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資料１  南砺市地域防災計画・・・修正の要点 

１．災害対策基本法改定に伴う修正（各編共通）

（１）地区防災計画の策定及び地区居住者等による計画提案について 

【災害対策基本法の改正点】法第 42条の２
・地区居住者等は共同して、地区防災計画の提案ができる。計画提案を受け、防災会議が必要

と認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定める。これに従い、当該地区居住

者等は、防災活動の実施に努める。

【本計画の修正点】

・地区防災計画について追加。

《風水害編  第 1 章 災害予防対策  第８節 防災行動力の向上  第２ 自主防災組織の強化等  

３ 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進》参照 

（２）指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

【災害対策基本法の改正点】法第 49条の４～法第 49の９
・避難場所を「指定緊急避難場所」と「指定避難所」に区分し、あらかじめ市町村が指定する。

指定緊急避難場所と指定避難所は兼ねることが可能。

※指定緊急避難場所：災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、その危険から逃れる

ための場所（例．公園、高台）

※指定避難所 ：災害の危険性があり、避難した住民等や、災害により家に戻れなくな

った住民等を滞在させるための施設（例．公民館、学校）

【本計画の修正点】

・用語の修正（避難場所→指定緊急非難場所、避難所→指定避難所）

（３）要配慮者・避難行動要支援者への配慮 

【災害対策基本法の改正点】法第 49条の 10 
・従来の「災害時要援護者」を「要配慮者」に用語変更。さらに、要配慮者のうち、自力で避

難することが困難な要支援者を「避難行動要支援者」として定義。

※要配慮者 ：（＝従来の災害時要援護者）高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦、傷病者、入院患者等

※避難行動要支援者：要配慮者のうち、災害が発生し、又はおそれのある場合に、自ら避難

することが困難（情報伝達困難、身体能力困難、判断能力困難）な者

であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す

る者

【本計画の修正点】

・用語の修正（災害時要援護者→要配慮者）（自力で避難することが困難な要支援者→避難行動
要支援者）
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（４）避難行動要支援者の支援対策 

【災害対策基本法の改正点】法第 49条の 10～法第 49条の 13 
・法では、避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の利用及び提供、名簿情報を提供する場合

における配慮、秘密保持義務について規定。

・これを受け、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（平成 25 年 8 月／内閣
府）では、避難行動要支援者の支援対策として、避難行動要支援者に係る全体的な考え方を

整理し、地域防災計画に以下の重要事項を定めることとした。

※地域防災計画において定める必須事項（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組

指針」平成 25年 8月／内閣府）
（ア）避難支援等関係者となる者 

（イ）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

（ウ）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

（エ）名簿の更新に関する事項 

（オ）名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町

村が講ずる措置 

（カ）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の

配慮 

（キ）避難支援等関係者の安全確保 

【本計画の修正点】

・避難行動要支援者名簿の作成と名簿情報の利用及び提供について追加

《風水害編 第 1 章 災害予防対策 第８節 防災行動力の向上 第４ 要配慮者の安全確保

１ 在宅の要配慮者対策》参照

（５）安否情報の提供と被災者保護について 

【災害対策基本法の改正点】法第 86条の 15 
・住民からの被災者安否情報の問い合わせに対し、被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害

することのないよう配慮しつつ、可能な限り回答する。

【本計画の修正点】

・項目「住民等からの問い合わせに対する対応」を追加

《風水害編 第２章 災害応急対策 第４節 情報収集・伝達 第３ 広報及び広聴活動 ９ 広

聴活動 （３）住民等からの問い合わせに対する対応》参照

（６）罹災証明書発行体制の整備 

【災害対策基本法の改正点】法第 90条の２
・市は、被災者から申請があった場合、遅滞なく罹災証明書を交付できる業務実施体制を整備

する。

【本計画の修正点】

・項目「罹災証明書発行体制の整備」を追加
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《風水害編 第３章 災害復旧対策 第１節 民生安定のための緊急対策 第１ 被災者の生活

確保  10 罹災証明書発行体制の整備》参照

（７）被災者援護措置としての被災者台帳の作成と台帳情報の利用及び提供について 

【災害対策基本法の改正点】法第 90条の３～法第 90条の４
・被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため、必要に応じ被災者台帳を作成し、所定の

限度内で台帳情報を利用及び提供する。

【本計画の修正点】

・項目「被災者台帳の作成」を追加

《風水害編 第３章 災害復旧対策 第１節 民生安定のための緊急対策 第１ 被災者の生活

確保  11 被災者台帳の作成》参照

２．土砂災害防止法の改正に伴う修正 

（１）土砂災害緊急情報等の活用 

【土砂災害防止法の改正点】法第 26条～第 29条
・土砂災害防止法に基づく重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況において、国、県

は緊急調査を実施、市町村へ通知、一般への周知。市町村は国、県からの情報を収集し、避

難指示等の判断に活用する。

【本計画の修正点】

・項目「土砂災害緊急情報等の活用」を追加

《風水害編 第２章 災害応急対策 第２節 災害未然防止活動の実施 第２ 土砂災害対策

３ 土砂災害緊急情報等の活用》参照

３．気象業務法の改正に伴う修正 

（１）特別警報の種類及び発表基準 

【気象業務法の改正点】法第 13条～第 15条
・気象庁は、重大な災害の起る恐れが著しく大きい場合、特別警報を実施する。特別警報の発

表基準は都道府県知事及び市町村長の意見を聴いて定める。特別警報の伝達は、気象庁自ら報

道機関の協力を求めること等により周知するほか、気象庁→都道府県→市町村→一般住民への
周知措置を義務づける。

【本計画の修正点】

・項目「特別警報の種類及び発表基準」を追加

《風水害編 第２章 災害応急対策 第１節 予警報の伝達 第１ 気象に関する予警報の種類

及び発表基準 ３特別警報の種類及び発表基準》参照

４．水防法の改正に伴う修正 

（１）浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

【水防法の改正点】法第 15条



4 

（ア）水防措置対象施設

・浸水想定区域内に、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等がある場合、当該施設の

名称・所在地、及び当該施設の所有者・管理者等に対する洪水予報等の伝達方法を定める。

（イ）水防措置対象施設の努力義務

・また当該施設の所有者・管理者等は、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止の

ための計画作成、訓練実施、自衛水防組織の設置等に努める。

【本計画の修正点】

（ア）について →水防措置対象施設（①地下街等、②要配慮者利用施設、③大規模工場等）

のうち、②は記載済。①は対象外、③の扱いについて検討中（対象範囲を

市条例で定める必要がある）。

《風水害編 第１章 災害予防対策 第２節 災害危険地域の予防措置 第４ 重要水防箇所及

び浸水想定区域 ２ 浸水想定区域の指定、公表及び洪水ハザードマップの作成 ア》参照

（イ）について  →地域防災計画に定めた水防措置対象施設の所有者・管理者の責務について、
加筆。

《風水害編 第１章 災害予防対策 第２節 災害危険地域の予防措置 第４ 重要水防箇所及

び浸水想定区域 ２ 浸水想定区域の指定、公表及び洪水ハザードマップの作成 ウ》参照

５．防災基本計画の改定に伴う修正 

（１）避難時の安全確保措置と避難指示・勧告の判断時期等についての助言 

【防災基本計画の修正点】

・避難のための立退きを行うことがかえって危険を伴う場合、屋内待避等を指示する。

【本計画の修正点】

・文言を追記

《風水害編 第２章 災害応急対策 第９節 避難活動 第１ 避難の勧告、指示、誘導及び避難

準備情報 １ 実施責任者》参照

（２）避難所の運営管理等 

【防災基本計画の修正点】

・やむを得ず避難所に滞在できない被災者に対しても、生活環境の確保が図られるよう努める。

【本計画の修正点】

・文言を追記

《風水害編 第２章 災害応急対策 第９節 避難活動 第３ 避難所の設置・運営》参照

６．原子力災害対策指針の改定に伴う修正 

（１）ＥＡＬの具体的基準 

【指針の変更点】

・県において、原子力災害対策指針のＥＡＬの変更及び原子力事業者（北陸電力）防災業務計

画（平成 25年２月に提出）を踏まえて、ＥＡＬの具体的基準が再設定された。
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【本計画の修正点】

・県において再設定されたＥＡＬを掲載（差し替え）

《第 6編 事故災害編  第 4 章 原子力災害対策 

第 1節 原子力災害対策の方針  第４ 緊急事態初期対応段階における防護措置の考え方  

１ 緊急事態区分及び緊急時活動レベル  （２）ＥＡＬの具体的な基準》参照 

（２）緊急事態応急体制の区分 

【指針の変更点】

（ア）事象区分の用語変更

・警戒事象が警戒事態に、特定事象が施設敷地緊急事態に変更

（イ）初期対応段階の強化

・情報収集事態（石川県志賀町で震度５弱又は震度５強の地震が発生した事態）の追加

【本計画の修正点】

（ア）について →文言修正（警戒事象→警戒事態、特定事象→施設敷地緊急事態）

（イ）について →「情報収集事態」を追加

《第 6編 事故災害編  第 4 章 原子力災害対策 

第２節 原子力災害事前対策  第２ 災害応急体制の整備  １ 警戒態勢をとるために必

要な体制の整備》参照 

第３節 原子力災害応急対策  第１ 情報の収集・連絡、緊急体制及び通信の確保》参照 

（３）緊急時モニタリング 

【指針の変更点】

・緊急時モニタリングは、国の統括の下、県を含む関係機関で構成する「緊急時モニタリング

センター」において実施される（修正前は、県が自ら実施するとなっていた）

【本計画の修正点】

・本市はあくまでも県に協力する立場であり、本市の対応には直接影響はない。関連する文言

を修正。

《第 6編 事故災害編  第 4 章 原子力災害対策 

第２節 原子力災害事前対策  第２ 災害応急体制の整備  ４ モニタリング体制等の整

備》参照 

（４）安定ヨウ素剤の配布体制 

【指針の変更点】

・ＵＰＺの住民における安定ヨウ素剤の予防服用について、備蓄や配布場所、配布手順、服用

手順等を具体化

※ＵＰＺ外についての指針は未だ出ていない

【本計画の修正点】

・項目「緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制の整備」を追加
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《第 6編 事故災害編  第 4 章 原子力災害対策 

第２節 原子力災害事前対策  第５ 救助・救急、防護資機材等の整備  ９ 緊急時にお

ける安定ヨウ素剤の配布体制の整備》参照 


