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第４章 その他の災害の応急対策の実施
第１節 基本対策
実施担当

各班

第１ 組織の設置
市長は、市域において雪害や大規模な事故災害が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合、災害応急対策を強力に推進するため、
（豪雪/事故）災害警戒本部又は（豪雪/
事故）災害対策本部を設置する。

１

本部
市長は、
（豪雪/事故）災害警戒本部又は災害対策基本法及び市災害対策本部条例に
基づき、（豪雪/事故）災害対策本部を設置する。
(1) 設置基準等

(豪雪/事故) 災害警戒本部
(豪雪/事故)災害対策本部
設置基準
次のいずれかに該当するとき。
次のいずれかに該当するとき。
① 積 雪 観 測 点 の う ち １ 箇 所 以 上 が ①積雪観測点のうち２箇所以上が警
警戒積雪深を突破し、かつ豪雪体
戒積雪深を突破したとき。
制への準備が必要なとき、又は平 ② 火 災 ・ 災 害 等 即 報 要 領 の 直 接 即 報
雪除雪体制では早期交通確保が
基準に達したとき。
困難と考えられるとき。
③災害救助法の適用基準に達するお
②火災・災害等即報要領の即報基準
それがあるとき。
に達したとき。
④災害が発生した場合において、そ
③その他雪害、大規模事故、突発重
の状況を勘案して、災害応急対策
大事故の発生等により、被害が生
を行うため又は災害応急対策に備
ずるおそれがあるとき。
える必要があるとき。
④（ 豪雪/事故 ）災 害 対 策本 部を 廃
止したが、引き続き警戒を要する
とき。
廃止基準
次のいずれかに該当するとき。
次のいずれかに該当するとき。
① 災 害 の 警 戒 に あ た る 必 要 が な く ①災害応急対策が概ね終了したとき。
なったとき。
②災害応急対策に備えて設置した場
②（ 豪雪/事故 ）災 害 対 策本 部を 設
合で、災害が発生するおそれが解
置したとき。
消したとき。
設置場所
朝来市本庁舎
朝来市本庁舎
業 務
災害に備えるための動員、事前対
災害の警戒・防御及び応急対策に
策の検討、災害情報の収集・伝達、 係る業務を総合的に推進する。
防災関係機関等との連絡・調整及び
応急対策に係る業務を行う。
※事故原 因が鳥インフルエンザの感染症によることが判明したときは、「朝来 市高病 原性 鳥インフ
ルエンザ対策計画」による本部体制に移行する。
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(2) 組織、配備体制、動員
動員の方法、災害警戒本部の設置、災害対策本部の設置等については、「第 2 章
迅速な災害応急活動体制の確立」に示す。

２

現地本部
市長は、現場における拠点が必要な場合は、支所対策部又は災害発生現場に近い
公共施設等に現地（豪雪／事故）災害対策本部を設置する。この場合、現地（豪雪
／事故）災害対策本部の指揮は、副本部長（副市長）がとる。
市長は、地方自治法第 153 条に基づき、その権限に属する事務の一部を現地対策
本部長に委任する。

(1) 避難準備情報の発表
(2) 避難勧告・指示の発令（災害対策基本法第 60 条、市長の権限）
(3) 警戒区域の設定（災害対策基本法第 63 条、市長の権限）
(4) 通行規制（道路法第 46 条、道路管理者の権限）

３

災害対策本部設置の通知
総括班は、災害対策本部を設置したときは、市民や職員のほかに次の機関等にも
その旨を通知する。
■本部設置の通知先

資

(1)

市民

(2)

庁内及び出先の職員

(3)

兵庫県但馬県民局総務企画室企画防災課

(4)

朝来警察署

(5)

近隣市町

(6)

報道機関

(7)

防災端末（フェニックス防災システム）への入力

料

３-１ 防災関係機関の連絡先一覧
３-８ 積雪観測所及び警戒積雪深一覧
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第２節 配備、動員
実施担当

各班

第１ 市の配備体制
市長は、配備体制を決定し、職員の動員を指示する。市長が指示を行えないときの
代行者は、本部設置時の職務の代理順位による。

１

配備基準
配備基準

組 配
織 備

考え方

連絡員待機

準備・警戒配備

(主な想定事象)

第１号配備

豪
(雪 事
/故 災
) 害警戒本部

市内に小規
模の被害が
発生するお
それがある
(生じた）。

気象予警報

その他

配備要員

次の注意報が 1 つ以
□防災担当
上発表され、市長が
必要と認めたとき。
大雪注意報
風雪注意報
なだれ注意報
次の警報が 1 つ以上 ① 積雪観測点のうち □【本庁】市長、副市長、
発表され、市長が必 １箇所以上が警戒積 教育長、会計管理者、理
要と認めたとき。
雪深を突破し、かつ 事、各支所長、各部局長、
大雪警報
豪雪体制への準備が
各次長、南但消防本部職
暴風雪警報
必要なとき、又は平
員、消防団長、消防団長
火災気象通報
雪除雪体制では早期
火災警報
交通確保が困難と考 補佐、地域振興課長、各
支所防災担当、各対策部
えられるとき。
② 火災・災害等即報 で指名された職員、防災
要領の即報基準に達 安全課及び職員
したとき。
□その他の職員は自宅待
③ その他異常な自然
機
現象又は人為的原因
による災害が発生
し、又は発生するお
それのある場合で、
市長が必要と認めた
とき。
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配備基準

組 配
織 備

考え方
(主な想定事象)

豪
(雪 事
/故 災
) 害対策本部

第２号配備

市内に中規
模の被害が
発生するお
それがある
(生じた）。

第３号配備

２

気象予警報

市内に大
模な被害
発生する
それがあ
(生じた)｡

規
が
お
る

配備要員

その他

気 象 警 報 が 発 表 さ ① 積雪観測点のうち □第１号配備要員
れ、又は発表の前提 ２箇所以上が警戒積 □各部課副主幹以上の職
に至るような状況 雪深を突破したと
員、消防団（支団長、
の場合で、市長が必 き。
副団長）
要と認めたとき。 ② 火災・災害等即報
□その他の職員は自宅待
要領の直接即報基準
機
に達したとき。
③ その他異常な自然
現象又は人為的原因
による災害が発生
し、又は発生するお
それのある場合で、
市長が必要と認めた
とき。
その 他 異常 な自 然 現 □全職員
象又 は 大規 模な 人 為
的原 因 によ る災 害 が
発生 す るお それ が あ
ると き 、又 は甚 大 な
被害 が 予想 され る と
市長が認めたとき。

職員の動員
(1) 参集指示
防災担当部長は、市長の命により各配備該当基準に基づき各配備要員への参集
指示を行う。勤務時間内においては、庁内放送及び電話により、勤務時間外にお
いては、災害時における緊急連絡網により連絡を行う。

■勤務時間外における指示連絡系統
南但消防本部

報告

市

長

防災担当部長

市消防団

伝達

各 部 長

（防災担当）

伝達

関係職員へ連絡

指示
伝達
連絡

本庁宿日直員

各支所長

報告 （防災担当）
住民等からの通報

伝達

関係職員へ連絡

支所宿日直員

※各配備要員は、参集指示のおそれがある場合には、参集の準備をして自宅で待機
する。

風－288

風水害等対策計画 第３編

災害応急対策計画

(2) 参集方法
各対策部指定要員を除く第２号及び第３号配備要員は、各対策部の朝来市災害
時初動配備連絡網により参集し、各統括者の指揮下に入る。
本人や家族が被災し参集できない場合は、班 長等へその旨を連絡する。
また、災害の状況により、所定の場所（朝来市災害時初動配備場所）へ参集で
きない場合は、住所地の最寄りの支所へ参集する。
なお、消防団員として出動命令が出されたときは、原則として消防業務を優先
とする。ただし、各対策部長の指示により市の応急対策業務に従事させる場合も
ある。
(3) 参集報告
参集した職員は、参集記録、見聞情報等を報告する。
各班、各対策部でとりまとめ、防災担当部長へ報告する。

資

料

３-８ 積雪観測所及び警戒積雪深一覧

風－289

風水害等対策計画 第３編 災害応急対策計画

第３節 情報の収集・伝達及び報告
第１ 情報収集・伝達手段の確保
実施担当

各班

(→「第２章

第２節

第１

情報収集・伝達手段の確保」の項を参照)

第２ 気象情報等の収集伝達
１

大雪警報等
総括班及び防災関係機関は、雪害対策に係る気象情報を防災情報システム等で監視
し、既に相当な積雪があり、今後の降雪により家屋倒壊や雪崩による被害が予想され
るとき又は警報が発令されたときは、必要に応じ、防災行政無線、ＣＡＴＶ、ファッ
クス等により、住民等に伝達する。
種類

大

地

大雪警報等の基準値

域

雪

注意報

30cm 以上（24 時間降雪の深さ） 60cm 以上（24 時間降雪の深さ）

暴風雪

－

なだれ

次のいずれかに該当するとき。
①積雪の深さ 70cm 以上あり、
降雪の深さ 40cm 以上
②積雪の深さ 70cm 以上あり、
最高気温が 7℃以上、又は
24 時間雨量 10 ㎜以上

兵庫北部

２

警報

陸上 20m/s 以上(雪を伴う)

－

火災警報
市長は、知事から火災気象通報を受け、次の基準（市火災予防規則第３条）に該当
する場合、火災警報を発令する（消防法第 22 条）。
南但消防本部は、防災行政無線等で、火災警報の発令と火の使用の制限等について
住民等に伝達する。

(1) 実効湿度 70 パーセント以下、最小湿度 40 パーセント以下に低下し、かつ、
最大風速が 10 メートルを超える見込みのあるとき。
(2) 平均風速が 10 メートル以上を超え、かつ、１時間以上連続して吹く見込みが
あるとき。ただし、降雨、降雪の場合は除く。
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第３ 災害報告
１

実施担当
総括班は、初期情報・被害調査情報をとりまとめ、整理した内容を県災害対策本部
（但馬県民局経由）へ報告する。

２

報告基準
総括班は、以下の種類の災害が生じたときは、県に災害情報を報告する。
(1) 一般基準
①

災害救助法の適用基準に合致する災害

②

災害対策本部を設置した災害

③

①又は②に定める災害になるおそれのある災害

④

自らの市内の被害は軽微であっても、隣接する他府県の市町で大きな被害を生
じている災害

(2) 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

(3) 社会的影響基準
災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認
められる程度の災害
(4) その他
災害による被害に対して、国の特別の財政的援助を要する災害
■火災即報＜南但消防本部＞
即報基準

直接即
報基準

一 般 基 準 ○死者３人以上生じたもの
○死者及び負傷者の合計が 10 人以上生じたもの
個
別
基
準

火災

建
火

物 ○特定防火対象物で死者が発生した火災
災 ○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、利用者等避難した火災
○国指定重要文化財又は特定違反建築物の火災
○建物焼損面積 3,000 平方メートル以上と推定される火災
○損害額１億円以上と推定される火災

林
火

野 ○焼損面積 10 ヘクタール以上と推定されるもの
災 ○空中消火を要請したもの
○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

交
通 航空機、列車、自動車等の火災で次に掲げるもの
機
関 ○航空機火災
の 火 災 ○トンネル内車両火災
○列車火災
そ の 他 以上のほか、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
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即報基準

直接即
報基準

危 険 物 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 に 係 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
る事故 事故で、次に掲げるもの。
○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
○負傷者が５人以上発生したもの
○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
に被害を及ぼしたもの
○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
○河川への危険物等流出事故
○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
○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
○負傷者が５人以上発生したもの
○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
○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
・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
・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
○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
○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
原 子 力 ○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
災害等
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
○放射性同位元素等取り扱い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
そ の 他 可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的影響度が高い
特 定 の と認められるもの
事故
社 会 的 上記に該当しない火災・事故であっても、報道機関にとり上げられる
影 響 基 準 等社会的影響度が高いと認められるもの

●

●

■救急・救助事故即報＜南但消防本部＞
即報基準
個
別
基
準

直接即
報基準

○死者５人以上の救急事故
○死者及び負傷者の合計が 15 人以上の救急事故
○要救助者が５人以上の救助事故
○覚知から救助完了までの所用時間が５時間以上を要した救助事故
○その他報道機関にと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、航空機等に関わる救急・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
死者及び負傷者の合計が 15 人以上の救急・救助事故で次に掲げるもの
○列車、航空機等の衝突、転覆等による救急・救助事故
○バスの転落等による救急・救助事故
○ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故
○映画館、駅構内等不特定多数の者が集まる場所での救急・救助事故
○その報道機関にとり上げられる等社会的影響度が高いもの
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■災害即報（雪害）＜総括班＞
即報基準

直接即
報基準

一 般 基 準 ○災害救助法の適用基準に合致するもの
○県又は市が災害対策本部を設置したもの
○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
害は軽微でも、全国的にみた場合に同一災害で大きな被害を生じて
いるもの
個別
基準

雪害

○雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの
○道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの

社 会 的 上記に該当しない災害であっても、報道機関にとり上げられる等社会
影 響 基 準 的影響度が高いと認められるもの

３

報告系統
災害報告は、原則覚知後 30 分以内に、県災害対策本部（但馬県民局経由）へ行う
ものとする。
通信の不通等により県に報告できない場合及び緊急報告を要する場合、内閣総理大
臣（窓口：消防庁）に対して直接災害情報を報告する。ただし、その場合も県との連
絡確保に努め、連絡がとれるようになった後は県に対して報告する。

４

災害情報の伝達手段

(1) 災害の発生を覚知したときは、防災端末（フェニックス防災システム）に情報を
入力する。
(2) あらかじめ県が指定する時間ごとに市域の災害情報をとりまとめ、防災端末に入
力する。
(3) 必要に応じて有線もしくは無線電話又はファクシミリなども活用する。
(4) 有線が途絶した場合は、兵庫衛星通信ネットワーク（衛星系・地上系）、西日本
電信電話㈱災害対策用無線、警察無線等の無線通信施設等を利用する。また、必要
に応じ、他機関に協力を求め、通信手段を確保する。
(5) すべての通信施設が不通の場合は、通信可能な地域まで職員を派遣する等、あら
ゆる手段をつくして伝達するよう努める。

５

報告内容

(1) 緊急報告
①

庁舎緊急報告
総括班は、災害対策本部を設置した災害又は災害の状況及びそれが及ぼす社会
的影響等から、特に報告の必要があると認められる程度の災害が発生した場合、
速やかに県災害対策本部（但馬県民局経由）へ庁舎緊急報告を行う。報告は、原
則として防災端末で行うが、それによりがたい場合は衛星電話やファクシミリ等
最も迅速な方法で通報する。
なお、報告内容は、庁舎周辺で覚知できる状況のみでよく、必ずしも数値で表
せる情報である必要はない。

②

火災、死傷者発生に関する緊急報告
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南但消防本部は、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、通報が殺到
した場合、直ちに消防庁及び県災害対策本部（但馬県民局経由）へそれぞれ報告
する。
なお、報告内容は、必ずしも具体的な被害状況を含んでいる必要はなく、通報
受信状況の概要で足りることとし、把握できている異常事象に係る情報があれば
適宜補足する。
(2) 災害概況即報
総括班は、報告すべき災害を覚知したとき直ちに第一報を県災害対策本部（但馬
県民局経由）に報告する。災害の初期段階で被害状況が十分把握できていない場合
には、速やかに人的被害の状況、建築物の被害状況及び土砂災害等の発生状況等の
情報を収集し、被害規模に関する概括的情報も含め、災害概況即報として把握でき
た範囲から、逐次報告する。
特に、災害が自らの対応力のみでは十分な対策を講じることができない規模であ
ると予想される場合は、至急その旨を県災害対策本部（但馬県民局経由）へ報告す
る。
なお、報告内容は、災害規模に関する情報は必ずしも具体的な被害状況を含んで
いる必要はなく、災害規模を推定できるなんらかの情報で足りることとする。至急
の報告は様式にこだわらず、原則として防災端末で行うが、それによりがたい場合
は衛星電話やファクシミリ等最も迅速な方法で行う。
(3) 被害状況即報
総括班は、被害状況に関する情報を収集し、県災害対策本部（但馬県民局経由）
へ被害状況即報として報告する。報告は、原則として防災端末で行うが、それによ
りがたい場合は衛星電話やファクシミリ等最も迅速な方法で行う。
(4) 災害確定報告
総括班は、災害応急対策が概ね完了した時点で、県災害対策本部（但馬県民局経
由）へ文書（状況写真を含む）で災害確定報告を行う。
(5) その他
本計画に定めるほか、災害に関する報告事項については、災害報告取扱要領（昭
和 45 年４月 10 日付消防防第 246 号）及び火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月
15 日付消防災第 267 号）により行う。

第４ 情報共有
実施担当

各班

市及び防災関係機関は、相互の情報共有に努める。

１

庁内の情報共有
支所対策部は、支所管内の被害状況及び応急対策実施状況等をとりまとめ、総括班
に報告する。総括班は、市全体の状況をとりまとめ、支所対策部へファックス等によ
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り伝達する。

２

防災関係機関との情報共有
総括班及び防災関係機関は、被害状況や応急対策実施状況等の情報を相互に交換し
情報共有に努める。なお、防災関係機関は、必要に応じて市対策本部へ連絡員を派遣
する。
市の窓口

関係機関

総括班

県（但馬県民局）、朝来警察署、西日本旅客鉄道㈱、全但バス㈱、関西
電力㈱、西日本電信電話㈱、報道機関、南但消防本部

第５ 被害情報の収集・調査
実施担当

１

各班

発見者の通報
事故・災害を発見した者は、直ちに市、南但消防本部又は朝来警察署に通報する。

通報を受けた朝来警察署は、直ちに市及び上部機関に通報する。

２

初期情報の収集・報告
事故・災害の通報を受けたときは、各班、消防団、自主防災組織等は現場に向かい

情報収集に努める。事故・災害の発生を確認した場合は、直ちに現地災害対策本部又
は支所災害対策部へ報告し、報告を受けた現地災害対策本部又は支所災害対策部は直
ちに災害対策本部へ報告する。
また、事故・災害発生後の初期段階においては、被害の全体像を大まかにつかむこ
とに留意し、主に次表に示す情報を収集報告する。
項

目

被害情報全般

収集内容

担当班

現地調査

各班

区（自主防災組織）からの情報

総務・企画班、総務・生活班

住民からの情報

総務・企画班、総務・生活班

避難者情報

生活・福祉班、総務・生活班

119 番通報状況

総括班

110 番通報状況

総括班

参集途上情報

全職員

ライフライン

上水道

上水道課班

被害情報

下水道

下水道課班

電話、電力

総務・企画班、総務・生活班

医療機関、朝来市医師会

生活・福祉班、総務・生活班

負傷者情報
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項

目

その他

３

収集内容

担当班

所管施設・設備の被害情報

各班

応急対策の実施状況

各班

初期情報の整理・分析・対応

(1) 総括班は、各班から報告された情報に基づき、管内図上に被害状況等をとりまと
め、必要に応じて本部員会議に報告する。
(2) 収集した情報及び決定した対策等は、総括班が速やかに県災害対策本部（但馬県
民局経由）へ報告する（災害概況即報）。
(3) 本部長は、得られた情報に基づき、本部員会議において、重点的に取り組むべき
応急対策、その実施方針及びそのために必要な体制を決定する。なお、本部員会議
の開催が困難な場合は、本部長が決定する。
(4) 本部長は、得られた情報に基づき、応援の必要性を認めた場合は、県、他市町、
自衛隊等への応援要請を行う。
(5) 上記(3)､(4)について緊急を要すると認められる場合は、各班において実施し、事
後速やかに本部長へ報告する。

４

被害調査
各班は、事態がある程度落ち着いた段階で、詳細な被害状況等の調査を行う。各班

は、被害情報の確定報告に向けて正確な数量的把握に努め、調査した結果をまとめ、
災害対策本部事務局に提出する。各班及び調査対象は、次のとおりである。
■部門別調査の担当及び対象
項

目

人的被害
住家被害
非住家被害
その他

調査内容

調査担当班

死者、行方不明者の状況

総務・企画班、総務・生活班

負傷者の状況

総務・企画班、総務・生活班

全壊、半壊、一部損壊の状況

総務・企画班、総務・生活班

床上・床下浸水の状況

総務・企画班、総務・生活班

公共建物

各班

その他

総務・企画班、総務・生活班

田畑

産業・都市班、産業・土木班

文教施設

教育委員会班

病院、福祉施設

生活・福祉班、総務・生活班

道路、橋梁、河川

産業・都市班、産業・土木班

砂防、がけ崩れ、土石流、林地崩壊 産業・都市班、産業・土木班
清掃施設

生活・福祉班、総務・生活班

鉄道不通

産業・都市班、産業・土木班

水道・下水道

上水道課班、下水道課班

電話・電気

総務・企画班、総務・生活班
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項

目

調査内容

災害応急対策計画

調査担当班

危険物施設

南但消防本部

ブロック塀等

生活・福祉班、総務・生活班

り災者

り災世帯、り災者数

生活・福祉班、総務・生活班

火災

火災の状況

南但消防本部

被害額

公立文教施設

教育委員会班

農林水産業施設

産業・都市班、産業・土木班

公共土木施設

産業・都市班、産業・土木班

その他の公共施設

各班

農林畜水産被害

産業・都市班、産業・土木班

商工被害

産業・都市班、産業・土木班

※大規模な災害が発生した場合は、地区単位で調査班を編成して調査を行う。

５

被害調査情報の整理・分析・対応

(1) 総括班は、各班から報告された情報をとりまとめ、必要に応じて本部員会議に報
告する。
(2) 総括は、とりまとめた被害状況を速やかに県災害対策本部（但馬県民局経由）へ
報告する（被害状況即報）。
(3) 本部長は、得られた情報に基づき、本部員会議において、重点的に取り組むべき
二次災害防止対策、実施方針及びそのために必要な体制を決定する。なお、本部員
会議の開催が困難な場合は、本部長が決定する。
(4) 本部長は、得られた情報に基づき、被害が災害救助法の適用基準に該当し又は該
当する見込みがあると判断される場合は、知事に災害救助法の適用を要請する。
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第４節 防災関係機関等との連携
実施担当

総括班

第１ 専門家・専門機関等への協力要請
総括班は、大規模事故災害が発生し又は発生するおそれがあり、必要があると認め
るときは、県に対して、専門家・専門機関等の助言等の協力を要請する。
１

要請事項
(1) 災害時医療救護活動（初動対応の調整、負傷者搬送や救護班派遣調整）
(2) 災害医療（広範囲熱傷、多発外傷、化学物質等の中毒等の治療）
(3) 消火活動（職員の化学防護、消火手法等）
(4) 避難対策（爆発等の影響範囲の算出、避難対策の実施の是非）
(5) 危険物等による汚染の除去（事業者による除去及び除染作業の確認）
(6) 各種制限措置の解除（各種制限措置の解除の是非、安全宣言の是非）
(7) 鉄道又は道路構造物の被災等の場合の復旧等の措置
(8) 代替交通対策
(9) 心身の健康相談（危険物等に係る相談への回答）

２

経費の負担
専門家・専門機関等の派遣等に要した経費は、市が県と協議の上、負担する。

第２ 自衛隊への派遣要請
(→「第２章

第３節

第１

自衛隊への派遣要請」の項を参照)

第２

関係機関との連携」の項を参照)

第３ 関係機関との連携
実施担当

総括班

(→「第２章

第３節

第５節 災害救助法の適用
実施担当

総括班（総括）、各班（実施）

(→「第２章

第４節

災害救助法の適用」の項を参照)
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第６節 消火活動
実施機関

（南但消防本部）

第１ 市及び南但消防本部の対応
大規模事故発生時の消防力の効果的な運用を図るため、次のとおり活動体制を確立
する。

１

重点目標
消防力の効果的な運用を図るため、防御活動の重点目標を次のとおりとする。
(1) 大規模火災の発生を未然に防止するため、火災の初期鎮圧と延焼防止
(2) 危険物施設に対する防御
(3) 避難経路の火災防御
(4) 救助・救急
(5) 情報活動
(6) 広報

２

消防計画に定める基本的事項
大規模事故に備えるため、消防計画に定める基本的事項を次のとおりとする。
(1) 南但消防本部における所掌事務に関する事項
(2) 南但消防本部と消防団の業務分担に関する事項
(3) 職員の動員と編成・配置
(4) 通信網の確保に関する措置
(5) 情報収集等に関する体制
(6) 総括班との連絡等に関する事項
(7) 朝来警察署をはじめ関係機関との連絡等に関する事項
(8) 重点防御に関する方針
①

市街地の火災・危険物施設の事故等に対する措置

②

避難経路の防御に対する措置

③

救助・救急に関する措置

(9) 広報に関する措置

３

応援要請等
必要に応じて知事の応援指示権の発動並びに他府県への応援要請を依頼する。
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第７節 救助・救急・医療対策
第１ 人命救出活動の実施
実施担当

総括班、生活・福祉班、総務・生活班、（南但消防本部）

(→「第３章

第２節

第１ 人命救出活動の実施」の項を参照)

第２ 救急医療の提供
実施担当

総括班、（南但消防本部）

(→「第３章

第２節

第２ 救急医療の提供」の項を参照)

第３ 医療対策の実施
実施担当

生活・福祉班、総務・生活班、（南但消防本部）

(→「第３章

１

第２節

第３ 医療・助産対策の実施」の項を参照)

多発外傷への対応
(1) 現場から医療施設への負傷者等の搬送等の初動対応
①

南但消防本部は、多発外傷の疑いのある負傷者を発見した場合は、直ちに、朝
来市医師会に情報提供し、協力を依頼するとともに、救急告知病院、災害対応病
院（二次救急医療機関）、災害拠点病院をはじめとする医療機関へ負傷者を搬送す
る。

②

南但消防本部、災害拠点病院、医療機関等は、負傷者の数及び隣接地域を含め
た医療機関の受入能力を考慮して、県による搬送先医療機関の広域調整、県医師
会等を通じた医師等の派遣要請が必要となる可能性があると判断した時点で、そ
の状況を県（地域医療情報センター又は県（医務課））に連絡する。

③

市長及び消防長は、ヘリコプターによる搬送を要すると判断した場合、県にヘ
リコプターの出動要請をする。

(2) 二次搬送等
医療機関は、負傷者の容態・数及び自己の施設及び医師等の確保の情報などを判
断し、他の医療機関に搬送する必要があると判断した場合は、直ちに南但消防本部
に対し、二次搬送の要請をする。
医療機関、南但消防本部は、必要に応じて地域医療情報センター、災害拠点病院
と連携をとり、二次搬送先を決定する。
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２

災害応急対策計画

広範囲熱傷、化学熱傷への対応
(1) 現場から医療施設への負傷者等の搬送の初動対応
①

南但消防本部は、広範囲熱傷又は化学熱傷の疑いのある負傷者を発見した場合
は、必要に応じて県へヘリコプターの出動要請を行うなど、対応可能な医療機関
等へ負傷者を搬送する体制を整える。

②

南但消防本部、災害拠点病院その他の医療機関等は、負傷者の数及び隣接地域
を含めた医療機関の受入能力を考慮して、他府県を含めた広域搬送が必要となる
可能性があると判断した時点で、県（地域医療情報センター又は県災害医療シス
テム室）に連絡する。

③

市長及び消防長は、ヘリコプターによる搬送を要する可能性があると判断した
場合、県にヘリコプターの出動待機を要請する。

(2) 二次搬送等
①

災害拠点病院その他の医療機関は、負傷者の容態、数及び自己の施設及び医師
等の確保の情報などを判断し、他の医療機関に搬送する必要があると判断した場
合は、直ちに南但消防本部へ二次搬送の要請をする。

②

３

南但消防本部及び県は連携して、対応可能な医療機関へ負傷者を搬送する。

有毒ガス、化学物質等による中毒への対応
(1) 原因物質の特定
①

南但消防本部、朝来警察署等は、中毒患者又はそのおそれのある者を発見した
場合において原因物質の特定が困難な場合は、日本中毒情報センター
（072-726-9923：24 時間対応）に連絡をとり、原因物質の絞り込みを行う。

②

南但消防本部、朝来警察署、医療機関、県健康福祉事務所等の関係機関は、必
要に応じ、医療機関等が採取した生体試料（尿、血液等）と、想定される原因物
質の情報を提供して、県立衛生研究所、県警科学捜査研究所等に検査分析を依頼
する。

③

関係機関は、化学物質等による中毒の可能性が考えられる場合には、関係機関
相互へ情報提供する。

(2) 二次搬送等
①

南但消防本部、医療機関等は、必要に応じて搬送、受け入れに当たって除染を
行い、二次災害防止等に努める。

②

医療機関は、解毒剤等が院内にない場合は、卸売業者を通じて確保に努めると
ともに、必要に応じ、生活・福祉班、総務・生活班に解毒剤の確保を依頼する。

③

生活・福祉班、総務・生活班は、解毒剤の確保ができないときは、県（薬務課）
に要請する。

④

災害拠点病院その他の医療機関は、負傷者の容態、数及び自己の施設及び医師
等の確保の状況から、対応可能な医療機関に搬送する必要があると判断した場合
は、直ちに南但消防本部に対し、二次搬送の要請をする。

⑤

南但消防本部は、県と連携して、対応可能な医療機関へ負傷者を搬送する。
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４

間接的な被害者へのフォロー
医療機関は、被災者の家族等間接的な被害者への対応について、負傷者等への対応
状況を勘案しながら、受入窓口や家族等の待合所を設け、被災者の健康状況を案内す
るなど、可能な範囲で体制を整える。

資

料

５-２ 救護所の設置予定場所一覧

第８節 交通・輸送対策の実施
(→「第３章

第３節

交通・輸送対策の実施」の項を参照)
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第９節 避難対策
実施担当

総括班、ＣＡＴＶ班

第１ 避難の勧告・指示
１

避難の勧告・指示等の発令

(1) 避難の勧告・指示の発令権限と要件
発令権者

市長

知

事

警察官

災害派遣を命
じられた部隊
等の自衛官
知事、知事の
命を受けた県
職員
水防管理者

勧告・指示を行う要件
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお
いて、市民の生命又は身体を災害から保護し、その
他災害の拡大を防止するため特に必要があると認め
るとき。
災害の発生により市長がその全部又は大部分の事務
を行うことができなくなったとき。
市長が避難のための立退きを指示することができな
いと認められるとき。
市長から要求があったとき。
人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある
天災等、特に急を要するとき。
人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのあ
る天災等、特に急を要する場合で、その場に警察官
がいないとき。
洪水により著しい危険が切迫していると認められる
とき。
地すべりにより著しい危険が切迫していると認めら
れるとき。
洪水により著しい危険が切迫していると認められる
とき。
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根拠法令
災害対策基本法
第60条
災害対策基本法
第60条
災害対策基本法
第61条
警察官職務執行
法第４条
自衛隊法第94条

水防法第29条
地すべり等防止
法第25条
水防法第29条
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(2) 避難の勧告・指示等の伝達
避難の勧告・指示等の伝達は、次の経路のとおりとする。総括務班は、関係各対
策部及び関係機関に避難の勧告・指示等の広報を要請する。
また、知事に対し、避難勧告（指示）の実施時刻、避難先、避難者数、避難対象
地域の人口等を速やかに報告するとともに、関係機関へ通報する。
■避難勧告・指示等の伝達経路
社会福祉施設
生活・福祉班
総務・生活班

社会福祉協議会
在宅要援護者

総括班

民生委員・児童委員

保育所、幼稚園、子ども園、

教育委員会班

小・中学校、社会教育施設

生活・福祉班
総務・生活班

防災行政無線、ＣＡＴＶ
広報車等

住

自主防災組織（区長）

南但消防本
部、消防団

広報車等

民

朝来警察署

広報車等

報道機関

テレビ等

■避難時の伝達事項例

２

○避難の理由

○避難勧告・指示の対象区域

○避難先

○避難経路

○避難時の服装、携行品等

○避難行動における注意事項

区、自主防災組織及び住民等の協力
区及び自主防災組織は、市及び朝来警察署に協力し、住民の避難を誘導する。
なお、市からの避難勧告等がない場合であっても周りの状況から危険が迫っている

と判断されるときは、住民の自主避難を促す。
特に、災害時要援護者については、あらかじめ名簿等により所在を把握し、早急な
対応がとれるよう努める。
住民等についても、区及び自主防災組織の活動に協力する。

３

避難の解除
本部長は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難の勧告・指示
を解除し、住民に周知するとともに、速やかにその旨を知事に報告する。
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第２ 警戒区域の設定
１

本部長の措置（災害対策基本法第 63 条第１項）
本部長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合は、生命又は身体
に対する危険を防止するため必要があると認める場合は、警戒区域を設定し、当該区
域への立ち入りの制限、禁止、退去を命ずる。なお、危険が切迫して、本部長が警戒
区域を設定する時間的余裕がないときは、現地災害対策本部においては副本部長が、
支所対策部においては支所対策部統括者が設定を行い、直ちに本部長に報告する。

２

警察官の措置（災害対策基本法第 63 条第２項）
警察官は、市長が現場にいないとき、又は市長から要請があったときは、警戒区域

を設定することができる。この場合、警察官は、直ちに警戒区域を設定した旨を市長
へ通知する。

３

消防長又は消防署長の措置（消防法第 23 条の２）
消防長又は消防署長は、ガス、火薬、危険物の漏洩、飛散、流出等の現場において、

火災警戒区域を設定することができる。

４

消防吏員又は消防団員の措置（消防法第 28 条及び第 36 条）
消防吏員又は消防団員は、火災の現場において、消防法第28条に基づき消防警戒区

域を設定することができる。
また、消防法第 36 条に基づき、水災を除く他の災害に関してもこれを準用する。

５

水防団長、水防団員又は消防機関に属する者の措置（水防法第 21 条）
水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、水防上必要がある場所において警

戒区域を設定することができる。
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■警戒区域の設定権者及び要件・内容
設定権者
設定の要件・内容
根拠法令
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に
おいて、市民の生命又は身体に対する危険を防止するた
め特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、 災 害 対 策 基 本
市 長
災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域 法第63条
への立入を制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から
の退去を命ずることができる。
災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行
災害対策基本
知 事
うことができなくなったときは、上記の全部又は一部を
法第73条
市長に代わって実施しなければならない。
ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が
発生した場合において、当該事故により火災が発生する
おそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば
消防長･
人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認 消 防 法 第 23 条
消防署長
められるときは、火災警戒区域を設定してその区域内に の２
おける火気の使用を禁止し、又は命令で定める者以外の
者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区
域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、命令
消防吏員
で定める以外の者に対してその区域からの退去を命じ
消防法第28条
消防団員
又はその区域への出入を禁止し若しくは制限すること
ができる。
水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設
水防団長･水 防
定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入
団員･消防機 関
水防法第21条
を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を
に属する者
命ずることができる。
消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受
消 防 法 第 23 条
朝来警察署長 けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又
の２
は消防長若しくは消防署長から要求があったとき。

警察官

次の場合、上記に記載する市長の職権を行うことができ
る。
災害対策基本
市長若しくは市長の委任を受けた市職員が現場にいな 法第63条
いとき、又はこれらの者から要求があったとき。
消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は
消防法第28条
消防吏員又は消防団員の要求があったとき。
消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要
水防法第21条
求があったとき。

災害派遣を命じ 市長若しくは市長の委任を受けた市職員及び警察官が
災害対策基本
られた部隊等の 現場にいないとき、上記に記載する市長等の職権を行う
法第63条
自衛官
ことができる。
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第３ 避難誘導
実施担当

総括班、生活・福祉班、総務・生活班

(→「第３章

第４節

第３ 避難誘導」の項を参照)

第４ 避難所開設
実施担当

総括班、生活・福祉班、総務・生活班

(→「第３章

第４節

第４ 避難所開設」の項を参照)

第５ 避難所の運営
実施担当

総括班、生活・福祉班、総務・生活班

(→「第３章

第４節

第５ 避難所の運営」の項を参照)

第６ 帰宅困難者への対策
実施担当

生活・福祉班、総務・生活班

(→「第３章

第４節

第６ 帰宅困難者への対策」の項を参照)
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第１０節 こころのケア対策
実施担当

生活・福祉班、総務・生活班

第１ こころのケアに対する相談・普及啓発活動
生活・福祉班、総務・生活班は、こころのケアに関する相談訪問活動に努めるとと
もに、情報の提供や知識の普及に努める。

第２ こころのケアに関する拠点の設置
生活・福祉班、総務・生活班は、被災の状況等を踏まえ、被災者の精神的不安等に
長期的に対応するとともに、県と連携して被災精神障がい者の地域での生活を支援す
るため、精神保健活動の拠点を設置する。

第３ 児童、生徒のこころのケア
(→「第３章

第１８節

第４ 応急復旧対策」の項を参照)

第１１節 遺体の埋葬等
実施担当

総括班、生活・福祉班、総務・生活班

(→「第３章

第７節

第５ 遺体の収容・処置の実施」の項を参照)

第１２節 災害時要援護者支援対策
実施担当

生活・福祉班、総務・生活班

(→「第３章

第１０節

災害時要援護者支援対策の実施」の項を参照)

第１３節 災害情報等の提供と相談活動
実施担当

総括班、総務・企画班、総務・生活班、ＣＡＴＶ班

(→「第３章

第１２節

災害情報等の提供と相談活動の実施」の項を参照)
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第１４節 社会秩序の維持
実施担当

生活・福祉班、総務・生活班

第１ 市の措置
生活・福祉班、総務・生活班は、次の措置を講じる。

１

治安の確保
朝来警察署と協議し、事故災害等の発生場所及びその周辺における治安を確保する。

２

流言飛語の防止
正確な情報を広報することにより、流言飛語を防止する。

３

悪質商法等の防止
混乱に便乗した不当販売等を防止するため、商品及び役務の適正な取引に係る広報
を行うとともに、消費生活相談を強化する。

第２ 朝来警察署の措置
朝来警察署は、避難のための立退きの勧告又は指示等が行なわれた地域及びその周
辺において、パトロール活動を強化する等により、盗難等各種犯罪の未然防止に努め
る。
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第５章 個別対策
第１節 雪害応急対策
実施担当

総括班、産業・都市班、産業・土木班

第１ 情報収集
産業・都市班、産業・土木班は、朝来警察署、道路管理者と協力して、毎日の降雪
量、積雪深、交通状況、出動機械台数等を、総括班に報告する。

第２ 除雪対策
１

除雪計画
産業・都市班、産業・土木班は、平雪時における道路除雪計画では、対応できない
場合、土木事務所と協力して、除雪計画（対象路線、実施体制、方法等）を決定する。

２

除雪体制の確保
産業・都市班、産業・土木班は、次の体制を確保する。
(1) 積雪観測点のうち１箇所以上が警戒積雪深を突破したとき。
情報連絡の強化、除雪機械の調達、除雪作業の強化等を行う。また、必要に応じ
排雪作業を行う。
(2) 積雪観測点のうち２箇所以上が警戒積雪深を突破したとき。
民間の重機を確保し、除雪作業、排雪作業を強化する。
民間からの調達は、所在地、作業能力、除雪場所を考慮して決定する。

第３ 雪害防止対策
総括班、産業・都市班、産業・土木班は、雪崩、屋根の雪下ろし等による事故防止
のため、広報を行う。

第４ 区、自主防災組織の協力
除雪作業が円滑に行われるよう、除雪に影響する路上駐車、放置物件等に対し所有
者に撤去するよう呼びかける。特に、沿道の家屋等の屋根の雪下ろしによる積雪が、
除雪計画に影響するおそれがある場合は、産業・都市班、産業・土木班に連絡する。
また、事故防止の広報に努め、要援護者をはじめとする住民から支援の要請があっ
たときは対応を行う。
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第５ 雪崩対策
産業・都市班、産業・土木班は、県と協力して次の雪崩対策を行う。
(1) 緊急パトロールを実施し、危険箇所を把握する。
(2) き裂や崩壊箇所における応急措置
(3) 住民への危険箇所、警戒避難の周知

第６ 孤立化対策
総括班は、区、自主防災組織と協力して、積雪により交通途絶が予想される地区住
民について、非常食料、医薬品、燃料等の確保、住宅の補強を呼びかける。

資

料

２-10 雪崩危険箇所一覧
３-８ 積雪観測所及び警戒積雪深一覧
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第２節 大規模火災・危険物事故災害応急対策
第１ 大規模火災応急対策
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

消火体制
市及び南但消防本部は、火災の通報を受けた場合、速やかに管轄区域内の火災の
全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部隊の配置を行う。特に大規模な災害
の場合は、最重要防御地域等の優先順位等を定め迅速に対応する。

２

相互応援協定の運用
南但消防本部は、広域災害又は市全域災害等で、必要がある場合には、隣接及び
県下広域消防応援並びに緊急消防援助隊の応援要請を行う。

３

他機関との連携
市は、南但消防本部及び朝来警察署と相互に協力する。

４

救急搬送業務
大規模火災の発生時における要救護者の緊急搬送等に当たり、必要に応じて、ま
ず市内の医療機関、運輸業者等の協力を求め、次に隣接市町等よりの応援を求める。

５

住民、自主防災組織等との連携

(1) 防火管理者等
多数の者が出入りする施設等の防火管理者その他法令に定める防火等の管理に
責任を有する者は、それら施設の消防計画等に基づき、従業員等に指示して施設の
出火防止、避難の指示等にあたる。
(2) 住民及び自主防災組織
住民及び自主防災組織等は、発災後初期段階において自発的に初期消火活動を行
うとともに、消防隊到着後は消防隊の指示に従い、支援の要請があれば可能な限り
消防隊に協力する。

第２ 林野火災応急対策
実施担当

１

総括班、産業・都市班、産業・土木班、（南但消防本部）

消防体制
市及び南但消防本部は、火災の通報を受けた場合、速やかに火災の全体状況を把
握するとともに、迅速に重点的な部隊の配置を行う。特に大規模な災害の場合は、最
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重要防御地域等の優先順位等を定め迅速に対応する。また、近隣市町、朝来警察署等
関係機関に通報する。

２

広報活動
市、南但消防本部及び朝来警察署は、火災発生地区の住民、入山者（登山、観光
客、営林活動作業者等）等に対して、防災行政無線、ＣＡＴＶ、広報車等により火災
発生の状況、注意事項、避難指示等を周知する。自主防災組織、森林組合等は、これ
に協力をする。

３

相互応援協定の運用
南但消防本部は、広域災害又は市全域災害等で、必要がある場合には、隣接及び
県下広域消防応援並びに緊急消防援助隊の応援要請を行う。

４

他機関との連携
市は、南但消防本部及び朝来警察署と相互に協力する。

５

消防活動
市及び南但消防本部は、現場指揮本部を設置し、関係機関と連携して防御にあた
るとともに、状況把握を行い隣接消防機関等への応援要請を準備する。
また、地上隊による消火が困難なときは、県へ通報し、空中消火体制を要請する。
（空中消火体制の主な準備事項）

(1) 陸空通信隊の編成
(2) 林野火災用防災地図の作成
(3) 空中消火補給基地の設定
(4) ヘリポート等の設定
(5) 空中消火用資機材等の点検・搬入

６

避難、救出等
市及び南但消防本部は、林野火災が住宅地まで及ぶ危険性がある場合は避難区域
を設定し、避難広報、誘導、避難所の開設・受入れを行う。
また、孤立者を発見した場合は、ヘリコプターによる救出を県に要請する。
朝来警察署は、応急活動に必要な交通規制を行う。
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第３ 危険物事故応急対策
実施担当

１

総括班、上水道課班、（南但消防本部）

事故責任者
危険物事故発生（のおそれがある）施設の責任者（以下「責任者」という。）は、
直ちに製造等を停止し、次の措置をとる。
(1) 通報
直ちに南但消防本部、朝来警察署に通報するとともに、必要に応じて付近の住民
や企業にも通報する。その後も、段階に応じて状況を関係機関に報告する。
(2) 施設の応急措置
危険物の漏洩、混食発火、流出、汚染、出火等を防止するため次の措置を行う。
①

タンクの破損、危険物の漏洩等の異常の有無について緊急点検を行う。

②

タンクの破損がある場合は応急補修を行う。

③

危険物が漏洩した場合又はそのおそれがある場合は、危険物の除去、土のう積
み、オイルフェンス等の設置を行う。

④

出火した場合は、自衛消防隊等による初期消火、延焼防御を行う。

(3) 従業員等の安全確保
従業員、付近の住民、企業等への通報、施設内への立ち入り禁止、避難誘導を行
う。
(4) 救済
被災者への救済を行う。

２

関係機関
(1) 連絡系統
関係機関は、相互に連絡協力して応急対策を行う。

市

発 災 企 業

南但 消防
本

近 隣 企 業

関 係 機 関

県

国

県 警 察 本 部

近隣市町

部

朝来警察署

(2) 水質汚染対策
河川に危険物が流出した場合、県及び河川管理者は水質汚染調査を行い、総括班
に報告するとともに、必要に応じて汚染拡大防止対策を行う。
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上水道課班は、必要に応じて、取水停止や広報を行う。
(3) 災害原因の究明
南但消防本部、朝来警察署は災害の発生原因を究明する。高度な技術を要する場
合は、国の派遣する学術調査団の原因究明を待って、公式発表を行う。

第４ 高圧ガス事故応急対策
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

事故責任者
高圧ガス事故発生（のおそれがある）施設の責任者（以下「責任者」という。）は、
直ちに運転、製造等を停止し、次の措置をとる。
(1) 通報
直ちに南但消防本部、朝来警察署に通報するとともに、必要に応じて付近の住民
や企業にも通報する。その後も、段階に応じて状況を関係機関に報告する。
(2) 施設の応急措置
ガスの漏洩、拡散、爆発等を防止するため、次の措置を行う。
①

貯蔵所等の破損、ガスの漏洩等の異常の有無について緊急点検を行う。

②

ガスの漏洩のおそれがあるときは、配管の緊急遮断等を行う。

③

施設が危険な状態のときは、ガスの安全な場所への移動、放出等を行う。

④

ガスが漏洩又は発火した場合は、ガス濃度の測定、散水冷却又は自衛消防隊等
による初期消火等を行う。

(3) 従業員等の安全確保
従業員、付近住民等に、施設内への立ち入り禁止、火気の取り扱い禁止を通報す
る。また、ガスの種類、特性、風向き等を考慮して避難誘導する。
(4) 救済
被災者への救済を行う。

２

関係機関
南但消防本部、県、朝来警察署は、事業者による防災資機材の確保が困難な場合、
連携して防災資機材を調達する。

第５ 毒物・劇物事故応急対策
実施担当

１

総括班、上水道課班、（南但消防本部）

事故責任者
毒物・劇物等の事故発生（のおそれがある）施設の責任者（以下「責任者」とい
う。）は、直ちに次の措置をとる。
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(1) 通報
直ちに南但消防本部、朝来警察署に通報するとともに、必要に応じて付近の住民
や企業にも通報する。
その後も、段階に応じて状況を関係機関に報告する。
(2) 施設の応急措置
毒物・劇物等の漏洩、流出、汚染、出火等を防止するため次の措置を行う。
①

貯蔵設備の破損、毒物・劇物の漏洩等の異常の有無について緊急点検を行う。

②

貯蔵設備の破損がある場合は応急補修を行う。

③

毒物・劇物が漏洩した場合又はそのおそれがある場合は、毒物・劇物の除去、
除毒、流出防止措置を行う。

④

出火した場合は、自衛消防隊等による初期消火を行う。

(3) 従業員等の安全確保
従業員、付近の住民、企業等への通報、避難誘導を行う。
(4) 救済
被災者への救済を行う。

２

関係機関

(1) 連絡系統
関係機関は、相互に連絡協力して応急対策を行う。
(2) 水質汚染対策
河川に毒物・劇物が流出した場合、県及び河川管理者は水質汚染調査を行い、総
括班に報告するとともに、必要に応じて汚染拡大防止対策を行う。
上水道課班は、必要に応じて、取水停止や広報を行う。

第６ 突発重大事案応急対策
実施担当

１

総括班、上水道課班、（南但消防本部）

サリン等の発散

(1) 消防吏員、警察官は、サリン等又はサリン等の疑いがある物質の発散により、人
の生命又は身体の被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、法令の定
めるところにより、相互に連携し、その被害に係る場所への立入りを禁止し、又は
これらの場所にいる者を退去させる。サリン等を含む物品等の回収は、装備した近
隣及び県下広域消防援助隊が実施する。
(2) 住民は、サリン等若しくはサリン等の疑いがある物質若しくはこれらの物質を含
む物品を発見し又はこれらが所在する場所を知ったときは、速やかに警察官等に通
報する。
(3) 総括班、サリン等又はサリン等の疑いがある物質の発散により、人の生命又は身
体の被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、時機を失することなく
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自衛隊等の専門家の派遣要請を県に要求する。

２

突発重大事案
総括班及び南但消防本部は、朝来警察署の行う初動措置に協力を行う。
※朝来警察署は、突発重大事案（事故等）が発生した場合は、その危険性及び
波及性を迅速、的確に判断し、緊急に初動体制をとるとともに、関係機関と
の連携のもとに、概ね次の初動措置を行う。
(1) 被災（害）者の救出、救護及び避難誘導
(2) 雑踏整理、交通規制及び緊急交通路の確保
(3) 犯罪の予防及び危険の防止のための警戒警備
(4) 現場保存、現場検証等の初動捜査活動
(5) 遺体の収容及び検視
(6) 被災（害）状況の調査
(7) 広報活動
(8) その他必要な措置

資

料

２-11 危険物施設数一覧
２-12 高圧ガス製造事業所数等一覧
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第３節 航空機・鉄道・道路事故災害応急対策
実施担当

総括班、（南但消防本部）

第１ 情報の収集・伝達
１

航空災害の第一報の情報伝達
(1) 市域内における航空機の墜落等
市域内において、航空機事故による災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合の情報等の伝達系統は次のとおりとする。

航 空 運 送事 業 者

国

土

交

通

官 邸 （ 内閣 情 報調 査 室

省
関係省庁

内閣府

発
南 但 消 防本 部

市

県

消防庁

見

119 番

者

県 警 察 本部

警察庁

110 番
朝 来 警 察署
一 般 電 話・ 届 出

注１ 県内における関係機関（県警察本部、県、市町、南但消防本部）は相互に情報を交
換する。
２ 連絡先（電話、ファクシミリ番号は資料編に示す）
官邸（内閣情報調査官）：内閣情報集約センター
国土交通省：総合政策局技術安全課、航空局総務課
内閣府：政策統括官（防災担当）付参事官室
警察庁：警備局警備課
防衛省：運用局運用課
消防庁：救急救助課
兵庫県：但馬県民局総務企画室企画防災課（勤務時間内の場合）
企画県民部災害対策局災害対策課、同消防課（勤務時間外及び緊急の場
合）
兵庫県警察本部：警備部災害対策課
市：市長公室防災安全課
南但消防本部：朝来消防署
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鉄道災害の第一報の情報伝達
鉄道事業者は、鉄道事故による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、
当該災害に関する情報伝達を速やかに行うとともに、被害状況等の早期把握に努め、
防災関係機関等との連携の下に、的確な対応をとる。
この場合の情報等の伝達系統は次のとおりとする。
なお、危険物等の漏えい等の場合は、応急対策計画編「第５章

第２節

第３

危

険物事故応急対策」による。
鉄道事業者

近 畿 運 輸 局

国 土 交 通 省

官 邸 （ 内閣 情 報調 査 室）

関係省庁

内閣府

発
見

南 但 消 防本 部

市

県

消防庁

者

119 番
県 警 察 本部

警察庁

110 番
朝 来 警 察署
一 般 電 話・届出

注１ 県内における関係機関（県警察本部、県、市、南但消防本部）は相互に情報を交換
する。
２ 連絡先（電話、ファクシミリ番号は資料編に示す）
官邸（内閣情報調査官）：内閣情報集約センター
国土交通省：総合政策局技術安全課、鉄道局技術企画課安全対策室
内閣府：政策統括官（防災担当）付参事官室
警察庁：警備局警備課
防衛省：運用局運用課
消防庁：救急救助課
近畿運輸局：企画部安全防災・環境課
鉄道部運転保安課
兵庫県：但馬県民局総務企画室企画防災課（勤務時間内の場合）
企画県民部災害対策局災害対策課、同消防課（勤務時間外及び緊急の場
合）
兵庫県警察本部：警備部災害対策課
市：市長公室防災安全課
南但消防本部：朝来消防署

３

道路災害等の第一報の情報伝達

(1) 道路管理者は、道路構造物の被災等による災害が発生し、又は発生するおそれが
ある場合、当該災害に関する情報伝達を速やかに行うとともに、被害状況等の早期
把握に努め、防災関係機関等との連携の下に、的確な対応をとる。
この場合の情報等の伝達系統は次のとおりとする。
なお、危険物等の流出等の場合は、応急対策計画編「第５章
険物事故応急対策」に掲載の系統図による。
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道路管理者

近 畿 地 方整 備 局

国 土 交 通 省

官 邸（ 内閣 情 報調 査 室）
関係省庁

内閣府

発
見

南 但 消 防本 部

市

県

消防庁

者

119 番
県 警 察 本部

警察庁

110 番
朝 来 警 察署
一 般 電 話・届出

注１ 県内における関係機関（県警察本部、県、市、南但消防本部）は相互に情報を交換
する
２ 連絡先（電話、ファクシミリ番号は資料編に示す）
官邸（内閣情報調査官）：内閣情報集約センター
国土交通省：道路局国道課
内閣府：政策統括官（防災担当）付参事官室
警察庁：警備局警備課
防衛省：運用局運用課
消防庁：救急救助課
近畿地方整備局：道路部
兵庫県：但馬県民局総務企画室企画防災課（勤務時間内の場合）
企画県民部災害対策局災害対策課、同消防課（勤務時間外及び緊急の場
合）
兵庫県警察本部：警備部災害対策課
市：市長公室防災安全課
南但消防本部：朝来消防署
(2) 歩道上等において雑踏事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、イベント
等の主催者、主催者から警備を委託された者又は雑踏事故の発見者（以下、本節に
おいて「主催者等」という。）は、防災関係機関（南但消防本部、朝来警察署、県
等）への通報等、的確な対応をとる。
この場合の情報等の伝達系統は次のとおりとする。

主

南但消防本部

県

消防庁

県警察本部

警察庁

市

催
者

119 番

等

発見者

110 番
朝 来 警 察署
一 般 電 話・届出

注１ 県内における関係機関（県警察本部、県、市、南但消防本部）は相互に情報を交換
する。
２ 連絡先（電話、ファクシミリ番号は資料編に示す）
警察庁：警備局警備課
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消防庁：救急救助課
兵庫県：但馬県民局総務企画室企画防災課（勤務時間内の場合）
企画県民部災害対策局災害対策課、同消防課（勤務時間外及び緊急の場合）
兵庫県警察本部：地域部地域課、警備部災害対策課
市：市長公室防災安全課
南但消防本部：朝来消防署

第２ 救助・救急活動
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

事業者等
(1) 航空災害
航空運送事業者は、市域内における発災に関し、速やかに被害状況を把握すると
ともに、迅速に救助活動を行う。
(2) 鉄道災害
鉄道事業者は、事故災害発生直後における負傷者の救出活動を行うよう努めると
ともに、救助活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努める。
(3) 道路災害
道路管理者は、関係機関と連携して必要な道路啓開を行うとともに、市の要請を
受け、迅速かつ的確な救助の初期活動に資するよう協力する。

２

南但消防本部

(1) 南但消防本部は、救出チームを編成するとともに、保有資機材及び調達資機材を
確保し、負傷者等の救出を実施する。
(2) 南但消防本部は、救出活動が困難な場合、県下広域消防応援並びに緊急消防援助
隊の応援要請を行う。

３

自衛隊
知事の要請等により救出活動を実施する。
（→「第２章

第３節

第１

自衛隊へ

の派遣要請」の項を参照）

４

その他
救助活動を実施する機関は、人員、重機等の資材の確保について、建設業界との
連携強化に努める。
市は、朝来市建設業協会との「災害時の応急対策業務に関する協定」に基づき、
必要により救助活動に必要な人員、機材等の支援要請を行う。

第３ 消防・避難活動
実施担当

総括班、（南但消防本部）
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１

事業者等

(1) 航空災害
航空運送事業者は、市域内における発災に関し、速やかに火災の発生状況を把握
し、消防機関に通報するとともに、消防機関と連携・協力して迅速に消火活動を行
う。航空機の消火にあたっては、積載された緊急用酸素の爆発等の可能性に十分留
意するとともに、航空燃料の燃焼（油火災）に対し、的確な消火活動を行う。
航空運送事業者は、必要に応じ、県、市に対して応援を要請する。
(2) 鉄道災害
鉄道事業者は、事故発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、
消火活動を行う各機関に可能な限り協力するよう努める。
(3) 道路災害
道路管理者は、南但消防本部の要請を受け、迅速かつ的確な初期消火活動に資す
るよう協力する。

２

南但消防本部

(1) 速やかに火災の発生状況を把握するとともに迅速に消火活動を行う。
(2) 化学消防車、化学消火薬剤による消火活動を重点的に行うこととする。特に航空
災害の場合にあっては、航空機に積載された緊急用酸素の爆発及び航空燃料の燃焼
（油火災）に留意し、的確な消火活動を行う。
(3) 朝来警察署と連携して、地区住民等の生命及び身体の安全を図るとともに、消防
活動の円滑化を期するため、必要に応じて、警戒区域を設定する。

３

避難
機長、鉄道の運転に従事する者等は、航空機、列車又は自動車が火災・爆発を起
こす可能性があるときは、速やかに乗客、乗員等を避難させる。
総括班及び南但消防本部は、列車又は自動車から危険物等が流出し、又はそのお
それがある場合等には、必要に応じて、朝来警察署の協力を得て付近の住民に対し
て、避難のための立退きの指示、勧告等を行う。

第４ 代替輸送
実施担当

１

総括班、産業・都市班、産業・土木班

鉄道事故災害時
当該鉄道事業者は、他の路線への振替輸送、バス代行輸送等の代替交通手段の確
保に努める。
なお、バス代行輸送の場合においては、バス運転要員や駐車スペースの確保を図
るほか、停留所の位置、バスルートの設定、専用レーンの設定などについて関係機
関（近畿運輸局、朝来警察署、道路管理者等）と速やかに協議する。
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また、鉄道事業者、バス事業者、その他代替輸送の関係機関は、可能な限り、低
床バスの使用などバリアフリーの観点を踏まえた代替輸送に留意する。

２

道路事故災害時
総括班、道路管理者、朝来警察署、その他関係機関は、幹線道路が長時間に渡っ
て使用不能になる場合など必要に応じて、う回路の設定及び周知、交通規制の実施、
バス路線の変更等の対策を行う。
既存バス路線の変更等にあたっては、臨時の停留所の数・位置の設定等に関して、
要援護者対策に留意する。

第５ 雑踏事故対策
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

関係機関の情報連携
行事等の主催者等、朝来警察署、総括班、南但消防本部、医師会等は、雑踏事故
が発生し、又は発生するおそれがある場合、第一報の伝達から応急対策の終了まで、
相互に情報を交換するなど、特に緊密な情報連携を図る。

２

雑踏事故発生のおそれがある場合の現場の対応

(1) 群集の密度、行動等から雑踏事故の発生のおそれがあると認識した主催者、警備
員、警察官等は、相互に連絡をとり、拡声器等を使用して群集に対し周辺の状況を
説明し、警備員等への協力を求めるとともに、必要に応じて入場制限、誘導等の措
置により群集の分断、整理を行う。
(2) 市及び南但消防本部は、雑踏事故の発生のおそれがあるとの通報を受けた場合、
直ちに現場の確認のため職員を急行させる。

３

雑踏事故発生時の対策
関係機関は、次に定める対策など、事故の態様に応じ、必要な対策を行う。

(1) 行事等の主催者等
行事等の主催者等又は鉄道事業者は、雑踏事故が発生した場合には、迅速に南但
消防本部、朝来警察署、県等にその旨を通報するとともに、負傷者を搬送し、救
護活動に必要な場を確保するなど応急措置に努める。
(2) 南但消防本部
①

会場及び周辺の道路の混雑状況等、消防活動を行う上で必要な状況の迅速か

つ的確な把握に努め、救助活動に迅速に着手する。
②

必要に応じ近隣及び県下広域消防応援隊の応援要請を行う。

③

多数の負傷者が発生した場合、災害拠点病院と連携をとり、医療上の助言を

得る他、医師会へ情報提供し、協力を依頼するなど、必要に応じて医療機関と連
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携をとり、医師の派遣及び搬送先の医療機関の確保を的確に行う。
(3) 医療機関等
①

行事等の主催者等及び南但消防本部と事前に連携を図っている医療機関は、

関係機関から雑踏事故発生の第一報を受けた場合、医師、看護師等の招集など負
傷者の受入体制を整えるよう努める。
②

医師会は、関係機関から雑踏事故発生の第一報を受けた場合、現地へのトリ

アージ医師の派遣、現地における医療行為を行うための医療関係者の派遣等につ
いて、協力するよう努める。
(4) 朝来警察署
①

事故の拡大防止と負傷者の救護に最善の努力を払う。

②

事故現場の群集から負傷者を隔離するとともに、救護活動に必要な道路及び

場所を確保する。
③

効果的な広報活動により人心の安定を図る。

第６ 危険物等の対策
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

危険物等への対策の特殊性
災害時の危険物等への対策に係る関係機関及びその対策に従事する者は、危険物
等の関連する災害の特殊性（引火爆発の危険、毒性危険、反応危険及びそれらの複
合危険）に応じ、救助・救急、医療等の対策実施に当たって特別の配慮をする。

２

責任者等
危険物等搬送中の事故発生（のおそれがある）事業所の責任者（以下「責任者」
という。）は、直ちに次の措置をとる。

(1) 連絡通報
責任者及び事故発見者は、次の措置をとる。
①

発災時に直ちに南但消防本部に連絡するとともに、必要に応じて、付近住民

等に通報する。また、危険物等の種類が不明な場合等は、その特定に努める。
②

被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて関係機関に

通報する。
(2) 初期防除
責任者は、危険物等の流出を周囲に周知するなど可能な範囲で、速やかに初期防
除を行う。ただし、危険物等の種類が特定されていない場合は、関係機関の指示
に従う。

３

防災関係機関
災害の規模、態様に応じ、関係機関相互の連携・協力のもとに次の応急対策を行
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う。
(1) 災害情報の収集及び報告
市及び南但消防本部は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況の実態を的
確に把握するとともに、その他関係機関に災害発生の速報を行い、被害の状況に
応じて逐次中間報告を行う。
南 但 消 防本 部
119 番
責任者又は発見者

市

消防庁

県
（→庁内関係課）

関係機関

近隣市町
県 警 察 本部

警察庁

（ → 所 轄警 察 署等 ）
110 番
朝 来 警 察署
一 般 電 話・届出

(2) 災害広報
総括班は、県、報道機関等と相互に協力して、災害による不安・混乱を防止する
ため、広報車、テレビ、ラジオ等を媒体とする広報活動を行う。
また、県と協力して、危険物等の流出による大気、公共用水域、地下水及び土壌
の汚染等により、住民の生命身体に危険が生じるおそれがある場合は、直ちに関係
機関に連絡するとともに、報道機関等を通じて広報を行う。
(3) 危険物等の特定
市、南但消防本部、朝来警察署、県及びその他関係機関は、事故責任者等を通じ
て危険物等の情報を収集する。また、責任者等を通じても危険物等の種類が特定さ
れない場合は、県立衛生研究所、県警科学捜査研究所等と連携し、又は県を通じて
専門家・専門機関等と連携をとり、危険物等の種類の特定に努める。
(4) 現場の安全確認、患者の移動及び除染
市、南但消防本部、事故責任者、朝来警察署、県及びその他関係機関は連携して
次の活動を行う。
①

警戒線を張り、関係者以外の立ち入りを禁止し、安全地帯を設定する

②

負傷者等を汚染された環境から搬出する

③

負傷者等の除染を行う

また、南但消防本部及び朝来警察署は、関係機関との連携の下に、負傷者等に対
する救助、一次除染及び救急搬送活動、物質の検知及び情報収集活動を行う。
(5) 救急搬送等
南但消防本部は、医療機関、（財）日本中毒情報センター、関係機関と連携をと
り、負傷者等を医療機関へ搬送する。
南但消防本部は、危険物等取扱に関する専門家・専門機関等の助言が必要な場合
は、県に要請する。
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(6) 環境モニタリング
市は、県が行う環境モニタリング調査において、その測定場所の選定、確保及び
現場立会いを行う。
(7) 住民救済対策
事故責任者及び防災関係機関は、被災住民の救済対策を行う。

第７ 風評被害の影響の軽減
実施担当

１

総括班

情報提供
総括班は、防災関係機関と協力して、報道機関の協力を得ながら、次の事項につ
いて的確な情報提供を行うことにより、航空災害、鉄道災害及び道路災害等による
風評被害等の未然防止を図る。

(1) 鉄道、道路等の使用又は供用の状況
(2) 被災した構造物等の復旧状況
(3) 危険物等の流出等の場合の環境モニタリングの結果
(4) その他風評被害の未然防止又は軽減のために必要な情報

２

広報活動
風評被害等が発生した場合は、農林産物、地場産業の商品等の適正な流通の促進
及び観光振興のため、広報活動の強化等により影響の軽減を図るとともに、農林産
業対策、観光対策等に十分な配慮を行う。

資

料

３-１ 防災関係機関の連絡先一覧
４-６ 朝来市建設業協会との災害時における応急対策業務に関する協定
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第４節 原子力事故災害応急対策
第１ 通報、伝達、情報提供
実施担当

１

総括班、情報対策班、ＣＡＴＶ班（南但消防本部）

災害即報
総括班は、次に掲げる事態を覚知した場合には、第一報を県及び消防庁に対して、
原則として覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告 す るもの とす る。

(1) 核燃料物質等を輸送する車両において、火災の発生したもの（発生するおそれが
あるものを含む。）及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨を原子力事業者
等から消防機関に通報があったもの。
(2) 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 南但 消防 本
部にあったもの（原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 10 条）。

２

発見者の通報

(1) 放射性同位元素等の事業所外運搬及び取扱事業所災害
地震、火災、その他の災害が起こったことにより、放射線障害が発生するおそれ
があり、又は発生した場合で、その事態を発見した者は、直ちに、その旨を朝来
警察署に通報する（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭
和 32 年法律第 167 号）第 33 条第２項）。あわせて、南但消防本部にも通報する。
(2) 不法廃棄等事案
放射性同位元素取扱事業所外において放射性物質を発見した者は、直ちに、その
旨を市、南但消防本部、朝来警察署に通報する。また、関係法令による規制の対
象になる場合又は対象になる可能性があると判断される場合には、文部科学省に
も通報する。
なお、一般発見者の通報先は、市、南但消防本部、朝来警察署のいずれかとする。

３

情報の収集・連絡・提供
核燃料物質等の事業所外運搬に係る原子力災害時においては、以下の事項に留意
して広報を行う。なお、その他の原子力災害等にあっても、以下に準じて対応する。

(1) 原子力災害情報等の収集・連絡
総括班は、県、指定行政機関、指定公共機関及び原子力事業者とともに、役割に
応じて周辺住民のニーズを把握し、対象原子力災害等の状況（原子力事業所等の
事故の状況、モニタリングの結果、緊急時迅速環境放射能影響予測ネットワーク
システムによる放射能影響予測等）、緊急時における留意事項、避難情報、安否情
報、医療機関などの情報、農林畜産物の安全性の確認の状況、それぞれの機関が
行っている対策に関する情報、交通規制等周辺住民に役立つ正確かつきめ細かな
情報を、県及び関係機関等を通じて迅速に収集・連絡・提供する。関係機関は、
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原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で、情報の公表、
広報活動を行う。なお、核燃料物質等の事業所外運搬に係る原子力災害以外の原
子力災害等が発生した場合は、原子力災害合同対策協議会は設置されないが、関
係機関間で十分に内容を確認する。
(2) 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動
県の災害対策本部等を通じて屋内退避、避難、飲食物の摂取制限等各種防護対策
に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努める。
ただし、県外で原子力災害等事案が発生した場合には、関係省庁、関係府県等か
ら収集した情報及び必要に応じ実施される市内におけるモニタリング結果等に基
づき、専門家の意見を踏まえ、市内への影響について、迅速かつ的確に広報する。

４

住民等への的確な情報伝達活動
流言飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、住民等の適
切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確かつ分かりやすい
情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、問合せ、
要望、意見などが数多く寄せられるため、適切な対応を行える体制を整備する。
なお、その際、住民の心の安定及び高齢者、障がい者、外国人、乳幼児その他の
災害時要援護者及び一時滞在者等に配慮する。
(1) 住民等への情報伝達活動
ア

放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないなどの原子力災害の特
殊性を勘案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常
事態による影響をできるかぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提供、
広報を迅速かつ的確に行う。

イ

住民等への情報提供にあたっては国及び県と連携し、情報の一元化を図るとと
もに、情報の発信元を明確にし、あらかじめわかりやすい例文を準備する。また、
利用可能な様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報するよう努める。さらに、
情報の空白時間がないよう、定期的な情報提供に努める。

ウ

役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害の状況、市が講じて
いる施策に関する情報、交通規制等住民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を提
供する。

エ

情報伝達に当たって、同報系防災行政無線、掲示板、広報誌、広報車等による
ほか、テレビやラジオなどの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を
得る。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいという
ニーズに応えるため、インターネット等を活用し、的確な情報を提供できるよう
努める。

(2) 住民等からの問い合わせに対する対応
県及び関係機関等と連携し、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対
応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等を行うための体制を整備する。
また、住民等のニーズを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を行う。
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第２ 緊急モニタリング
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

核燃料物質等の事業所外運搬事故

(1) 原子力事業者等の措置
空間放射線量率、大気中及び環境試料中の放射能濃度等の測定を継続的に実施し、
その結果を総括班、国、県、市等に定期的に連絡する。
原子力緊急事態宣言が行われた後は、国の現地対策本部にも連絡する。
(2) 南但消防本部の措置
県下広域消防応援隊等により放射線量の測定を行ったときは、市等に連絡する。

２

放射性同位元素等の事故

(1) 放射性同位元素取扱事業者等の措置
放射線障害を防止するため、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を
測定し、その結果を総括班、県等に連絡する。
(2) 南但消防本部の措置
前記１「核燃料物質等の事業所外運搬事故」を準用する。

第３ 避難対策、交通規制
実施担当

１

総括班、（南但消防本部）

避難対策
原子力災害等で放射能物質の放出が短時間で終わると予想される場合は、避難所ま

での移動を伴う避難が必ずしも最善の方法とは考えられない。このため、放射線被ば
くから地域住民を保護するために必要と判断される次のような場合、地域住民に対し
屋内退避及び避難の勧告及び指示を行う。
(1) 避難基準
①

内閣総理大臣からの避難勧告等の実施の指示（以下「総理大臣指示」）があっ

たとき（原子力災害対策特別措置法第 15 条）。
②

事故等により、予測線量が、原子力安全委員会が定める下表に掲げる指標に

該当すると認められるとき。
③

その他、核燃料物質、核原料物質、放射性同位元素又は放射線により地域住

民が危険にさらされるおそれがあるとき。
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■屋内退避及び避難等に関する指標
予測線量（単位：ｍSv）
外部被ばく ○ 放射性ヨウ素による
による実効
甲状腺の等価線量
線量
○ ウランによる骨表面
又は肺の等価線量
○プルトニウムによる骨
表面又は肺の等価線量
１０～５０
１００～５００

５０以上

防護対策の内容

住 民は 、 自 宅等 の 屋内 へ退 避 す るこ と 。そ
の際、窓等を閉め気密性に配慮すること。
た だし 、 施 設か ら 直接 放出 さ れ る中 性 子線
又は ガ ンマ 線の 放 出に 対し て は、 現地 災 害対
策本 部 の指 示が あ れば 、コ ン クリ ート 建 家に
退避するか、又は避難すること。

５００以上

住 民は 、 指 示に 従 いコ ンク リ ー ト建 家 の屋
内に退避するか、又は避難すること。
注１）予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措
置も講じなければ受けると予測される線量である。
注２）外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による甲状腺の等価線量、ウランに
よる骨表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が
同一レベルにないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策
をとるものとする。
※「原子力施設等の防災対策について」（平成 12 年５月一部改訂，原子力安全委
員会）より
(1) 避難等のための勧告及び指示
市長は、内閣総理大臣からの指示があったときは、指示内容に基づき、予想地区
の住民に対し屋内避難等の区分に応じた措置をとる。
(2) 避難誘導
「原子力災害対策避難誘導等のための手引」
（昭和 56 年１月，科学技術庁、消防
庁）による。
(3) 避難所
施設の収容能力、避難経路、避難所要時間等を勘案の上指定するが、原則として
コンクリート建物とする。
設置期間は、放射性物質による汚染の状況等を勘案の上、国、県等と協議して定
める。
(4) その他
警戒区域の設定、避難所の運営、廃止等については、「第４章

第９節

避難対

策」の項を参照。

２

交通規制等
県公安委員会は、被害の拡大を防止し、負傷者の救出・救護、消防等の災害応急対
策が的確かつ円滑に行われるように、原子力災害対策特別措置法第 28 条第２項によ
り読み替えて適用される災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基づく交通規制を迅
速に行う。
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第４ 救急・医療活動
実施担当

１

総括班、生活・福祉班、総務・生活班、（南但消防本部）

救急活動

(1) 負傷者の発見、通報並びに関係機関への連絡
負傷者等の発見者、原子力事業者等又は放射性同位元素取扱事業者等は、原子力
災害等に係る負傷者等を発見したときは、直ちに、市及び南但消防本部に通報す
る。
また、原子力事業者等又は放射性同位元素取扱事業者等（以下「事業者」という。）
は、被害の状況及び汚染の有無を直ちに関係機関に通報する。
(2) 現場における負傷者等の救出等
①

モニタリング
事業者及び南但消防本部は、救出にあたってモニタリングを行う等、職員に十
分な汚染・被ばく管理を行いつつ、救出を行う。

②

救出
事業者は、負傷者等を速やかに救出する。また、南但消防本部は、災害の規模・
内容等を考慮の上、直ちに必要な人員機材等を現場に出動させ、救出に当たる。
なお、救出に当たっては、事業者側の放射線管理の専門家等と連携を図る。

③

除染等
事業者は、放射性物質により汚染された負傷者又はそのおそれのある者（以下
「汚染者等」という。）がいるときは、必要な除染及び応急処置を行い、速やか
に医療施設へ搬送する。

(3) 現場から医療施設への負傷者等の搬送
①

南但消防本部は、直ちに職員、搬送車両等を現場に出動させ搬送に当たる。な

お、搬送に当たっては、放射能測定等により負傷者の状態を把握するとともに、
職員の十分な汚染・被ばく管理を行う。
②

搬送車両等が不足する場合は、次の応急措置を講じる。

ア

救急指定病院の患者搬送車の活用

イ

その他の応急的に調達した車両の活用

ウ

隣接市町等への広域応援要請

③

総括班及び南但消防本部は、ヘリコプターの搬送を要するときは、二次汚染を

防止するために必要な措置を講じ、以下により対応する。
ア

市長及び消防長は、ヘリコプターによる搬送を要すると判断した場合、県へ

ヘリコプターの出動を要請する。
イ
④

移送に際しては、専門家の指示を踏まえる。
南但消防本部は、放射線により被ばくした者（被ばくしたおそれのある者を含

む。）、放射性物質により汚染された者（汚染されたおそれのある者を含む。）（以
下「汚染・被ばく者等」という。）等を搬送する場合は、以下の事項に留意する。
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ア

職員への二次汚染を防ぐため、搬送に従事する職員は、ゴム手袋、帽子、汚

染防止衣、マスク等を着装する。
イ

機材等への二次汚染を防ぐため、担架等に直接触れないようにビニール毛布

等を使用する。また、救急車等の床をビニールシート等でカバーする。
ウ

過度の被ばく又は汚染を受けたと判断される負傷者の搬送にあたっては、頭

部を三角巾で、体幹四肢をビニールシート（濡れているとき）・毛布等で包み、
直接身体に触れないよう注意する。なお、負傷者の発汗・過剰保温に留意する。
(4) 医療関係者の出動要請並びに現場及び搬送中の救急措置
①

事業者は、事故等の規模・内容を考慮の上、医療機関に対し、緊急被ばく医療

についての研修・訓練を受けている医療関係者の出動を要請する。
②

生活・福祉班、総務・生活班は、事故等の状況により自ら必要があると認める

とき、又は事業者等から要請があり必要と認めたときは、緊急被ばく医療につい
ての研修・訓練を受けている医療関係者を現場へ出動させる。なお、その際には、
放射線管理の専門家に同行又は合流を要請する。
(5) 負傷者等の収容
①

事業者が特に指示する場合を除き、次のとおりとする。

ア

汚染・被ばく者等
緊急時医療対応可能機関

イ

その他の負傷者
下記施設の活用を図る。

(ｱ) 災害拠点病院（公立八鹿病院・公立豊岡病院）
(ｲ) 災害対応病院（二次救急医療機関）
(ｳ) 救急告示病院、診療所
(ｴ) その他の医療施設
(ｵ) 現地救護所及び救護センタ－
②

生活・福祉班、総務・生活班及び南但消防本部は、負傷者等が死亡した場合又

は死亡して発見された場合は、速やかに朝来警察署に連絡し、死体検分その他所
要の処理を行う。
速やかな死体検分に支障が生じる程度の多数の死者が発生した場合は、県を通
じ日本法医学会に対し応援を要請するとともに、医師会を通じて臨床医の協力も
得る。
(6) 関係機関への協力要請
総括班、生活・福祉班、総務・生活班及び南但消防本部は、災害の規模・内容等
により、時機を失することなく関係機関に協力を要請する。

２

医療対策
生活・福祉班、総務・生活班は、対象原子力災害等の発生時において、放射性物
質による汚染、被ばく又はそのおそれのある者に対する緊急時医療対策を国及び県
に要請し、又は協力する。

(1) スクリーニングチームへの協力
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国から派遣される職員等によるスクリーニング（汚染・被ばくの程度によるふる
い分け）チームが行う放射線被ばく検査に協力する。
(2) 専門病院への移送への協力
スクリーニングの結果、被ばく者等の汚染の検査及び除染等が必要と認められる
ときは、県の行う専門病院への移送に協力する。

第５ 消火活動
実施機関

１

南但消防本部

放射性物質輸送中の火災

(1) 事業者の措置
①

原子力事業者等
核燃料物質等の運搬車両等に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがあ
るときは、消火又は延焼の防止に努め、直ちにその旨を消防吏員又は海上保安官
に通報する（原子炉等規制法第 64 条第１項）。

②

放射性同位元素取扱事業者等
放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがあるときは、消
火又は延焼防止措置をとり、直ちにその旨を消防署、市長が指定した場所（消防
法第 24 条）、又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報する（放射線障害防止法第
33 条第１項）。

(2) 南但消防本部の措置
輸送責任者又は同行の専門家から情報を収集し、放射性物質による汚染、被ばく
の恐れがあることが判明した場合には、輸送責任者又は専門家の協力を得て、救急
救助活動、消火活動、消防警戒区域の設定、拡大防止対策等に関する方法等を検討
する。
①

輸送責任者等との連携
輸送車両に放射性物質の輸送責任者（以下「輸送責任者」という。）又は専門家
が同行している場合は、情報提供等の協力を得るとともに、県や関係機関と連携
する。
輸送責任者又は専門家が同行していないとき又はこれらの者が被災したときは、
輸送物の形式、輸送物の標識、表示等から収納物を把握する。また、目視による
確認、サーベイメータ等による計測等も行い、それらの情報を県や関係機関に連
絡し、専門家等の支援を要請する。

②

現場における情報収集活動
輸送車両には、
「放射性物質の取扱方法等を記載した書類」の携行が義務づけら
れており（Ｌ型輸送物を除く）、可能な場合はこれを活用する。

風－333

風水害等対策計画 第３編 災害応急対策計画

■収集する情報の内容
放射性物質自体の性状

火災等による放射性物質への影響

・火気、熱気に対する危険性
・禁水性、劇毒性
・汚染又は汚染拡大の可能性

③

・輸送容器の亀裂等の有無及び程度
・火災と輸送容器との位置関係
・放射線の強度等の検出状況
・周辺への影響の可能性

専門家との連携
国の専門家等が派遣された場合には、その助言を受けて対応する。

④

消防隊員等の安全確保
消防活動の実施に当たっては防護服、自給式呼吸器等の着装、ポケット線量計、
熱蛍光線量計（ＴＬＤ）等の個人被ばく測定用具の所持等により消防隊員の汚染
又は被ばくを最小限にとどめる。また、必要に応じて汚染検査と除染を行う。

２

放射性同位元素取扱事業所の火災

(1) 放射性同位元素取扱事業者の措置
放射線施設に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火
又は延焼の防止に努め、直ちにその旨を消防署又は市長が指定した場所（消防法第
24 条）に通報する。
(2) 南但消防本部の措置
①

消防活動
放射性同位元素取扱事業所の火災は、放射線による被ばくや放射性同位元素に
よる汚染のおそれがあることから、事業者の協力を求めるとともに、消防庁が定
める「放射性物質輸送時消防対策マニュアル」「放射線施設等の消防活動のため
の手引」に基づき、あらかじめ作成した警防計画や次の点に留意して消火活動を
行う。
ア

火災が放射線施設等に係るものか否か、又は放射線施設等への延焼危険の有

無

②

イ

放射性同位元素の拡散危険の有無

ウ

要救助者の有無

エ

放射線量
消防警戒区域の設定
風向や放射線レベル、関係者の意見等を考慮し、一般の警戒区域より広く設定

する。
③

放射線危険区域の設定
安全確保及び汚染の拡大防止のため、施設管理者に対して概ね１mSv/hr 以上の
放射線が検出された範囲を基準として放射線危険区域の設定を求める。
施設外へ放射能が広がる可能性がある場合は、至急県及び関係機関に連絡し、
助言を仰ぐとともに、周辺住民への広報、避難勧告等を行う。

④

安全装備
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危険区域への進入に当たっては、防護服とともに自給式呼吸器等を着装すると
ともに、ポケット線量計、熱蛍光線量計（ＴＬＤ）等の個人被ばく測定用具を所
持する。
危険区域からの退出前に、原則として汚染検査を行い、必要に応じて除染する。

第６ 飲料水等の摂取制限、汚染の除去
実施担当

１

総括班、産業・都市班、産業・土木班、上水道課班

飲料水・飲食物等の摂取制限
産業・都市班、産業・土木班、上水道課班は、緊急時モニタリングの結果、飲料
水、飲食物及び農林水産物の汚染度が、原子力安全委員会が定める指標を超え、又
はそのおそれがあると認められるときは、国の指導・助言・指示又は県の指示に基
づき、直ちに次の措置を行う。

(1) 飲料水の摂取制限
汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用を禁止する。
(2) 飲食物の摂取制限
汚染飲食物の摂取を制限し、又は禁止する。
(3) 農林水産物の採取及び出荷制限
農業協同組合等関係団体と協力して、農林産物の生産者、出荷機関及び市場の責
任者等に汚染農林産物の採取、出荷制限等を行う。
(4) 飲料水等の供給
飲料水等の摂取制限を実施したときに、住民の備蓄飲料水等では不足するときは、
食料の供給及び応急給水を行う。

２

放射性物質の汚染除去

(1) 事業所外運搬災害等及び放射性物質取扱事業所災害等の場合
①

除去及び除染
ア

事業者の措置
事故責任を有する事業者は、放射性物質による汚染物質の除去及び除染を行
う。
※事故等による放射性物質による汚染の除去は、原子力事業者、放射性同位元
素取扱事業者及びこれらの者から運搬を委託された者の義務である。
（ 原子炉
等規制法第 64 条、放射線障害防止法第 33 条）

イ

関係機関の措置
総括班、防災関係機関は、事業者の速やかな汚染物質除去及び除染が行われ
るよう、汚染物質の一時保管場所の提供等に協力する。

ウ

除去及び除染の確認
総括班は、国の専門家等の助言を踏まえ、事業者による除去及び除染作業の
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確認を行う。
(2) 不法廃棄等事案の場合
①

必要な措置の実施
放射性物質が発見された場所の管理者（以下「管理者」という。）は、国、県、
総括班、その他関係機関と緊密に連携し、縄張り、立入禁止措置等危険防止のた
めに必要な措置を講じる。

②

除去及び除染
管理者は、当該放射性物質の除去等を行う。この際、総括班、その他関係機関
は、必要な協力を行う。
ただし、当該不法廃棄等を行った者が直ちに判明したときは、不法廃棄等を行
った者に除去及び除染を実施させる。

③

不法廃棄者等の捜査
朝来警察署等関係機関は、当該不法廃棄等を行った者の捜査を行う。

第７ 環境モニタリング
実施担当

１

総括班

核燃料物質等の事業所外運搬事故
環境放射線モニタリングの実施地域地点分析項目、頻度、試料品目及び分析核種に
ついては、国、県、専門家等の指導・助言のもと、各主体が連携して、役割を決定す
る。
(1) 原子力事業者の措置
原子力緊急事態解除宣言があったときは、環境放射線モニタリングを行い、その
結果を総括班、国、県に報告する。
(2) 総括班の措置
必要に応じて、公的研究機関及び技術者団体による環境放射線モニタリングを県
に要請する。

２

放射性同位元素等の事故
(1) 放射性同位元素取扱事業者の措置
応急対策が概ね完了し、放射性同位元素による汚染の除去作業が完了したときは、
環境放射線モニタリングを行い、その結果を総括班、県に報告する。
(2) 総括班の措置
「核燃料物質等の事業所外運搬事故」に準ずる。

第８ 制限の解除、風評被害対策
実施担当

総括班、産業・都市班、産業・土木班、上水道課班
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各種制限措置の解除

(1) 各種制限措置の解除
産業・都市班、産業・土木班、上水道課班は、県から各種制限措置の解除の指示
があったときは、特別の理由がない限り、立入制限、飲料水・飲食物の摂取制限及
び農林産物の採取・出荷制限等の各種制限措置を解除する。
(2) 安全宣言
総括班及び関係機関は、各種制限措置を全て解除したときは、地域の安全が回復
した旨を宣言する。

２

風評被害対策
総括班は、国、県、各報道機関の協力を得て、的確な情報提供により、風評被害
等の未然防止措置を行う。
風評被害等が発生した場合は、産業・都市班、産業・土木班は、農林産物、地場
産業の商品等の適正な流通の促進及び観光振興のための広報活動を強化するととも
に、農林産業対策、観光対策等の施策に十分配慮する。
① 放射能等の身体等への影響
② 鉄道、道路等の使用又は供用の状況
③ 被災した構造物等の復旧状況
④ 危険物等の流出等の場合の緊急時モニタリングの結果
⑤ その他風評被害の未然防止又は軽減のために必要な情報

第９ 心身の健康相談体制の整備
実施担当

総括班

原子力災害等の事後における健康相談体制の整備について定める

１

原子力事業者の措置
核燃料物質等に係る事業所外運搬災害等について、原子力事業者は、相談窓口を
設置する等、被災者への対応のために必要な体制を整備する。

２

市の措置
市は、国及び県とともに、対象原子力災害等の発生場所付近の住民等に対する心
身の健康に関する相談に応じるため、通常の健康相談窓口において相談に応じるほ
か、必要に応じ、応急対策として設置した専門相談窓口を継続する等必要な健康相
談体制を維持する。
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第１０ 広域避難者の受け入れ
実施担当

１

総括班

避難者の受け入れ
市は、原子力災害の発生地周辺市町に避難のための立ち退きの勧告又は指示が出
された際に、本市が避難先として避難者を受け入れる場合においては、受け入れ人
数を県との調整により設定し、人数に応じた避難所の決定を行う。
また、避難所の開設や避難者の誘導等、必要な支援を行うよう各班に指示を行う。
なお、自家用車等の車両による避難を考慮し、駐車スペースの確保が容易な避難
所において受け入れる体制を整える。

２

避難者の健康対策
市は、避難所等における避難者の健康管理に配慮するとともに、県が行う汚染検
査等の緊急被ばく医療に協力する。

３

避難者に対する情報提供と支援
市は、被災市町村と連携し、受け入れた避難者の状況の把握と、避難者が必要と
する情報を確実に提供できる体制の整備に努めるとともに、その生活支援に努める。
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第５節 鳥インフルエンザ応急対策
実施担当

各班

第１ 組織の設置
市長は、市の地域及び近隣市町において、鳥インフルエンザが発生したときには、
「朝来市高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱」に基づき、朝来市高病原性鳥
インフルエンザ対策本部を設置する。

第２ 応急対策の実施
各班は、速やかに情報を共有するとともに、
「朝来市高病原性鳥インフルエンザ対策
マニュアル」に基づき、迅速かつ適切な対応を行う。

第３ 患畜等の処分
患畜等の処分については、「朝来市高病原性鳥インフルエンザ対策計画」に基づき、
安全かつ適切な処理を行う。
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