被 害 千 円  

商 工 被 害 千 円  
 

   

災
害
救
助
法
適
用
市
町
村
名 計               団体 

そ

の

他 そ の 他 千 円  消防職員出動延人数 人  

被 害 総 額 千 円  消防団員出動延人員 人  

 

 災害発生場所 
 
災害発生年月日 
 
災害の種類・概況 
 
応急対策の状況 
 ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 
 ・避難の勧告・指示の状況 
 ・避難所の設置状況 
 ・他の地方自治体への応援要請、応援活動状況 
 ・自衛隊の派遣要請、出動状況 
 ・災害ボランティアの活動状況 
 
 
 

※被害額は省略することができる 
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被害状況報告・補助資料 

  

市町用  

 

午前 

（篠 山 市）   月  日        時現在 

午後 

 

被害の種別内容 地区名（河川･路線名) 被害の規模、概要 応急対策の実施状況 備  考 

     

     

人 

的 

被 

害 
     

     

     

     

     

住 

 

家 

 

被 

 

害 

     

公 共 建 物     

非 

住 

家 

被 

害 

倉庫、土蔵 

車庫等 
    

崖 く ず れ     

     

     

     

     

     

そ 

の 

他 

の 

被 

害 
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【様式第11号】 

 

市町用 災害確定報告 

 

 市町名  報告者氏名 課 

 

災 害 名  被害区分 単位 
 

被害状況 

設置   月 日午前・後 時 死 者 人  災害対策 

 

本  部 廃止   月 日午前・後 時 行 方 不 明 者 人  

勧告・自主避難の別 勧告・自主 重 傷 人  

世 帯 数  

人

的

被

害
 

負傷者 軽 傷 人  

人 員  棟  

世帯  
避 難 場 所  

全 壊 

人  

避 難 開 始   月 日午前・後 時 棟  

避 

 

難 

 

の 

 

状 

 

況 
避 難 終 了   月 日午前・後 時 世帯  半 壊 

人  避難勧告・指示 

を発した地区名 
 

棟  

世帯  避難勧告・指示 

を発令した時刻 
  月 日午前・後 時 

一 部 破 損 

人  

棟  避難勧告・指示 

を解除した時刻 
  月 日午前・後 時 

 

世帯  

 

床 上 浸 水 

人  

棟  
出 動 期 間 

月  日 

～  月  日
世帯  

消
防
職
員 

出動延人員 人

住

 

 

 

家

 

 

 

被

 

 

 

害

床 下 浸 水 

人  

出 動 期 間 
月  日 

～  月  日 公 共 建 物 棟  

消
防
職
団
員
の
出
動
状
況 

消
防
団
員 出動延人員 人

 

非住家
倉庫､土蔵､車庫 棟  
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被害区分 単位 被害状況 

崖 く ず れ 箇所  

文 教 施 設 箇所  

病 院 箇所  

道 路 箇所  

橋 り ょ う 箇所  

河 川 箇所  

砂 防 箇所  

港 湾 箇所  

漁 港 箇所  

清 掃 施 設 箇所  

鉄 道 不 通 箇所  

被 害 船 舶 隻  

水 道 戸  

電 話 戸  

電 気 戸  

ガ ス 戸  

ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所  

   

流出・埋没 ha  
田 

冠 水 ha  

流出・埋没 ha  

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

被 

 

 

 

 

 

害 

畑 
冠 水 ha  
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【様式第12号】 

災害防疫業務完了報告書 

市町             

１ 災害発生の年月日 

 

２ 災害の原因 

 

３ 被害の概要     床上浸水    戸    床下浸水    戸 

 

４ 措置の概要 

(1) 災害対策本部の活動（防疫実施の方針及び主要作業日程を含む） 

設置せず 

(2) 災害防疫活動 

① 予防宣伝                 有・無 

② 飲料水の確保及び井戸水の消毒       有・無 

③ 消毒方法                 有・無 

④ し尿処理及び消毒方法           有・無 

⑤ 清潔方法                 有・無 

⑥ その他特記すべき事項           有・無 

⑦ 防疫活動状況 

 

５ 感染症の発生状況    発生せず 

 

６ 予防接種        実施せず 

 

７ 感染症隔離病舎消毒所等の被害状況 

な  し 

８ 災害防疫所要領 
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【様式第13号】 

（表） 

緊急通行車両事前届出書 

 

平成   年   月   日

兵庫県公安委員会 殿 

申請者住所 

電    話    － 

氏    名             印 

 

１ 指定行政機関          ２ 指定地方行政機関 

３ 地方公共団体（執行機関を含む） ４ 指定公共機関 

５ 指定地方公共機関        ６ その他 行政機関等の名称 

名称（                        ） 

車 両 番 号  

輸 送 人 員 

又 は 品 名 
 

 住所 

 

電話  車両の使用者 

氏名  

業 務 の 内 容 

１ 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示 

２ 消防、水防その他応急措置 

３ 避難、救助その他の保護 

４ 児童等の応急の教育 

５ 施設及び設備の応急の復旧 

６ 清掃、防疫その他の保健衛生 

７ 犯罪の予防、交通規制その他社会秩序の維持 

８ 緊急輸送の確保 

９ その他 

出 発 地  

注１ 行政機関等の名称欄は、該当する項目の番号を○印で囲み、その名称を記載してください。 

２ 本届出書は２通作成し、当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類を添付の上、車両の

使用の本拠地を管轄する警察署に提出してください。ただし、兵庫県、神戸市及び自衛隊は、直接、

警察本部交通規制課に提出してください。 
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（裏） 

 

第      号

 

 

緊急通行車両事前届出済書 

 

             殿 

 

緊急通行車両事前届出書のとおり届出を受けたことを証する。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

兵庫県公安委員会      印

 

 

 

注意事項 

１ 災害発生時には、警察本部交通規制課又は、警察署若しくは検問所に本届出書を提出して、所要の手続

きを受けてください。 

２ 届出内容に変更が生じ、又は本届出済証を亡失、滅失、汚損若しくは破損した場合には、事前届出を行

った警察本部交通規制課又は警察署に本届出済証を返還してください。 

(1)緊急通行車両に該当しなくなったとき、又は廃車となったとき。 

(2)その他緊急通行車両としての必要性がなくなったとき。 
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【様式第14号】 

NO,1 

消防防災ヘリコプター緊急運航要請書 

平成   年   月   日 

 兵 庫 県 防 災 監 様 

要請時間 時  分現在 
申 請 者 

１  要 請 機 関 名  篠 山 市  ℡ 079-552-1111   発信者 

２  災 害 の 種 別  １ 救 急   ２ 救 助   ３ 火災防御   ４ 災害応急 

３  要 請 内 容
 救 急 ・ 転院搬送 ・ 救 助 ・ 空中消火 ・ 調 査 ・ 広 報 

 輸 送（品名・数量          ） その他（         ） 

 

４  発 生 場 所 及

  び 発 生 時 間

 篠山市            番地 

 （発生時間）平成   年   月   日  AM･PM    時   分 

 （目  標） 

 （離着陸場所） 

５ 現地の気象条件
天候       風向        風速       気流 

視程     ㍍  気象予警報（          警報・注意報） 

６  現 場 指 揮 者 所属・階級・氏名 

７ 現場との連絡手段
無線種別（全国波 Ⅰ Ⅱ Ⅲ ・ 県波 ・ 消防相互連絡波） 

現場指揮本部（車） 呼出名（コールサイン） 

 

８ 

災 

 

害 

 

概 

 

要 
 ※災害の状況は、要請する活動の内容、受入体制を記述すること 

  （救助の場合には、事故の原因、事故の状況、人数等も記述すること） 

目 

標 

別添地図のとおり（１／10,000、１／50,000、住宅地図のいずれかに、発生場所、離発着場、汲水場所、

指揮本部等を明示する） 

 
受信者 

 

No,2 
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氏名  年 齢 才 性別 男・女 

傷 病 者 

氏名  年 齢 才 性別 男・女 

症  状  

離発着場所 

の 目 標 等 

出発先所在

地及び目標 
 

搬送先所

在地及び

目標 

 

同 乗 者 
医 師 及 び 

看護師の氏名 
 

関 係 者 の

氏 名
 

病院への搬送

方 法 
救急車の手配  病院の手配  

受入れ病院 
所在地 

名 称 
 連 絡 先

 

℡ 

９ 

傷

病

者

搬

送

の

場

合 

搬 送 先 の 消 防 本 部 

の 担 当 者 職 氏 名 

 篠山市消防本部       課 

              ℡ 

 

１０ 必 要 資 機 材  

１１ 他航空機への要請 （ 有 ・ 無 ）機関名               要請機数   機 

１２ その他必要事項  

※以下の項目は、消防防災航空隊で、出動の可否決定後、連絡します。 

１  使 用 無 線 等 
 無線種別（全国波 Ⅰ Ⅱ Ⅲ ・ 県波 ・ 消防相互連絡波） 

 現場指揮本部（車） 呼出名（コールサイン） 

２  到  着  予  定  平成   年   月   日  AM･PM    時   分 

３  活  動  予  定         時間    分 

４  燃 料 の 確 保  要手配・手配不要           ㍑（ドラムカン      本）

兵庫県企画管理部       昼間(9:00～17:30)     夜間(17:30～翌朝9:00)・休日 

災害対策局消防課         TEL   (078)362-9823    TEL   (078)362-9900～9902 

                              FAX   (078)362-9916    FAX   (078)362-9911 

兵庫県消防防災航空隊     TEL   (06)6857-9858 

                              FAX   (06)6857-9870 
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【様式第１５号】 

り 災 証 明 願 
   年  月  日 

篠 山 市 長 様 
住所（住民票等記載の住所） 
                            
居所（住民票記載の住所と異なる場所に居住している場合のみ記入） 
                            
氏名 
                         印  
世帯主名            （続柄）        
電話番号       （     ）          

 
 下記のとおり被害を受けましたので証明を願います。 

り災原因 
 

り災場所 篠山市                                
ｱﾊﾟｰﾄ名等 

り災物件 

□持ち家（家族所有含む。） 
□借 家（所有者        ） 
□貸 家 
□その他（           ） 

□住 宅 
□非住宅 
（具体的に      ） 

 

り 災 証 明 書 
 上記の物件について、次のとおりり災したことを証明します。 

り災原因  

り災程度 

□全   壊   □大規模半壊   □半   壊 
□一 部 損 壊   □床 上 浸 水   □床 下 浸 水 
□浸水（非住宅のみ） 
□その他（                  ） 

 
年  月  日 

 篠山市長             印 

【こちらから下は記入しないで下さい。】 
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【様式第１５号 裏面】 

り災証明について 

１ この証明は、原則として1世帯1枚の発行となりますので、他に必要な場合は、コピーをしてお使

いください。 
２ この証明書は、再発行はいたしかねますので、原本は大切に保管してください。 
３ この証明は、篠山市長が確認できる程度の被害について証明するもので、その所有関係及び用途は、

申請者の申告によるものであり、それを証明するものではありません。 
４ 「り災の程度」は、「建物」を対象とし、建物に付随する家財道具、門柱や門扉などの外構、独立し

た車庫、倉庫等は、この証明の対象となりません。 
 

再調査の請求について 

この証明書の交付を受けた者が、判定に不服がある場合及び物理的に調査ができなかった建物につい

て、やむを得ない事情が認められる場合を除いて、証明書の発行を受けた日から起算して 90 日以内で

あれば再調査を申し出ることができる。 
 

用語説明 

住宅 
（住家） 

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住宅であるかどうかを問わ

ない。 

非住宅 
（非住宅） 

住宅以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣

等は非住宅とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該

部分は住宅とする。 

全壊 

住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住宅全部が倒壊、流

失、埋没、焼失したもの、または住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用す

ることが困難なもので、具体的には、住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積

がその住宅の延床面積の 70％以上に達した程度のもの、または住宅の主要な構成要素の

経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が 50％以上に達し

た程度のものとする。 

半壊 

住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住宅の損壊が

甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分が

その住宅の延床面積の20％以上70％未満のもの、または住宅の主要な構成要素の経済的

被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20％以上50％未満のも

のとする。 

大規模半壊 上記の「半壊」の基準のうち、損傷部分が延べ床面積の50％以上70％未満のもの、ま

たは、損害割合（経済的被害）の40％以上50％未満のものをいう。 

一部損壊 
損壊とは、住宅が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、修

復しなければもとの昨日を復元し得ない状況に至ったもの。（ガラスが数枚破損した程度

の小さいものは除く） 

床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積に

より一時的に居住することのできないもの。 
床下浸水 床上浸水にいたらない程度に浸水したもの 
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【様式第１５号の２】 

り 災 証 明 願（自動車用） 
   年  月  日 

篠 山 市 長 様 
願 出 者 住  所                      

氏  名                   印  
電話番号      （    ）          

 
所 有 者 住  所                      

氏  名                      
電話番号      （    ）          

 
現 認 者 住  所                      
（修理業者等） 氏  名                      

(会社名)                   印  
電話番号      （    ）          

 
 下記のとおり被害を受けましたので証明を願います。 

り災原因  

り災場所 篠山市                                

り災車両の

登録番号 

 

り災程度 
 

添付書類：車検証の写し 1部 
 

り 災 証 明 書 
上記のとおり相違ないことを証明します。 
 

年  月  日  
 篠山市長             印 
 

 
１ この証明は、原則として1世帯1枚の発行となりますので、他に必要な場合は、コピーをしてお使いください。 
２ この証明書は、再発行はいたしかねますので、原本は大切に保管してください。 
３ この証明は、篠山市長が確認できる程度の被害について証明するもので、その所有関係等は、申請者の申告によるものであり、

それを証明するものではありません。 

【こちらから下は記入しないで下さい。】 
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【様式第１５号の３】 

被 災 証 明 願 
   年  月  日 

篠 山 市 長 様 
願 出 者 住  所                      
      氏  名                   印  

電話番号      （    ）          
 

確 認 者 住  所                      
      氏  名                   印  

電話番号      （    ）          
 
      住  所                      
      氏  名                   印  

電話番号      （    ）          
            （確認者が自治会長又は民生委員以外の場合は、できる限り２名） 

下記のとおり被害を受けましたので証明を願います。 
被災原因 
 

被災日時        年   月   日  午前・午後   時   分 

被災場所 
 

被害の状況 

 

 

 

 

被 災 証 明 書 
上記のとおり相違ないことを証明します。 
 
    年  月  日 

篠山市長             印 
 
１ この証明は、原則として1世帯1枚の発行となりますので、他に必要な場合は、コピーをしてお使いください。 
２ この証明書は、再発行はいたしかねますので、原本は大切に保管してください。 
３ この証明は、篠山市長が確認できる程度の被害について証明するもので、その所有関係等は、申請者の申告によるものであり、

それを証明するものではありません。

【こちらから下は記入しないで下さい。】 
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【様式第１５号の４】 

 

委 任 状 
 

 篠 山 市 長           様 
 
(住所)                     (氏名) 

私は、                番地                  を 
代理人と定め下記の権限を委任します。 
 

記 
 

            の被害によるり災証明の発行に関する一切の権限 
 
    年  月  日 
 
 

委任者  住 所                         
 

氏 名                     印  
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【様式第16号】 

気象情報等発表（解除）受信記録票 
１．記録者名等 

受信（確認）日時 
                  午前 
平成  年  月  日（  ）          時  分 
                  午後 

受信者(確認)氏名  

２．注意報・警報の発表（解除） 

発表（解除）日時 
                  午前 
平成  年  月  日（  ）          時  分 
                  午後 

発表区域 兵庫県南部  兵庫県北播丹波   （どちかに○をつける） 

注 
意 
報 

風雪  強風  大雨  洪水  浸水  雷 
大雪  乾燥  濃霧  霜 （     ） 

        発表 
 注意報 が       されました 
       解除 

警 
報 暴風  暴風雪  大雨  洪水  浸水  大雪 

        発表 
 警 報 が       されました 
       解除 

対応（指示）した事項 
 
 
 
３．水防指令の発令（解除） 

発令（解除）日時等 

                 午前 
平成  年  月  日（  ）       時  分 
                 午後 
           発令 
水防指令第  号が       されました。 
           解除 

発信者（県民局職員）氏名 
 

対応（指示）した事項 
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【様式第17号】 

地震観測情報受信記録票 
１．記録者名等 

受信（確認）日時 
                   午前 
平成  年  月  日（  ）          時  分 
                   午後 

受信（確認）者氏名  

２．地震観測情報の発表 

発 表 日 時 
                   午前 
平成  年  月  日（  ）          時  分 
                   午後 

地震発生日時 
                   午前 
平成  年  月  日（  ）          時  分 
                   午後 

震 源 地               （北緯     度・東経     度） 

震源の深さ  

地震の規模 
（マグニチュード）  

※フェニックス防災システムにて、下記箇所の震度を確認してください。 

篠山(北新町) 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

西紀(宮田) 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

丹南(杉) 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

市内の計測震度 

今田(今田新田) 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

他市町の震度（参

考） 

 震度（１・２・３・４・５弱・５強・６弱・６強・７） 

対応（指示）した事項 
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【様式第18号】火災等即報（火災・災害等即報要領 第１号様式（火災）              第       報 

報 告 日 時 年   月   日    時   分

都 道 府 県  

市 町 村

（ 消防本部名）
 

 

 

 

 

消防庁受信者氏名 報 告 者 名  

※ 爆発を除く。 

火 災 種 別 １ 建物    ２ 林野    ３ 車両    ４ 船舶    ５ 航空機    ６ その他 

出 火 場 所  

出 火 日 時 

（ 覚知日時） 

月   日     時   分

（   月   日     時   分）

（ 鎮 圧 日 時 ）

鎮 火 日 時

（   月   日     時   分）

月   日     時   分

火元の業態・ 

用 途 
 

事 業 所 名

（代表者氏名）
 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

死 傷 者 

死者（性別・年齢）          人

負傷者 重症             人

中等症            人

軽症             人

死 者 の 生 じ た

理 由
 

建 物 の 概 要 

 

構造 

階層 

建築面積 

延べ面積 
 

焼 損 程 度 
焼損

棟数 

全焼     棟 

半焼     棟 

部分焼    棟 

ぼや     棟 

計   棟 焼 損 面 積

建物焼損床面積          ㎡ 

建物焼損表面積          ㎡ 

林野焼損面積            ａ 

り 災 世 帯 数  気 象 状 況  

消防活動状況 

消防本部（署）        台            人 

消防団            台            人 

その他                          人 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 
 

災害対策本部等

の 設 置 状 況 
 

その他参考事項 

 

（注） 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれて

いない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること）。 
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【様式第18号の2】火災等即報（火災・災害等即報要領 第2号様式（特定の事故））     第       報 

報 告 日 時 年   月   日    時   分

都 道 府 県  

１ 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等特別防災区域内の事故 

２ 危険物等に係る事故 

３ 原子力施設等に係る事故 

４ その他特定の事故 

市 町 村

（ 消防本部名）
 

消防庁受信者氏名 報 告 者 名  

 

事 故 種 別 １ 火災    ２ 爆発    ３ 漏えい    ４ その他（                     ） 

発 生 場 所  

事 業 所 名  特別防災区域 
レイアウト第一種 、 第一種、 

第二種 、 その他     

発 見 日 時 月   日     時   分
発 生 日 時 

（ 覚知日時） 

月   日     時   分

（   月   日     時   分）
鎮 火 日 時

（ 処 理 完 了 ）

月   日     時   分

消防覚知方法  気 象 状 況  

物 質 の 区 分 
1.危険物  2.指定可燃物  3.高圧ガス  4.可燃性ガス  5.

毒劇物  6.RI等  7.その他（         ） 
物質名  

施 設 の 区 分 1.危険物施設   2.高危混在施設   3.高圧ガス施設   4.その他（              ） 

施設の概要  
危険物施設 

の区分 
 

事故の概要  

死 傷 者 

死者（性別・年齢）            人 
負傷者等 

重症             人（     人） 

中等症           人（     人） 

軽症             人（     人） 

出 場 機 関 出 場 人 員 出 場 資 機 材

自 衛 防 災 組 織 人  

共 同 防 災 組 織 人  

事

業

所 そ の 他 人  

消 防 本 部 （  署 ）
台 

人 
 

消 防 団
台 

人 
 

海 上 保 安 庁 人  

自 衛 隊 人  

消 防 防 災 

活 動 状 況 

及び救急・救

助 活 動 状 況 

警戒区域の設定  月  日 時 分 

使用停止命令   月  日 時 分 そ の 他 人  

災害対策本部等

の 設 置 状 況 
 

その他参考事項 

 

（注） 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれて

いない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること）。 
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【様式第18号の3】救急･救助事故即報（火災・災害等即報要領 第３号様式（救急・救助事故） 第       報 

報 告 日 時 年   月   日    時   分

都 道 府 県  

市 町 村

（ 消防本部名）
 

 

 

 

 

消防庁受信者氏名 報 告 者 名  

 

発 生 場 所  

発 生 日 時 

（ 覚知日時） 

月   日     時   分

（   月   日     時   分）
覚 知 方 法

事 故 の 概 要  

死者（性別・年齢） 

計          人

死 傷 者 等 

不明                 人

負傷者等             人（       人） 

 

重症             人（       人） 

中等症            人（       人） 

軽症             人（       人） 

救助活動の要

否 
   

要救助者数(見

込 ) 
 救 助 人 員  

救 急 ・ 救 助 

の 活 動 状 況 
 

災害対策本部等

の 設 置 状 況 
 

その他参考事項 

 

（注) 負傷者等欄の（ ）書きは、救急隊による搬送人数を内書きで記入すること。 

（注） 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれて

いない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること）。 
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第２部 災害救助法様式 
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【救助法様式1】 

被害状況報告書 
市町名              

① 災害発生の日時及び場所 
 
② 災害の原因 
 
③ 
(1)被害状況（平成  年  月  日、  時現在） 

人的被害 住家の被害 
負傷 棟数 世帯数及び人員 

全
壊
全
焼
又
は
流
失 

半
壊
又
は
半
焼 

一
部
損
壊 

床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

死
者 

行
方
不
明 

重
傷 

軽
傷 

全
壊
全
焼
又
は
流
失 

半
壊
又
は
半
焼 

一
部
損
壊 

床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

世
帯 

人
員 

世
帯 

人
員 

世
帯 

人
員 

世
帯 

人
員 

世
帯 

人
員 

                   

・人的被害状況の詳細 → （報告項目）年齢、性別、被災状況、対応状況 
 
・住家被害状況の詳細 → （報告項目）住所、被災状況、対応状況等 
 
(2)避難状況（避難所別の避難者数） 

避難場所 避難者の累計 現在の避難者数 
 世帯 人 世帯 人 
     
     
     

 
(3)避難指示・勧告状況（有の場合は具体的に記入・数字は「約」でも可） 
１．避難指示 無・有 
  指示時刻【  ：  】 対象地区名：    対象：   世帯   人 
 
２．避難勧告 無・有 
  勧告時刻【  ：  】 対象地区名：    対象：   世帯   人 
  勧告時刻【  ：  】 対象地区名：    対象：   世帯   人 
  勧告時刻【  ：  】 対象地区名：    対象：   世帯   人 
 

(4)その他（特記事項＝集落の孤立、断水状況等生活支援の必要な事案などを記入） 
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【救助法様式2】 

市町繰替支弁分報告書 
市町名              

市町繰替支弁分 
市(区)町名  篠山市 種目別区分 

員数 単価 金額 備考 
既存建物 延人

野外仮設 延人

天幕借上 延人

避
難
所
設
置
費 

計 延人

応急仮設住宅 戸

炊き出しその他による食品の給与費 延人

飲料水の供給費 延人

被服寝具その他生活必需品の給与費 世帯

医療 延人

助産 延人

医
療
及
び

助
産 

計 延人

災害にかかった者の救出費 
住宅の応急修理費 世帯

生業に必要な資金の貸与費 世帯

教科書 人
小学校児童 

文房具等 人

教科書 人
中学校生徒 

文房具等 人

教科書 人
高校生徒等 

文房具等 人

学
用
品
の
給
与
費 

計  人

大人 体

小人 体
埋
葬
費 

計 体

行方不明者(遺体)の捜索費 体 
洗浄縫合消毒等 体

一時保存 体

検索 体

遺
体
の
処
理
費 

計 体

障害物の除去費 世帯

輸送費 
人夫賃 
法第 34条の補償費 
救助事務費 

合          計 
※災害発生直後で救助の実施がない場合は、省略可能 
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【救助法様式3】 

   第     号 
平成  年  月  日 

 
兵庫県知事       様 
 

篠山市長         印 
 

平成  年度○○災害救助にかかる特別基準の設定について 
 

さきの○○災害による救助について、災害救助法に定める一般基準では救助の適切な実施が困難であるた

め、別紙のとおり特別基準の設定を申請します。 
 
 
 
 
(別紙) 

市町名         
 

一般基準 特別基準 
救助の種類 

期間 基準額 期間 基準額 
特別基準設定理由 

避難所の設置 7 日 
(～○/○) 

300 円/日・人 
(例) 

20 日 
(～○/○) 

(例) 
456 円/日・人 

 

応急仮設住宅の

供与 
20 日 

(～○/○)  
(例) 

35 日 
(～○/○) 
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【救助法様式5】 

災害救助費繰替支弁金請求書 
金       円 

ただし、   年  月  日発生した   による災害救助繰替支弁金 
実支出額 算定基準による算定額 

種目別区分 
員数 単価 金額 員数 単価 金額 

備考 

１ 救助費 
(1) 収容施設供与費 

避難所設置費 延人 延人

応急仮設住宅設置費 戸 戸

(2) 炊き出しその他による食品

給与費 
延人 延人

(3) 飲料水供給費 延人 延人

(4) 被服、寝具その他生活必需

品の給(貸)与費 
世帯 世帯

(5) 医療及び助産費 延人 延人

医療費 延人 延人

助産費 延人 延人

(6) 災害にかかった者の救出費 人 人

(7) 住宅の応急修理費 世帯 世帯

(8) 生業資金の貸与費 世帯 世帯

(9) 学用品の給与費 人 人

小学校児童 人 人

中学校生徒 人 人

高校等生徒 人 人

(10) 埋葬費 体 体

大人 体 体

小人 体 体

(11) 行方不明者(遺体)の捜索費 体 体

(12) 遺体の処理費 体 体

(13) 障害物の除去費 世帯 世帯

(14) 輸送費 
(15) 人夫賃 

２ 実費弁償費 人 人

３ 事務費 
合     計 

上記のとおり請求する。 
  年  月  日 
兵庫県知事          様 

篠山市長           印 
注 １ 繰替支弁金請求額は、算定合計額を掲げること。 
  ２ 内訳の欄は、該当する種目だけ掲げること。 
  ３ この請求書には、実施した救助の種類に応じて作成した災害救助法施行細則別表第３に掲げる書類

及び支払証拠書類の写しを添付すること。 
  ４ 算定基準による算定額欄の金額は、災害救助法施行細則別表第１に定めるところにより算定した額

とし、その額は、常に実支出額欄の金額以下の額となるものであること。 
  ５ 救助の程度、方法及び期間について特別基準が認められた場合は、当該特別基準の内容が算定基準

による算定額となるものであること。 
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【救助法様式6】 

救助の種目別物資受け払い状況 

                                      市町村名           

 

救助の種目別 年 月 日 品名 
単位 

呼称 
摘要 受 払 残 備考 

避難所用 

 

 

炊き出しその他による

食品給与用 

 

 

給水用機械器具燃料浄

水用薬品資材 

 

 

被服・寝具等 

 

 

医薬品衛生材料 

 

 

被災者救出用機械器具

燃料及び消耗品 

        

注１）「摘要」欄に購入又は受入先及び払出し先を記入すること 

２）「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること 

３）各救助の種目別 終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。なお、物資等に

おいて、都道府県よりの受入分及び市町村調達分がある場合には、それぞれの別に受、払、残の計及び

それぞれの金額を明らかにしておくこと 

４）救護班による場合には、救護班ごとに救護業務従事期間中における品目ごとの使用状況を記入するこ

と 

なお、「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入すること 
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【救助法様式7】 

避難所設置及び収容状況 

                                       市町村名          

 

物品使用状況 
避難所の名称 種別 開設期間 実人員 延人員 

品名 数量 
実支出額 備考 

  
月 日

～ 月 日

人 人
    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

計 

既存 

建物 

 

野外 

施設 

 

天幕        

  注１）「種別」欄は、既存建物、野外施設、天幕の別に記入すること 

    ２）物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること 

    ３）他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄に記入すること 
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【救助法様式8】  

応急仮設住宅台帳 

                                  市町村名          

 

応急仮設 

住宅番号 

世 帯 主 

氏 名 

家族数 

（人） 
所在地 

構造

区分
面積

敷地

区分
着工月日 竣工月日 入居月日 

実支出額 

（円） 
備考 

       月  日 月 日 月 日   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計 世帯           

  注１）「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置個所を明らかにした簡単な図面を作成し添付すること 

２）「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めての人員数を記入すること 

３）「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設したところの住所を記入すること 

４）「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入する 

５）「敷地区分」欄は、公私有別とし、有無償の別をも明らかにしておくこと 

６）「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと 



資料編 様式集 第 2部 

 - 214 -

【救助法様式9】 

炊き出し給与状況 

                                   市町村名           

 

月  日 月  日 月  日 月  日 炊出し場 

の 名 称 朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜

 

合計 

実支出額 

円 
備考 

                

計                

 注）「備考」欄は、給食内容を記入すること 
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【救助法様式9の2】 

行方不明者（遺体）捜索状況記録簿 
市町村名            

 
捜索用機械器具 

年月日 
捜索 
地区 

行方不明者 
(捜索遺体) 名称 数量 所有者(管理者) 

氏     名 
金額 備考 

      円  

計        
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【救助法様式10】 

飲料水の供給簿 
                                              市町村名           

 

給水用機械器具 

借上 修繕 
供給月日 

対象 

人員 

 

(人) 

名称 
数量 所有者 

金 額

（円）
修繕月日

修繕費

（円）

修繕の

概 要

燃料費 

（円） 

実支出額 備考 

            

計            

 注１）給水用機械器具は借上費の有償、無償の別を問わず作成するものとし、有償による場合にのみ「金額」欄に額を  記入

すること 

    ２）「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕個所を記入すること  
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【救助法様式11】 

物資の給与状況 

                                   市町村名               

 

物資給与の品名 
住家被害 

程度区分 

世 帯 主 

氏  名 

基礎とな 

った世帯 

構成人員 

給与月日 
布団 毛布   

実支出額 

（円） 
備 考

  人 月 日       

全壊 世帯       
計 

半壊 世帯 

  

      

  災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違なし 

    平成  年  月  日 

                              給与責任者 氏名      印 

 

 注１）住家の被害程度に、全壊（焼）流失又は半壊（焼）床上浸水の別を記入すること 

２）受領年月日に、その世帯に対して 後に給与された物資の受領年月日を記入すること 

３）「物資給与の品名」欄に、数量を記入すること 
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【救助法様式12】 

救護班活動状況 

 

                               救護班                        

                               班長：医師 氏名         印   

 

月 日 
市(区)

町村名

患者数 

（人） 

措置の

概 要

死体検案 

数（人） 

修繕費

（円）
備     考 

       

計       

 注）「備考」欄に班の編成、活動期間を記入すること 
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【救助法様式13】 

病院診療所医療実施状況 

                                    市町村名          

 

診 療 区 分 診療報酬点数 診 療 

 

機関名 

患者氏名 診療期間 病名 
入院 通院

入院

(点)

通院 

(点) 

金額 

 

（円） 

備考 

  

月 日   

計 機関 人         

 注）「診療区分」欄は該当欄に○印を記入すること 
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【救助法様式 14】 

助産台帳 

                                    市町村名         

 

分べん者氏名 分べん日時 助産機関名 分べん期間 金額（円） 備   考 

  月 日～

月 日

 

計      



資料編 様式集 第 2部 

  - 221 -

【救助法様式15】 

被災者救出状況記録簿 
                                               市町村名          

 

救出用機械器具 

借上 修繕 
年月日 

救出 

人員 

(人) 
名称 

数量 
所有者（管

理者）氏名

金 額

（円）
修繕月日

修繕費

（円）

修繕の

概 要

燃料費 

 

（円） 

実支出額

(円) 
備考 

月 日            

計            

 注１）他市町村に及んだ場合には、備考欄にその市町村名を記入すること 

   ２）借上費については有償、無償を問わず記入するものとし、有償による場合にのみ、その借上費を「金額」欄に 

記入すること 

   ３）「修繕の概要」欄には、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること 
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【救助法様式16】 

住宅応急修理記録簿 

                                    市町村名         

 

世帯主氏名 修理箇所概要 完了月日 実支出額(円) 摘   要 

  月 日

計  世帯     
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【救助法様式 17】 

生業資金貸付台帳 

                                    市町村名         

 

貸付を受けた者 保証人 

住 所 氏 名 住 所 氏 名 職 業

事業計画

概 要
貸与期間

貸与金額 

（円） 
備考 

         

 計 世帯        

 注１）「貸与期間」欄は「 年 月 日まで 年 月間」を記入すること 

    ２）「備考」欄は、償還状況等のてん末を明らかにしておくこと 
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【救助法様式 18】 

学用品の給与状況 
                                            市町村名         

 

給与品の内訳 

教科書 その他の学用品 学校名 

学 

 

年 

児童(生徒) 

氏 名 
親権者氏名 給与月日

国語 算数  鉛筆 ﾉｰﾄ  

実支出額 

（円） 
備   考

    月 日   

小学校  人     

計 中学校  人    

 

 学用品を上記のとおり給与したことに相違なし 

  平成  年  月  日 

                                給与責任者（学校長） 

                                 氏名                 印 

 

 注１）「給与月日」欄は、その児童（生徒）に対して 後に給与した給与月日を記入すること 

    ２）「給与品の内訳」欄には、数量を記入すること 
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【救助法様式19】  

埋葬台帳 
                                          市町村名           

 

死亡者 埋葬を行った者 埋葬費   （円） 

死亡年月日 埋葬年月日 
氏名 年齢 

死 亡 者

との関係
氏名 

棺(付属品

を含む) 

埋葬又は

火葬料
骨 箱 計 

備 考 

           

計  人         

 注１）埋葬を行った人が町長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入すること 

  ２）町長が棺、骨箱等を現物で支給したときは、その旨「備考」欄に明らかにすること 

    ３）埋葬を行った人に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を「備考」欄に記入すること 
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【救助法様式20】 

遺体処理台帳 

                                        市町村名          

 

遺族 洗浄等の処理 処 理 

 

年月日 

遺体の発 

見の日時 

及び場所 

死亡者氏名 
氏 名 死亡者との関係 品名 数量 金額(円)

遺体の 

一時保 

存(円) 

検案料 

（円） 

実支出額

（円） 
備考 

            

計  人          
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【救助法様式 21】 

障害物除去の状況 

                                    市町村名        

 

住家被害程度 

区 分 
氏名 除去に要した期間 

実支出額

（円） 

除去に要すべ 

き状態の概要 
備考 

  月 日～ 月 日  

半壊(焼) 世帯     
計 

床上浸水 世帯     
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【救助法様式 22】 

輸送記録簿 
                                                  市町村名         

 

借上等 修繕 

使用車輛等 故障車輛等 

輸送 

 

月日 

目的 

輸送区間

 

（距離） 種類 台数 

金額 

（円） 名称番号 所有者氏名

修繕

月日

修繕費

（円）

故障の 

概 要 

燃料費 

 

（円） 

実支出額

 

（円） 

備考

              

計              

 注１）「目的」欄は主なる目的（又は救助の種類名）を記入すること 

    ２）市町村の車輛等による場合は「備考」欄に車輛番号を記入すること 

    ３）借上車輛等による場合は有償、無償を問わず記入すること 

    ４）借上等の「金額」欄には、運送費又は車輛等の借上費を記入すること 

    ５）「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること 
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【救助法様式23】  

実費弁償 

(1) 令第10条第１号から第４号までに規定する者の従事状況 

従業者数（人） 実支出額（円） 

職  種 
実人員 延人員 

従事場所 

(市町村) 
従事期間

日当 旅費 時間外勤務手当 計 

算定基準 

による算 

定額(円) 

備考 

医 師 及 び 

歯 科 医 師 
          

薬 剤 師           

保健婦・助産 

婦・看護婦 
          

土木技術者 

建築技術者 
          

大 工 左 官 

及びとび職 
          

計           

 注）「備考」欄には、従事者が従事した業務の内容について記入すること 
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【救助法様式24】 

実費弁償 

(2) 令第10条第5号から第10号までに規定する者の従事状況 

業者 従事者数 

業種 数
実人員 

（人） 

延人員

（人）

従事場所

(市町村)
従事期間

実支出額 

（円） 
備   考 

土木建築業者        

地方鉄道業者        

軌 道 経 営 者        

自 動 車 

輸 送 事 業 者 
       

船舶運送業者        

港湾運送業者        

計        

 注）「備考」欄には、従事者が従事した業務の内容について記入すること 
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【救助法様式 25】 

実費弁償 

(3) 扶助金の支給状況 

扶助金種類 件数 
実支出額 

（円） 
積算基礎 備    考 

     

計     

 

 注１）「積算基礎」欄には支給基礎額及び支給額の積算基礎等を記入すること 

    ２）「備考」欄には、扶助金の支給を必要とした原因等の概要を記入すること 
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【救助法様式 26】 

実費弁償 

(4) 損失補償費の状況 

種類 実支出額(円) 積算基礎 備   考 

    

計    

 注１）「種類」欄には、法第 26条の管理、使用、保管及び収容の別に区分して記入すること 

    ２）「積算基礎」欄には、損失補償の額の積算基礎を記入すること 

    ３）「備考」欄には、損失補償の概要を記入すること 
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【救助法様式 27】 

法第 34条の補償費の状況 

実支出額 
区分 

員数 単価(円) 金額（円）
備考 

１ 人 件 費     

(1)旅 費     

(2)役 務 費     

(3)時 間 外 勤 務 手 当 及 び 

 深 夜 手 当 
    

２ 救 護 所 設 置 費     

(1)消 耗 器 材 費     

(2)借 上 料     

３ 救 護 諸 費     

(1)薬 剤 費     

(2)衛 生 材 料 費     

(3)そ の 他 の 消 耗 品 費     

４ 輸 送 費     

(1)輸 送 費     

(2)修 繕 費     

(3)借 上 料     

(4)燃 料 費     

５ 人 夫 費     

(1)医 療     

(2)助 産     

(3)遺 体 処 理     

６ 扶 助 金     

７ 事 務 費     

(1)消 耗 品 費     

(2)電 話 料     

(3)電 報 料     

計     

 注）「区分」の欄には、適宜必要な欄を設けて費目別に記入すること 
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第１部 防災関係機関一覧 
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【連絡先一覧1】指定地方行政機関(災害対策基本法第２条第４号) 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

近畿管区警察局 大阪市中央区大手前2-1-22 06-6943-1234

近畿総合通信局 大阪市中央区大手前1-5-44 

大阪合同庁舎第1 号館4 階 
06-6942-8558

近畿財務局 

神戸財務事務所 

神戸市中央区海岸通29 

神戸地方合同庁舎7 階 
078-391-6941

近畿厚生局 大阪市中央区大手前4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館３階 

06-6942-2241

(FAX)06-6946-1500

兵庫労働局 

(伊丹労働基準監督署) 

伊丹市昆陽１-１-６ 

伊丹労働総合庁舎 
072-772-6224

近畿農政局 

（川代ダム監理所） 

(兵庫農政事務所宝塚支所) 

 

篠山市大山下353-1 

宝塚市小浜1-1-6 

596-0906

0797-87-5484

近畿中国森林管理局 

（篠山森林事務所） 

 

篠山市大沢253-6 
594-0004

近畿経済産業局 

(神戸通商事務所) 

 

神戸市中央区近辺通5-1-14 
078-221-7901

近畿地方整備局 

（姫路工事事務所） 

 

姫路市北条1-250 
0792-82-8211

近畿運輸局 

(兵庫陸運支局) 

 

神戸市東灘区魚崎浜町34-2 

078-453-1106

(FAX)078-431-8761

大阪航空局 

（大阪空港事務所） 

 

豊中市蛍池西町3-371 
06-6843-1121

大阪管区気象台 

(神戸海洋気象台) 

神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 

神戸防災合同庁舎内 
078-222-8907

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧2】自衛隊 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

陸上自衛隊 

第３特科隊第３中隊 

姫路市峰南町1-70 0792-22-4001～2

(FAX)0792-22-4001

陸上自衛隊 

第8 高射群（本部） 

 

(第333 高射中隊) 

小野市桜台1 

 

※ＦＡＸを送信するには、交換手に FAX 内線

番号を告げ、その後送信する。 

0794-66-7301

内線236

(FAX) 内線430

内線231

資料：総務部総務課調べ 

【連絡先一覧3】指定公共機関(災害対策基本法第２条第５号) 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

郵便局株式会社近畿支社 

（近畿支社） 

(篠山郵便局) 

 

大阪市中央区北浜東3-9 

北新町99 

06-6944-5960

552-0050
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機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

日本銀行 

(神戸支店) 

 

神戸市中央区京町81 

078-334-1111

（FAX）078-325-2095

日本赤十字社 

(兵庫県支部) 

（柏原赤十字病院） 

 

神戸市中央区脇浜海岸通1-4-5 

丹波市柏原町柏原259-1 

078-241-9889

0795-72-0555

日本放送協会 

(神戸放送局) 

 

神戸市中央区中山手通2-24-7 078-252-5000

日本道路公団 

(関西支社) 

 

(丹南篠山口料金所) 

 

大阪市北区堂島1-6-20 

 

篠山市杉180 

06-6344-8888

（FAX）06-6344-9244

594-2975

西日本旅客鉄道株式会社 

(福知山支社) 

(篠山口駅) 

 

福知山市天田118-1 

篠山市大沢30 

0773-22-9068

594-0225

（鉄道部）594-3543

西日本電信電話株式会社 

(兵庫支店) 

 

神戸市中央区海岸通11 

（平日昼間）078-393-9191

（夜間･土休日）   113

大阪ガス株式会社 

(導管事業部兵庫導管部) 

 

神戸市中央区港島中町4-5-3 0120-7-94817

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ関西 

（兵庫支店） 

神戸市中央区小野柄通4-1-22 078-231-5755

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式

会社 

東京都千代田区内幸町1-1-6 03-3500-8111

日本通運株式会社 

(伊丹川西支店) 

(伊丹川西支店篠山営業所) 

 

川西市久代3-12-16 

篠山市東岡屋173-2 

072-759-4446

552-3155

KDDI 株式会社 

(関西支社・au 関西支社) 

 

大阪市中央区城見2-2-72 06-6944-7204

関西電力株式会社 

(神戸支店) 

(三田営業所) 

 

神戸市中央区加納町6-2-1 

三田市福島字宮野前501-26 

078-391-7211

563-3107

(FAX)550-0016

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧4】指定地方公共機関(災害対策基本法第２条第６号) 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

神姫バス株式会社 

(三田営業所) 

(柏原営業所篠山出張所) 

 

三田市ゆりのき台6-2 

篠山市糯ヶ坪24-1 

079-565-5711

552-1157

阪急バス株式会社 

(猪名川営業所) 

 

猪名川町白金1-1-2 072-766-3912

社団法人兵庫県トラック協会 

(丹有支部) 

（丹有地区輸送事業協同組合） 

 

三田市福島梶谷前61-1 

三田市福島梶谷前61-1 

079-567-1188

079-567-1188
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機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

株式会社ラジオ関西 中央区東川崎町1-5-7 078-362-7373

（FAX）078-362-7404

株式会社サンテレビジョン 

(丹波総局) 

丹波市柏原町柏原24 

(神戸新聞丹波総局内) 

0795-72-0540

兵庫ｴﾌｴﾑﾗｼﾞｵ放送株式会社 神戸市中央区波止場町5-4 078-322-1001

（FAX）078-322-1007

社団法人兵庫県医師会 兵庫県神戸市中央区中山手通6 丁目1-30 078-371-4114

社団法人兵庫県エルピーガス

防災協会 

 

(摂丹支部) 

 

神戸市中央区中山手通7-28-33 

兵庫県立産業会館内 

篠山市大沢字岩鼻ノ坪235 

伊丹産業㈱篠山工場内 

078-361-8068

（FAX）078-361-8069

594-1181

（FAX）594-2781

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧5】内閣府・消防庁 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

内閣府 東京都千代田区永田町1-6-1 (代)03-5253-2111

消防庁 東京都千代田区霞が関2-1-2 (代)03-5253-5111

 平常時 

(災害等応急対策室) 

 03-5253-7527

(FAX)03-5253-7537

 夜間平日(宿直室)  03-5253-7777

(FAX)03-5253-7553

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧6】兵庫県 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

県庁 神戸市中央区下山手通5-10-1 (代)078-341-7711

 企画管理部災害対策局 

災害対策課 

 （時間内）078-362-9988

078-362-9982

（時間外･休日）078-632-9900

(FAX)078-362-9911

兵庫県広域防災センター 

兵庫県消防学校 

三木市志染町御坂1-19 (代)0794-87-2920

(FAX)0794-87-2925

人と防災未来センター 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2 078-262-5050

兵庫県消防防災航空隊 神戸市中央区港島中町8-1 078-303-1192

神戸市消防局警防部司令課 神戸市中央区加納町6-5-1 (ﾍﾘ要請専用)078-331-0986

078-325-8529

兵庫県柏原総合庁舎 丹波市柏原町柏原688 （代）0795-72-0500

企画調整部 

防災課 

 (夜間)0795-73-3727

(FAX)0795-72-3077

県民生活部 

柏原健康福祉事務所 

 (夜間)0795-73-3759

(FAX)0795-73-0259

（丹
波
県
民
局
） 地域振興部 

柏原農林振興事務所 

 (夜間)0795-73-3789

(FAX)0795-72-4063
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地域振興部 

柏原土地改良事務所 

 (夜間)0795-73-3811

(FAX)0795-72-4638

 

県土整備部 

柏原土木事務所 

 (夜間)0795-73-3826

(FAX)0795-73-0034

兵庫県篠山庁舎 篠山市郡家451-2 ※代表番号なし

企画調整部 

篠山分室 

 （直通）552-7451

552-7452

（FAX）552-2131

県民生活部 

篠山健康福祉事務所 

 （直通）552-7456

（FAX）552-5852

地域振興部 

篠山土地改良事務所 

 （直通）552-7474

（FAX）552-5576

 ※夜間は、柏原土地改良事務所（上記）に連絡すること 

（丹
波
県
民
局
） 

県土整備部 

篠山土木事務所 

 （直通）道路552-7478

河川552-7482

（FAX）552-5744

丹波教育事務所 篠山市郡家451-2 兵庫県篠山庁舎内 (代)552-2811

552-7489

（FAX）552-6034

篠山警察署 篠山市郡家403-18 552-0110

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧7】近隣市町 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

丹波市役所 丹波市氷上町成松1 0795-82-1001

西脇市役所 西脇市郷瀬町605 0795-22-3111

三田市役所 三田市三輪2-1-1 563-1111

猪名川町役場 猪名川町上野字北畑11-1 072-766-0001

加東市役所 加東市社50 0795-42-3301

能勢町役場 能勢町宿野28 072-734-0001

福知山市 京都府福知山市字内記13-1 0773-22-6111

南丹市役所 南丹市園部町小桜町47 0771-68-0001

京丹波町役場 丹波町字蒲生小字八ツ谷62-6 0771-82-0200

三和町役場 三和町字千束515 0773-58-3001

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧8】防災協定締結団体 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

篠山市建設工業協同組合 立町196-1 552-0563

篠山市薬業会 二階町70 (布袋堂薬局内) 552-0139

丹波ささやま農協 大沢竹安の坪438 594-1121

西山寛商事㈱ 福知山市駅前町41-2 0773-22-0200

㈱さとう 福知山市字上紺屋15 0773-22-0001

（資料：総務部総務課調べ） 



資料編 連絡先一覧 第 1 部 

 - 243 -

【連絡先一覧9】関係団体・企業等 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

篠山市社会福祉協議会 篠山市杉2-1 590-1112

篠山市商工会 篠山市二階町5-8-2 554-1678

篠山市同和教育推進協議会 篠山市宮田240 593-1260

篠山土地改良協議会 篠山市北新町41 552-1180

日本ガス協会 

(近畿部会) 

大阪市中央区平野町4-1-2 

大阪ガスビル内 

06-6205-4687

（FAX）06-6204-1669

篠山都市ガス㈱ 篠山市東新町121-2 552-2210

篠山市ボランティアセンター 篠山市杉2-1 590-1112

社団法人兵庫県プロパンガス協

会 摂丹支部篠山地区会 

篠山市大沢字岩鼻ノ坪235 

伊丹産業㈱篠山工場内 

594-1181

（FAX）594-2781

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧10】医療機関 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

（社）篠山市医師会 篠山市黒岡191（市民センター内） 552-8225

(社)兵庫県看護協会 (未定) 

篠山市休日診療所 篠山市黒岡191（市民センター内） 552-8910

県立柏原病院 丹波市柏原町柏原5208-1 0795-72-0524

柏原赤十字病院 丹波市柏原町柏原259-1 0795-72-0555

後川診療所 篠山市後川上477-1 556-3735

東雲診療所 篠山市小田中220-2 558-0053

草山診療所 篠山市本郷108-1 592-0011

今田診療所 篠山市今田町今田新田17-1 590-3050

兵庫医科大学篠山病院 篠山市山内町75 552-1181

山鳥病院 篠山市福住399 557-0005

小嶋医院 篠山市北46-5 590-2350

渡辺医院 篠山市東新町80 552-0171

速水医院 篠山市立町30 552-0344

丸尾医院 篠山市河原町158 552-0002

本山医院 篠山市西町52-3 552-0779

平野外科医院 篠山市乾新町98 552-0189

河合医院 篠山市北新町71-1 552-0308

波部医院 篠山市日置140 556-2008

小畠内科クリニック 篠山市西本荘448 556-2800

ベテスダクリニック 篠山市大熊64 552-6007

馬嶋医院 篠山市北新町79-2 552-0103

岡本病院 篠山市東吹1015-1 594-1616

にしき記念病院 篠山市西谷575-1 593-1352

西井外科 篠山市波賀野新田135 595-0221

建井医院 篠山市東吹911-5 594-0569

中野医院 篠山市宇土355-1 594-2211
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機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

石井医院 篠山市北野新田60-1 596-0003

西井医院 篠山市今田町市原89 597-2014

河合整形外科 篠山市黒岡182 552-6244

中道歯科医院 篠山市立町35 552-0239

小嶋歯科医院 篠山市立町139-1 552-3195

井塚歯科医院 篠山市呉服町35 552-3393

天野歯科医院 篠山市上宿320-1 556-2123

おおぎや眼科 篠山市黒岡186-1 552-8100

あしだ内科医院 篠山市大沢428 590-1500

小徳整形外科 篠山市大沢371-1 590-1510

中道歯科医院 篠山市藤之木大字的堂475 557-0881

多幡歯科 篠山市黒岡207-6 552-7718

田中歯科医院 篠山市古市73 595-0032

杉本歯科医院 篠山市大沢383-1 594-0063

増田歯科医院 篠山市網掛394-1 594-2055

仲田歯科医院 篠山市東吹343-3 594-2001

荒木歯科医院 篠山市北43-1 594-2855

おぎの歯科医院 篠山市大沢20 大杉ビル２F 590-2270

にしき歯科医院 篠山市宮田232-1 593-1198

有本歯科医院 篠山市郡家896 552-8282

紀洋会耳鼻咽喉科診療所 篠山市東吹507-1 590-1525

タマル産婦人科 篠山市東吹404-1 590-1188

もりぐち歯科クリニック 篠山市八上上112-1 556-3918

（資料：保健部調べ） 

【連絡先一覧11】社会福祉施設 

(1)老人福祉施設 

機関名 所在地 電話番号 

介護老人福祉施設   

 特別養護老人ホーム 山ゆりホーム 篠山市福住740 557-1158

 特別養護老人ホーム 和寿園 篠山市高屋19-2 593-1396

 特別養護老人ホーム やすらぎ園 篠山市味間奥833-3 594-3333

 特別養護老人ホーム アミニティミュージアム 篠山市今田町釜屋35 590-3111

介護老人保健施設等  

 老人保健施設 咲楽荘 篠山市東吹976-1 590-2121

 兵庫医科大学 ささやま老人保健施設 篠山市黒岡36 552-6840

 ケアハウス丹波の郷 篠山市味間南575-1 594-4644

デイサービス  

 にしき記念病院 篠山市西谷575-1 593-1352

 （医）土筆記念厚生会 篠山ケアセンター 篠山市宇土355-1 590-1600

 社会福祉協議会 西紀デイサービスセンター 篠山市宮田216 593-0896

 篠山市 篠山デイサービスセンター 篠山市小田中172-1 558-0080

 篠山市 今田デイサービスセンター 篠山市今田町今田新田19-1 597-3221
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機関名 所在地 電話番号 

 ゆとりの家 篠山市住吉台56-3 594-4341

 デイサービスセンター さくらんぼ 篠山市井ノ上167-3 555-2211

 NPO 法人風和 篠山市宮ノ前264 556-2258

（資料：福祉部調べ） 

 

(2)障害者福祉施設 

施設名 所在地 電話番号・ﾌｧｯｸｽ 

障害者更生施設   

 ささやま通園センター（通所） 篠山市沢田大井戸の坪甲120-3 552-2909・552-2909

 丹南精明園（入所） 篠山市西古佐700 594-2298・594-2271

障害者授産施設   

 ふれあいセンター（通所） 篠山市東沢田240-1 554-1566・552-1165

障害者デイサービスセンター   

 でかんしょ 篠山市東沢田240-1 554-1566・552-1165

障害者グループホーム、ケアホーム ※所在地、電話番号等は、設置主体又は委託先の所在地、電話番号等です。 

 キロロ 篠山市西古佐700（丹南精明園） 594-2298（丹南精明園）

 ハッピー       〃       〃 

 ラッキー       〃       〃 

 そら       〃       〃 

 ゆめ       〃       〃 

 太陽 篠山市東沢田240-1（わかたけ福祉会） 554-1566・552-1165

 太陽２       〃       〃 

障害者生活訓練ホーム   

 篠山市知的障害者自立生活訓練ホーム わ

かたけホーム 

篠山市黒岡1014-2 552-7766

障害者生活ホーム   

 生活ホーム ステップ 篠山市住山421 595-1322

障害者小規模作業所   

 紙ふうせん 篠山市乾新町82-3 554-3340・554-3341

 HEY!みんなこの指とまれ!!! 篠山市京町131-1 552-0801・552-0801

 プチ麦の会 篠山市東岡屋80-1 ｶﾌｪ・ぴーち 552-7556・552-7556

 WANT 篠山市南新町18-3 554-1519・554-1519

 みんなの家 篠山市乾新町82-3 554-2600・554-2100

 ＮＰＯみちくさ（たまごの家） 篠山市郡家290-6 552-0404・552-0404

 明峰庵 篠山市呉服町73-4（うどん屋） 552-3100

 つづみの里 篠山市本郷1266 592-0299

障害者共働事業所   

 陽だまり 篠山市吹新117-4 594-4112・594-4112

障害者小規模授産施設   

 みちくさ小規模授産施設 篠山市郡家294-2 552-2384・552-2384 

地域生活支援センター   

 地域生活支援センター（ほっと） 篠山市東沢田240-1 554-1566・552-1165

（資料：福祉部調べ） 
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【連絡先一覧12】交通機関等(指定公共機関、指定地方公共機関除く) 

(1)バス 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

京阪京都交通(株)  

(本社及び亀岡営業所) 

亀岡市古世町向嶋10 0771-22-3434

（資料：総務部総務課調べ） 

(2)タクシー 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

(有)高田タクシー 篠山市乾新町35－6 552-1144

日本交通(株) 

（篠山営業所） 

 

篠山市大沢165 

594-1188

（FAX）594-4055

（資料：総務部総務課調べ） 

(3)レンタカー 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

カンキレンタカー 篠山市大沢179 594-0885

篠山レンタカー 篠山市八上下38-1 552-3444

ミツワレンタカー 篠山市味間新56-1 594-3102

（資料：総務部総務課調べ） 

【連絡先一覧13】市出先機関 

(1)政策部関係 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

チルドレンズミュージアム 篠山市小田中572 554-6000

（資料：政策部調べ） 

(2)生活部関係 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

あさぎり苑 篠山市西岡屋748 552-0410

篠山市清掃ｾﾝﾀｰ 篠山市大山下168-2 596-0844

篠山市営斎場 篠山市栗柄1155 590-8200

（資料：生活部調べ） 

(3)人権推進部関係 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

菅隣保館 篠山市菅239-6 552-4401

西荘隣保館 篠山市西荘202 556-2850

川西隣保館 篠山市川西70 593-0093

中野隣保館 篠山市中野28 594-1003

牛ヶ瀬隣保館 篠山市牛ヶ瀬78-1 594-1001

丹南児童館 篠山市中野28 594-1003

（資料：人権推進部調べ） 

(4)福祉部関係 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

障害者総合支援センター 

スマイルささやま 

篠山市東沢田240-1 554-2073
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精神障害者地域生活支援センタ

ー 

篠山市東沢田240-1 554-2073

東部地域支援ｾﾝﾀｰ 

東部居宅介護支援事業所 

篠山市小田中220 558-0324

西部居宅介護支援事業所 篠山市宮田248-2 590-8080

西部地域支援センター 篠山市網掛301 594-3776

丹南健康福祉センター 篠山市網掛301 594-1117

篠山デイサービスセンター 篠山市小田中172-1 558-0080

今田老人福祉センター 

今田デイサービスセンター 
篠山市今田町今田新田19-1 597-3221

八上保育園 篠山市糯ケ坪甲108－1 552-2402

城東保育園 篠山市日置445－1 556-2300

城東保育園 多紀分園 篠山市草ノ上108 558-0757

にしき保育園 篠山市乗竹729－1 593-0144

味間保育園 篠山市味間新315 594-0181

城南保育園 篠山市小枕93 594-0201

今田保育園 篠山市今田町下小野原字北山72－1 597-2200

（資料：福祉部調べ） 

(5)公営企業部関係 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

西新町浄水場 篠山市西新町200 552-0241

（資料：公営企業部調べ） 

(6)教育委員会関係 

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 

四季の森生涯学習センター 篠山市網掛429 594-1180

城東公民館 篠山市日置385-1 556-3171

多紀公民館 篠山市福住344-1 557-1177

西紀公民館 篠山市宮田240 593-1111

今田公民館 篠山市今田町今田新田14-1 597-2255

Ｂ＆Ｇ海洋センター 篠山市日置385-1 556-3172

篠山総合スポーツセンター 篠山市郡家451-1 552-8681

西紀運動公園 篠山市西谷602 590-8118

中央図書館 篠山市西吹88-1 590-1301

たんば田園交響ホール 篠山市北新町41 552-3600

四季の森生涯学習センター 篠山市網掛429 594-1180

さぎそうホール 篠山市今田町今田新田14-1 597-2255

歴史美術館 篠山市呉服町53 552-0601

篠山城大書院 篠山市北新町2-3 552-4500

安間家史料館 篠山市西新町95 552-6933

青山歴史村 篠山市北新町48 552-0056

（資料：教育委員会調べ） 

【連絡先一覧14】高等学校・中学校・小学校・幼稚園 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 
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機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

篠山鳳鳴高校 篠山市大熊369 552-0047

篠山産業高校 篠山市郡家403-1 552-1194

篠山産業高校東雲校 篠山市福住1260 557-0039

篠山産業高校丹南校 篠山市南矢代602 595-0007

篠山中学校 篠山市東沢田224 552-1155

篠山東中学校 篠山市泉若林1-1 556-3781

西紀中学校 篠山市宮田175 593-0032

丹南中学校 篠山市味間新192 594-1164

今田中学校 篠山市今田町今田新田11 597-3160

篠山小学校 篠山市北新町5 552-0069

八上小学校 篠山市糯ヶ坪89 552-0598

畑小学校 篠山市畑宮324-2 552-0236

城北小学校 篠山市黒岡89 552-0462

岡野小学校 篠山市東浜谷531 552-0553

日置小学校 篠山市日置162 556-2034

後川小学校 篠山市後川上477 556-2734

雲部小学校 篠山市西本荘西の山2-1 556-3200

福住小学校 篠山市福住342 557-0027

村雲小学校 篠山市草ノ上108 558-0116

大芋小学校 篠山市中500 558-0014

西紀南小学校 篠山市黒田186 593-0028

西紀小学校 篠山市乗竹650 593-0024

西紀北小学校 篠山市本郷123 592-0007

大山小学校 篠山市大山新100 596-0013

味間小学校 篠山市味間新97-3 594-0019

城南小学校 篠山市小枕120 594-0728

古市小学校 篠山市波賀野新田74 595-0019

今田小学校 篠山市今田町下小野原61 597-2019

篠山幼稚園 篠山市北新町5 552-2437

八上幼稚園 篠山市糯ケ坪甲89 552-6236

畑幼稚園 篠山市畑宮324-2 552-4186

城北幼稚園 篠山市黒岡89 552-3171

岡野幼稚園 篠山市東浜谷531 552-6233

かやのみ幼稚園 篠山市日置162 556-2565

たき幼稚園 篠山市福住342 557-0112

西紀みなみ幼稚園 篠山市黒田186 593-1600

西紀きた幼稚園 篠山市本郷159 592-0034

大山幼稚園 篠山市大山新99 596-0099

味間幼稚園 篠山市味間新64-1 594-2259

城南幼稚園 篠山市小枕140-2 594-4193

古市幼稚園 篠山市波賀野新田74-1 595-0889

今田幼稚園 篠山市今田町今田1-3 597-2303

（資料：教育委員会調べ） 



資料編 連絡先一覧 第 1 部 

 - 249 -

【連絡先一覧15】新聞報道機関 

機関名 所在地 電話番号 

朝日新聞 

（篠山通信局） 

篠山市東岡屋60-4 552-7180

（FAX）552-7183

毎日新聞 

（丹波通信部） 

篠山市郡家70「ささやま 24」201号 552-0388

（FAX）552-0889

 

丹波市柏原町見長12-1 

0795-72-0570

（FAX）0795-73-0185

読売新聞 

（柏原通信部） 

（篠山通信部） 篠山市北新町76-1ﾊｲﾂ青山405号 552-5538

（FAX）552-4315

産経新聞 

（篠山通信部） 

 

篠山市河原町208 

552-4200

（FAX）594-4200

 

丹波市柏原町小南48-1 

0795-72-0540

（FAX）0795-72-2199

神戸新聞 

（丹波総局） 

（篠山支局） 篠山市呉服町22 552-0025

（FAX）552-0026

 

丹波市柏原町柏原201 

0795-72-0530

（FAX）0795-72-1956

丹波新聞 

（本社） 

（篠山支局） 篠山市立町90 552-7105

（FAX）552-7105

篠山新聞  篠山市東新町87 554-3700

（FAX）554-3701
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第２部 災害時優先電話番号一覧 
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番

号 
対象機関 電話番号 

番

号
対象機関 電話番号 

1 庁舎 篠山市役所 552-1114 41 幼稚園 かやのみ幼稚園 556-2565

2  篠山市役所 552-5112 42  後川幼稚園 556-2734

3  城東支所 556-3112 43  福住幼稚園 557-0112

4  多紀支所 557-1162 44  きよたき幼稚園 558-0757

5  西紀支所 593-1115 45  西紀きた幼稚園 592-0034

6  西紀支所 593-1116 46  西紀みなみ幼稚園 593-1600

7  丹南支所 594-1134 47  大山幼稚園 596-0099

8  丹南支所 594-1135 48  味間幼稚園 594-2259

9  今田支所 597-3113 49  古市幼稚園 595-0889

10  今田支所 597-3114 50  城南幼稚園 594-4193

11 学校 篠山小学校 552-0069 51  今田幼稚園 597-2303

12  八上小学校 552-0598 52 保育所 八上保育園 552-2402

13  畑小学校 552-0236 53  城東保育園 556-2300

14  城北小学校 552-0462 54  城東保育園多紀分園 558-0059

15  岡野小学校 552-0553 55  にしき保育園 593-0144

16  日置小学校 556-2034 56  味間保育園 594-0181

17  後川小学校 556-2734 57  城南保育園 594-0201

18  雲部小学校 556-3200 58  今田保育園 597-2200

19  福住小学校 557-0027 59 診療所 後川診療所 556-3735

20  村雲小学校 558-0116 60  東雲診療所 558-0053

21  大芋小学校 558-0014 61  草山診療所 592-0011

22  西紀南小学校 593-0028 62  今田診療所 590-3050

23  西紀小学校 593-0024 63 公民館 市民ｾﾝﾀｰ 554-2188

24  西紀北小学校 592-0007 64  城東公民館 556-3171

25  大山小学校 596-0013 65  ﾊｰﾄﾋﾟｱｾﾝﾀ  ー 557-1177

26  味間小学校 594-0019 66  西紀公民館分館 593-0334

27  古市小学校 595-0019 67  今田公民館 597-2255

28  城南小学校 594-0728 68 消防 篠山市消防本部 594-1119

29  今田小学校 597-2019 69  西紀消防庁舎 593-1119

30  篠山中学校 552-1155 70 その他 たんば田園交響ホール 552-3600

31  篠山東中学校 556-3940 71  四季の森生涯学習センター 594-1180

32  西紀中学校 593-0032 72  篠山保健ｾﾝﾀ  ー 558-0325

33  丹南中学校 594-1164 73  丹南健康福祉ｾﾝﾀｰ 594-1117

34  今田中学校 597-3160 74  川代体育館 594-0711

35  篠山養護学校 552-5237   

36 幼稚園 篠山幼稚園 552-2437   

37  八上幼稚園 552-6236   

38  畑幼稚園 552-4186   

39  城北幼稚園 552-3171

40  岡野幼稚園 552-6233
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第３部 兵庫県衛星通信ネットワーク 
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兵庫県庁 

０２８－１５１ 

 

庁舎（受付）……………2000 

災害対策センター代表（休日・夜

間）………………5870 

知事………………………2001 

           2002 

防災企画局 

 

防災企画局長……………3127 

控室（秘書）……………3128 

ＦＡＸ……………………6391 

 

企画課 
 
課長………………………3130 

主幹（業務調整担当） 

     ………………3133 

担当………………………3134 

           5389 

災害支援協力係（課長補佐） 

     ………………3161 

係…………………………3162 

周年記念事業係（課長補佐） 

     ………………5352 

係…………………………5387 

           5388 

ＦＡＸ……………………6383 

 

防災計画課 
 
課長………………………3155 

参事（国民保護計画担当） 

     ………………3131 

主幹（総合調整担当） 

     ………………3156 

担当………………………3157 

防災計画係（課長補佐） 

     ………………3135 

係…………………………3136 

国民保護計画担当（課長補佐） 

     ………………3145 

担当………………………3142 

ＦＡＸ……………………6394 

 

産業保安課 
 
課長………………………3420 

主幹兼一般ガス係長……3421 

係…………………………3422 

           3889 

           3428 

ＬＰ・冷凍ガス係（課長補佐） 

     ………………3423 

係…………………………3424 

           3427 

           2429 

火薬・電気係（課長補佐） 

     ………………3425 

係…………………………3426 

ＦＡＸ……………………6385 

 

災害対策局 

 

災害対策局長……………3125 

秘書………………………3126 

ＦＡＸ……………………6391 

 

災害対策課 
 
課長………………………5382 

参事（建築技術担当） 

     ………………5385 

参事（訓練・調整担当） 

     ………………3132 

主幹兼防災係長…………3140 

係…………………………3141 

指導係（課長補佐）……5383 

係…………………………5384 

施設係（課長補佐）……3167 

係…………………………3168 

           5379 

訓練係（課長補佐）……3139 

係…………………………3144 

ＦＡＸ……………………6383 

           6380 

           6381 

 

防災情報課 
 
課長………………………3150 

防災情報企画係（課長補佐） 

     ………………5380 

係…………………………5381 

通信ネットワーク整備係（課長補

佐）…………………3151 

係…………………………3152 

           3153 

 

消防課 
 
課長………………………3410 

主幹兼消防係長…………3411 

係…………………………3412 

           3413 

安全・指導係（係長） 

     ………………3431 

係…………………………3415 

           3416 

           3432 

危険物係（課長補佐） 

     ………………3417 

係…………………………3418 

ＦＡＸ……………………6384 

 

防災対策局 

 

災害対策本部 

災害対策本部（事務局） 

     ………………5577 

           5578 

県民政策部長……………5549 

企画管理部長……………5548 

本部連絡員………………5569 

健康生活部長……………5552 

本部連絡員………………5570 

産業労働部長……………5550 

本部連絡員………………5578 

農林水産部長……………5551 

本部連絡員………………5572 

県土整備部長……………5554 

本部連絡員………………5573 

本部連絡員（水防部） 

     ………………5581 

出納長……………………5545 

本部連絡員………………5578 

公営企業管理局…………5553 

本部連絡員………………5570 

病院事業管理者…………5555 

本部連絡員………………5571 

教育長……………………5558 

本部連絡員………………5574 

警察本部長………………5557 

警察本部長付……………5569 

 

災害対策本部事務局 
 
事務総長（指揮者）……5360 

事務局長…………………5330 

本部運営班………………5331 

情報総括班………………5361 

情報分析・通信班………5337 

調整支援班………………5351 

物質・輸送調整班………5352 

広報班……………………5350 

県民窓口班………………5870 

ＦＡＸ……………………6380 

           6381 

 

報道関係室 
 
報道関係室………………3852 

           3853 

 

防災関係機関室 
 
防災関係機関室（４階） 

     ………………3888 

防災関係機関室（５階） 

     ………………3889 

 

放送室 
 
放送室……………………4559 

 

待機室 
 
待機室……………………4566 

 

ネットワーク管理室 
 
（防災システム）………5805 

           5806 

           5807 

ネットワーク管理室（衛星通信）

………………………6860 

           6861 

ＦＡＸ……………………6891 

           6876 

 

システム管理室 
 
システム管理室…………5814 

           5815 

 

ヘリポート 
 
ヘリポート………………6409 

           6410 

農林水産局 

 

農村環境課 
 
課長………………………3931 

主幹兼田園空間係長……4028 

係…………………………4022 

           4023 

地域政策係（課長補佐） 

     ………………3934 

係…………………………3954 

地域整備係（係長）……3946 

係…………………………3947 

主幹（農地防災担当） 

     ………………4005 

農業水利係（課長補佐） 

     ………………4018 

係…………………………4019 

防災係（課長補佐）……4020 

係…………………………4021 

ＦＡＸ……………………5955 

 

畜産課 
 
課長………………………4078 

家畜安全官………………4081 

主幹兼畜政係長…………4083 

係…………………………4082 

酪農係（係長）…………4085 

係…………………………4086 

主幹兼肉用牛係長………4087 

係…………………………4088 

養鶏養豚係（係長）……4096 

係…………………………4097 

草地飼料係（係長）……4089 

係…………………………4090 

衛生係（課長補佐）……4093 

係…………………………4094 

環境係（係長）…………4091 

係…………………………4092 

 

林務課 
 
課長………………………4100 

主幹兼管理係長…………4101 

係…………………………4103 

           4215 

主幹兼林政係長…………4104 

係…………………………4198 

           4105 

計画係（課長補佐）……4106 

係…………………………4107 

           4108 

造林係（課長補佐）……4109 

係…………………………4110 

           4111 

構造改善係（係長）……4112 

係…………………………4113 

           4118 

林業専門技術員…………4117 

           4199 

主幹兼県産木材係長……4102 

係…………………………3639 

林産係（係長）…………4120 

係…………………………4121 

木材流通係（係長）……4122 

 

治山課 
 
課長………………………4128 

主幹兼防災計画係長……4129 

係…………………………4131 

           4148 

主幹兼技術振興係長……4130 

係…………………………4145 

計画調査係（係長）……4136 

係…………………………4137 

治山係（係長）…………4132 

係…………………………4133 

林道係（係長）…………4134 

係…………………………4135 

ＦＡＸ……………………6752 

 

土木局 

 

道路保全課 
 
課長………………………4389 

主幹（業務調整担当） 

     ………………4390 

事務係（課長補佐）……4393 
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係…………………………4394 

管理係（係長）…………4395 

係…………………………4396 

主幹兼環境係長…………4391 

係…………………………4471 

補修係（課長補佐）……4397 

係…………………………4398 

交通施設係（課長補佐） 

     ………………4399 

係…………………………4400 

指導係（課長補佐）……4401 

係…………………………4402 

課長補佐…………………4392 

ＦＡＸ……………………6678 

 

河川計画課 
 
課長………………………4426 

主幹兼事務係長…………4427 

係…………………………4430 

計画係（課長補佐）……4431 

係…………………………4432 

総合治水係（課長補佐） 

     ………………4424 

係…………………………4425 

主幹兼環境係長…………4428 

係…………………………4435 

調査係（課長補佐）……4590 

係…………………………4591 

ＦＡＸ……………………6742 

 

河川整備課 
 
課長………………………4408 

参事（災害復興担当） 

     ………………4548 

主幹（業務調整担当） 

     ………………4409 

事務係（課長補佐）……4411 

係…………………………4412 

           4436 

管理係（係長）…………4413 

係…………………………4414 

主幹兼治水係長…………4437 

係…………………………4438 

           4416 

都市河川係（課長補佐） 

     ………………4417 

係…………………………4418 

防災係（課長補佐）……4419 

係…………………………4420 

河川開発係（係長）……4433 

係…………………………4434 

保全係（課長補佐）……4410 

係…………………………4423 

技術専門員………………4429 

水防本部…………………4421 

           4415 

無線室……………………4422 

ＦＡＸ……………………6722 

 

砂防課 
 
課長………………………4459 

主幹兼事務係長…………4460 

係…………………………4463 

管理係（係長）…………4462 

係…………………………4464 

砂防係（係長）…………4465 

係…………………………4466 

防災係（係長）…………4467 

係…………………………4468 

           4470 

土砂災害防止係（係長） 

     ………………4472 

係…………………………4473 

参事（グリーンベルト整備担当）

………………………4469 

担当………………………4461 

ＦＡＸ……………………6681 

 

下水道課 
 
課長………………………4495 

主幹（業務調整担当） 

     ………………4496 

事務係（課長補佐）……4498 

係…………………………4499 

経営管理係（係長）……4514 

係…………………………4515 

主幹兼計画係長…………4497 

係…………………………4502 

建設係（係長）…………4500 

係…………………………4501 

指導係（課長補佐）……4509 

係…………………………4510 

施設係（課長補佐）……4503 

係…………………………4504 

           4505 

設備係（課長補佐）……4506 

係…………………………4507 

           4508 

主幹兼広域処理施設係長 

     ………………4511 

係…………………………4513 

           4360 

ＦＡＸ……………………6682 

 

まちづくり局 

 

建築指導課 
 
課長………………………4711 

主幹兼建築行政係長……4712 

係…………………………4718 

管理係（課長補佐）……4714 

係…………………………4715 

指導係（課長補佐）……4716 

係…………………………4717 

防災係（課長補佐）……4719 

係…………………………4720 

ＦＡＸ……………………6785 

 

開発指導室 
 
室長………………………4713 

開発指導係（係長）……4847 

係…………………………4848 

審査係（課長補佐）……4849 

係…………………………4850 

ＦＡＸ……………………6785 

 

住宅復興局 

 

住宅復興局長……………5850 

秘書………………………5851 

 

復興推進課 
 
課長………………………5852 

主幹（企画調整担当） 

     ………………5853 

担当………………………5854 

復興調整担当（係長） 

     ………………5855 

担当………………………5856 

           5860 

生活支援担当（係長） 

     ………………5857 

担当………………………5858 

           5859 

ＦＡＸ……………………6778 

 

住宅防災課 
 
課長………………………5862 

主幹（住宅共済制度担当） 

     ………………5863 

担当………………………5864 

住宅再建支援担当（係長） 

     ………………5865 

担当………………………5866 

主幹（住宅耐震・にぎわい再生担

当）…………………5867 

担当………………………5868 

ＦＡＸ……………………6779 

 

 

広域防災センター 
028-152 

 

事務室 ……………………511 

無線室 ……………………512 

ＦＡＸ（事務室） ………611 

 

 

柏原庁舎 
028-175 

 

庁舎（受付）……………1200 

 

丹波県民局企画調整部 

部長……………………1201 

総務担当参事…………1202 

主幹（人事・調整担当） 

     ……………1203 

市町・防災担当参事…1221 

市町振興・防災課長…1222 

市町振興・防災課……1223 

           511 

           512 

ＦＡＸ …………………611 

           630 

 

柏原県税事務所 

所長……………………1230 

主幹（調整担当）……1231 

ＦＡＸ …………………631 

 

丹波県民局県民生活部 

部長……………………1250 

主幹（総務調整担当） 

     ……………1288 

総務調整担当…………1289 

 

柏原健康福祉事務所 

所長……………………1251 

参事（調整担当）……1252 

主幹（調整担当）……1253 

調整担当………………1258 

ＦＡＸ …………………632 

           634 

 

丹波県民局地域振興部 

部長……………………1290 

主幹（総務調整担当） 

     ……………1292 

総務調整担当…………1293 

 

柏原農林振興事務所 

主幹（調整担当）……1296 

調整担当………………1298 

ＦＡＸ …………………635 

 

柏原農業改良普及センター 

所長……………………1320 

主幹兼地域第１課長…1321 

 

柏原土地改良事務所 

所長……………………1290 

主幹（調整・管理担当） 

     ……………1331 

ＦＡＸ …………………636 

 

丹波県民局県土整備部 

部長……………………1350 

主幹（総務調整担当） 

     ……………1351 

総務調整担当…………1352 

 

柏原土木事務所 

所長……………………1350 

主幹（業務・調整担当） 

     ……………1351 

工事業務課 ……………521 

管理課 …………………522 

道路保全課 ……………523 

ＦＡＸ …………………621 

           637 

西宮こどもセンター柏原分室 

     ………………1406 
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市役所・町役場 

０２８ 

 

神戸市 
028-100 

 

危機管理室…………………52 

防災情報センター…………53 

危機管理室…………………54 

ＦＡＸ（危機管理室）……61 

            63 

 

消防局 
 
管制室………………………42 

ＦＡＸ………………………62 

神戸市可搬局 ……………028 

可搬局 ……………………101 

可搬局ＦＡＸ ……………101 

 

姫路市 
028-201 

 

（受付） ………………18285 

企画財政局企画総務課……52 

ＦＡＸ………………………61 

 

尼崎市 
028-202 

 

（受付） ………………16880 

総務部防災対策課…………52 

警備室………………………53 

ＦＡＸ（総務部防災対策課） 

     …………………61 

 

明石市 
028-203 

 

防災安全課………………2409 

８０６Ａ会議室…………2880 

ＦＡＸ（防災安全課） 

     ………………5402 

 

西宮市 
028-204 

 

防災対策課…………………52 

衛視室………………………53 

ＦＡＸ（防災対策課）……61 

 

洲本市 
028-205 

 

総務課………………………52 

用務員室奥宿直室…………53 

ＦＡＸ（管理課）…………61 

 

芦屋市 
028-206 

 

（受付）……………………51 

防災対策課…………………52 

            53 

ＦＡＸ（防災対策課）……61 

 

伊丹市 
028-207 

 

総務課………………………52 

第９会議室内防災システム室 

     …………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

相生市 
028-208 

 

総務課……………………1262 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課横小会議室） 

     …………………61 

 

豊岡市 
028-209 

 

（受付）……………………51 

総務課行政係………………52 

建設課建設管理係…………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（財政課管財係） 

     …………………61 

 

豊岡市城崎総合支所 
028-541 

 

（受付）……………………50 

総務課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

豊岡市竹野総合支所 
028-542 

 

（受付）……………………50 

総務課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

豊岡市日高総合支所 
028-544 

 

住民課………………………52 

無線放送室…………………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

豊岡市出石総合支所 
028-561 

 

（受付） …………………398 

事務機器室 ………………397 

ＦＡＸ（事務機器室） …396 

 

豊岡市但東総合支所 
028-562 

 

建設水道課…………………52 

宿直室………………………53 

町民課………………………54 

ＦＡＸ（町民課）…………61 

加古川市 
028-210 

 

危機管理室…………………52 

            53 

ＦＡＸ（危機管理室）……61 

 

たつの市 
028-211 

 

総務課………………………52 

            53 

ＦＡＸ（電話交換室）……61 

 

たつの市 
新宮総合支所 

028-461 

 

都市整備課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（コピー室）………61 

たつの市 
揖保川総合支所 

028-462 

 

住民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

たつの市 
御津総合支所 

028-463 

 

（受付）……………………51 

住民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ………………………61 

 

赤穂市 
028-212 

 

（受付） ……………………9 

安全安心担当……………2000 

守衛室……………………2001 

ＦＡＸ（総務課）………2004 

 

西脇市 
028-213 

 

企画総務部防災対策室……52 

宿直室………………………53 

第一会議室…………………54 

ＦＡＸ（企画総務部防災対策室）

…………………………61 

 

西脇市黒田庄地域
総合事務所 
028-364 

 

（受付）……………………51 

住民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

宝塚市 
028-214 

 

（受付）……………………51 

防災対策課…………………52 

防災センター………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

三木市 
028-215 

 

（受付） ……………………9 

特別会議室………………2404 

企画政策課………………2425 

警備員室…………………2106 

ＦＡＸ（無線室）………5414 

 

三木市吉川支所 
028-321 

 

（受付）……………………51 

住民生活課…………………52 

ＦＡＸ（住民生活課）……61 

 

高砂市 
028-216 

 

（受付）……………………51 

企画部企画政策室…………52 

ＦＡＸ（企画部企画政策室） 

     …………………61 

 

川西市 
028-217 

 

（受付）……………………51 

防災安全課…………………52 

宿直警備員室………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 
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小野市 
028-218 

 

市民安全部…………………52 

ＦＡＸ（市民安全部）……61 

 

三田市 
028-219 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

加西市 
028-220 

 

企画調整課…………………52 

ＦＡＸ（企画調整課）……61 

 

篠山市 
028-661 

 

（受付） ……………………9 

総務課 ……………………391 

宿直室 ……………………392 

ＦＡＸ（総務課） ………390 

 

篠山市西紀支所 
028-664 

 

（受付）……………………51 

住民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（放送室）…………61 

 

篠山市今田支所 
028-666 

 

（受付）……………………51 

住民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

猪名川町 
028-301 

 

総務部総務課………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ………………………61 

 

加東市 
028-341 

 

（受付）……………………51 

生活環境課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（生活環境課）……61 

 

多可町 
028-361 

 

（受付）……………………51 

住民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

多可町加美地域局 
028-362 

 

（受付）……………………51 

住民生活課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民生活課）……61 

 

八千代地域局 
028-363 

 

（受付）……………………51 

情報秘書課…………………52 

生活課住民担当……………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

稲美町 
028-381 

 

（受付）……………………51 

経営政策部企画課…………52 

食堂内宿直室………………53 

ＦＡＸ（経営政策部企画課） 

     …………………61 

 

播磨町 
028-382 

 

（受付）……………………51 

住民課………………………52 

宿直室管理人室……………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

家島町 
028-421 

 

（受付）……………………51 

住民生活課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民生活課）……61 

 

夢前町 
028-422 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

休憩室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

神河町 
028-445 

 

住民課 ……………………521 

管理人室 …………………522 

総務課 ……………………523 

ＦＡＸ（住民課） ………621 

 

神河町神崎支庁舎 
028-441 

 

総務課………………………52 

住民生活課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（住民生活課）……61 

 

市川町 
028-442 

 

総務課………………………52 

宿直室・休養室……………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

福崎町 
028-443 

 

総務課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

香寺町 
028-444 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

住民生活課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（事務室）…………61 

 

太子町 
028-464 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

            53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

上郡町 
028-481 

 

住民課………………………51 

会議室１０１………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（住民課）…………61 

 

佐用町 
028-501 

 

総務課 ……………………203 

住民課 ……………………257 

休憩室 ……………………255 

ＦＡＸ（総務課） ………260 

 

佐用町上月支所 
028-502 

 

総務課 ……………………218 

ＦＡＸ（総務課） ………217 

宿直室 ……………………219 

 

佐用町南光支所 
028-503 

 

（受付）……………………51 

町民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

佐用町三日月支所 
028-504 

 

（受付）……………………51 

住民福祉課…………………52 

用務員室……………………53 

ＦＡＸ（ＶＴＲ編集室） 

     …………………61 

 

宍粟市山崎市民局 
028-521 

 

市民生活課環境防災係……52 

宿直室………………………53 

第２会議室…………………54 

ＦＡＸ（環境防災係）……61 

 

防災センター 
 
通信司令室…………………52 

ＦＡＸ（通信司令室）……61 

研修室１……………………53 

研修室２……………………54 

 

宍粟市一宮市民局 
028-523 

 

（受付）……………………51 

企画総務課…………………52 

市民生活課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（企画総務課）……61 

 

宍粟市波賀市民局 
028-524 

 

市民生活課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（企画総務課）……61 
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宍粟市千種市民局 
028-525 

 

市民生活課…………………52 

用務員室……………………53 

ＦＡＸ（市民生活課）……61 

 

安富町 
028-522 

 

（受付）……………………51 

生活福祉課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（生活福祉課）……61 

 

香美町 
028-543 

 

町民課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（町民課）…………61 

 

香美町村岡地域局 
028-581 

 

（受付）……………………51 

健康福祉課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（健康福祉課）……61 

 

香美町小代地域局 
028-583 

 

（受付）……………………51 

地域振興課…………………52 

ＦＡＸ（事務室）…………61 

 

新温泉兆町 
028-582 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

町民課………………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（町民課）…………61 

 

温泉総合支所 
028-584 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

住民生活課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

養父市 
028-601 

 

（受付）……………………51 

市長室………………………54 

総務課………………………52 

日直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

養父市養父地域局 
028-602 

 

（受付）……………………51 

振興課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（振興課）…………61 

 

養父市大屋地域局 
028-603 

 

（受付）……………………52 

宿直室………………………53 

公民館………………………54 

ＦＡＸ（振興課）…………61 

 

養父市関宮地域局 
028-604 

 

（受付）……………………51 

振興課………………………52 

市民課………………………53 

振興課………………………54 

ＦＡＸ（振興課）…………61 

 

朝来市 
028-622 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

朝来市生野支所 
028-621 

 

（受付）……………………51 

地域振興課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（地域振興課）……61 

 

朝来市山東支所 
028-623 

 

（受付）……………………51 

地域振興課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（地域振興課）……61 

 

朝来市朝来支所 
028-624 

 

（受付）……………………51 

地域振興課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（地域振興課）……61 

 

丹波市 
028-642 

 

（受付）……………………51 

総務課………………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（総務課）…………61 

 

丹波市春日庁舎 
028-644 

 

（受付）……………………51 

宿直室………………………52 

総務課………………………53 

ＦＡＸ（地域振興課）……61 

 

淡路市 
028-681 

 

市民課………………………55 

ＦＡＸ（市民課）…………65 

 

淡路市津名 
総合事務所 
028-681 

 

（受付）……………………51 

市民生活課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（市民生活課）……61 

 

淡路市岩屋 
総合事務所 
028-682 

 

産業建設課…………………52 

市民生活課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（市民生活課）……61 

 

淡路市北淡 
総合事務所 
028-683 

 

市民生活課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（市民生活課）……61 

 

淡路市一宮 
総合事務所 
028-684 

 

市民生活課…………………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（市民生活課）……61 

 

淡路市東浦 
総合事務所 
028-686 

 

（受付） ……………………9 

産業振興課…………………52 

市民生活課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（市民生活課）……51 

 

五色町 
028-685 

 

総務課………………………52 

生活環境課…………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（２階事務室）……61 

 

南あわじ市緑庁舎 
028-701 

 

（受付）……………………51 

緑総合窓口センター………52 

宿直室………………………53 

ＦＡＸ（緑総合窓口センター） 

     …………………61 

 

南あわじ市西淡庁舎 
028-702 

 

（受付）……………………51 

西淡総合窓口センター……52 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（西淡総合窓口センター）

………………………61 

 

南あわじ市三原庁舎 
028-703 

 

（受付）……………………51 

税務課………………………52 

相談室２……………………53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（税務課）…………61 

 

南あわじ市南淡庁舎 
028-704 

 

（受付）……………………51 

企画部まちづくり・防災課 

     …………………52 

南淡総合窓口センター……53 

宿直室………………………54 

ＦＡＸ（まちづくり・防災課） 

     …………………61 
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消防機関 

０２８ 

 

神戸市消防局 
028-751 

 

総務部 

庶務課 …………………404 

ＦＡＸ …………………387 

職員課 …………………231 

施設課 …………………405 

ＦＡＸ …………………367 

予防部 

予防課 …………………271 

ＦＡＸ …………………487 

査察課 …………………281 

危険物保安課 …………291 

警防部 

警防課 …………………406 

ＦＡＸ …………………467 

司令課 …………………322 

救急救助課 ……………341 

管制室 

映像台 …………………408 

見学室 …………………409 

ＦＡＸ …………………407 

その他 

作戦室 …………………470 

 

姫路市消防局 
028-201 

 

防災課 …………………12200 

情報指令課…………………42 

ＦＡＸ（情報指令課）……62 

 

尼崎市消防局 
028-753 

 

（受付）……………………41 

総務課………………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

明石市消防本部 
028-754 

 

情報指令室…………………42 

防災研修室…………………43 

ＦＡＸ（情報指令室）……62 

 

西宮市消防局 
028-755 

 

（受付）……………………41 

消防課長……………………43 

指令室………………………42 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

芦屋市消防本部 
028-206 

 

（受付）……………………41 

警防課………………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

伊丹市消防局 
028-757 

 

情報管理課…………………41 

警防課長……………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

相生市消防本部 
028-208 

 

通信室………………………42 

ＦＡＸ（通信室）…………62 

 

加古川市消防本部 
028-759 

 

総務課………………………42 

警防課………………………43 

指令室………………………44 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

龍野市消防本部 
028-211 

 

総務課長……………………42 

通信室………………………43 

消防長室……………………44 

ＦＡＸ（通信室）…………62 

 

赤穂市消防本部 
028-761 

 

災害作戦室…………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

宝塚市消防本部 
028-762 

 

（受付）……………………41 

総務課長……………………42 

情報管制課…………………43 

ＦＡＸ（情報管制課）……62 

 

三木市消防本部 
028-763 

 

（受付）……………………41 

警備課長……………………42 

通信室………………………43 

ＦＡＸ（通信室）…………62 

 

高砂市消防本部 
028-764 

 

通信室………………………41 

事務室………………………42 

通信司令室…………………43 

ＦＡＸ（通信室）…………62 

 

川西市消防本部 
028-765 

 

総務課………………………42 

消防課………………………43 

通信指令室…………………44 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

小野市消防本部 
028-218 

 

（受付）……………………41 

指令室………………………42 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

三田市消防本部 
028-767 

 

総務課………………………42 

指令室………………………43 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

加西市消防本部 
028-768 

 

警防課長……………………42 

防災対策室…………………43 

通信指令室…………………44 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

篠山市消防本部 
028-871 

 

通信室………………………41 

庶務係………………………42 

通信室………………………43 

ＦＡＸ（通信室）…………62 

 

猪名川町消防本部 
028-769 

 

事務室 ……………………242 

通信指令室 ………………243 

ＦＡＸ（通信指令室） …260 

 

佐用郡広域行政 
事務組合消防本部 

028-858 

 

事務室………………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

養父市消防本部 
028-864 

 

警防課………………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（警防課）…………62 

 

加東市消防本部 
028-891 

 

総務課………………………42 

通信室………………………43 

ＦＡＸ（通信室）…………62 

 

淡路広域消防 
事務組合消防本部 

028-906 

 

総務課………………………42 

警防課………………………43 

指令室………………………44 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

丹波市消防本部 
028-911 

 

（受付）……………………41 

通信指令室…………………42 

消防課………………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

朝来市消防本部 
028-914 

 

管理課………………………42 

消防課………………………43 

通信指令室…………………44 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

中播消防事務組合 
消防本部 
028-916 

 

（受付）……………………41 

通信指令室…………………42 

会議室………………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 
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宍粟市消防本部 
028-918 

 

消防課………………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

にしたか消防本部 
028-920 

 

（受付）……………………41 

事務室………………………42 

通信指令室…………………43 

会議室………………………48 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

揖南消防 
事務組合消防本部 

028-924 

 

警防課………………………42 

通信指令室…………………43 

ＦＡＸ（通信指令室）……62 

 

美方広域消防 
事務組合消防本部 

028-928 

 

（受付）……………………41 

通信室………………………42 

作戦室………………………43 

ＦＡＸ（事務室）…………62 

 

豊岡市消防本部 
028-929 

 

警防課………………………42 

指令室………………………43 

ＦＡＸ（指令室）…………62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関係機関 

０２８ 

 

第五管区 
海上保安本部 

028-981 

 

司令センター………………33 

ＦＡＸ（司令センター） 

     …………………61 

 

神戸海洋気象台 
028-982 

 

観測予報課…………………33 

ＦＡＸ（観測予報課）……61 

 

陸上自衛隊姫路 
028-984 

 

第３科事務室………………31 

当直室………………………32 

作戦室………………………33 

ＦＡＸ（第３科事務室） 

     …………………61 

 

陸上自衛隊伊丹 
028-985 

 

第三部編成・防衛室………32 

            33 

ＦＡＸ（第３部防衛班） 

     …………………61 

 

日本赤十字社 
兵庫県支部 
028-986 

 

救護福祉課…………………33 

ＦＡＸ（救護福祉課）……61 

 

ＮＨＫ神戸放送局 
028-987 

 

放送部………………………33 

ＦＡＸ（放送部）…………61 

 

（株）ラジオ関西 
028-988 

 

報道センター………………33 

ＦＡＸ（報道センター） 

     …………………61 

 

（株）サンテレビ 
ジョン 
028-989 

 

報道部………………………33 

ＦＡＸ（報道部）…………61 

 

（株）Ｋｉｓｓ－Ｆ
ＭＫＯＢＥ 
028-990 

 

編成部………………………33 

ＦＡＸ（編成部）…………61 

 

資料：平成 17 年度

地域衛星通信ネッ

トワーク衛星電話

番号簿（作成：(財)

自治体衛星通信機

構） 
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《衛星電話のかけ方》 
 

●●      － （□□□）    － △△△        － ×××× 

（※1自局衛星回線選択番号） （※2都道府県番号） （相手先地球局番号） （内線番号） 

 

※1 篠山市役所本庁14、支所・消防本部7 

   ただし、西紀支所及び今田支所の内線電話機（防災用電話機以外）からかける場合は、自局

回線選択番号の前に次の操作を行う。 

    西紀支所 ・・・ 外線ボタン「21」を押す。 

今田支所 ・・・ 外線ボタン（1～4のいずれか）を押す。 

 

※2 都道府県番号は、県内(028)にかける場合は不要 


