
 

茅野市地域防災計画 
 

【風水害対策編】 

【震災対策編】 

【原子力災害対策編】 

【その他災害対策編】 

 
 
 
 

茅野市防災会議 
 



I 
 

― 風水害対策編 ― 

第１章 総 則 

第１節 計画作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第２節 防災の基本理念及び施策の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・・・・ 5 

第４節 茅野市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

第５節 防災アセスメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 風水害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

第２節 災害発生直前対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

第３節 情報の収集・連絡体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

第４節 活動体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

第５節 広域相互応援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

第６節 救助・救急・医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

第７節 消防・水防活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

第８節 要配慮者支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

第９節 緊急輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

第10 節 障害物の処理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 

第11 節 避難収容活動計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

第12 節 孤立防止対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

第13 節 食料品等の備蓄・調達計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 



II 
 

第14 節 給水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91 

第15 節 生活必需品の備蓄・調達計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94 

第16 節 危険物施設等災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 

第17 節 電気施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 

第18 節 都市ガス施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 

第19 節 上水道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

第20 節 下水道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 

第21 節 通信・放送施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 

第22 節 鉄道施設災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122 

第23 節 災害広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124 

第24 節 土砂災害等の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126 

第25 節 防災都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133 

第26 節 建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 137 

第27 節 道路及び橋梁災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139 

第28 節 河川施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142 

第29 節 ため池災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144 

第30 節 農林水産物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145 

第31 節 二次災害の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148 

第32 節 防災知識普及計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153 

第33 節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158 

第34 節 災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161 

第35 節 自主防災組織等の育成に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163 



III 
 

第36 節 企業防災に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170 

第37 節 ボランティア活動の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172 

第38 節 災害対策基金等積立及び運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174 

第39 節 風水害対策に関する調査研究及び観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175 

第40節 観光地の災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176 

第41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・ 177 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害直前活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178 

第２節 災害情報の収集・連絡活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194 

第３節 非常参集職員の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206 

第４節 広域相互応援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・223 

第５節 ヘリコプターの運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231 

第６節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237 

第７節 救助・救急・医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244 

第８節 消防・水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251 

第９節 要配慮者に対する応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・256 

第10 節 緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260 

第11 節 障害物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 266 

第12 節 避難収容及び情報提供活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 269 

第13 節 孤立地域対策活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 281 

第14 節 食料品等の調達供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 285 

第15 節 飲料水の調達供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 289 



IV 
 

第16 節 生活必需品の調達供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 292 

第17 節 保健衛生、感染症予防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 295 

第18 節 遺体の捜索及び処置等の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 

第19 節 廃棄物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303 

第20 節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動・・・・・・・・・・・・・・・・   305 

第21 節 危険物施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 307 

第22 節 電気施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 314 

第23 節 都市ガス施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317 

第24 節 上水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319 

第25 節 下水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 321 

第26 節 通信・放送施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324 

第27 節 鉄道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 330 

第28 節 災害広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 332 

第29 節 土砂災害等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 336 

第30 節 建築物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 340 

第31 節 道路及び橋梁応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 342 

第32 節 河川施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345 

第33 節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 347 

第34節 ため池災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  355 

第35節 農林水産物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・356 

第36節 文教活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・358 

第37節 飼養動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366 



V 
 

第38節 ボランティアの受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・367 

第39節 義援物資及び義援金の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・369 

第40節 災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・374 

第41節 観光地の災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379 

第４章 災害復旧計画 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380 

第２節 迅速な原状復旧の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・381 

第３節 計画的な復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・384 

第４節 資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・387 

第５節 被災者等の生活再建等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・388 

第６節 被災中小企業等の復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・397 

－ 震災対策編 － 

第１章 総 則 

第１節 計画作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400 

第２節 防災の基本理念及び施策の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■401  

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱・・・・・・・・  ■ 401 

第４節 茅野市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■401 

第５節 被害想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 402 

第２章 災害予防計画 

第１節 地震に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  411 

第２節 情報の収集・連絡体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 

第３節 活動体制計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 



VI 
 

第４節 広域相互応援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 

第５節 救助・救急・医療計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 

第６節 消防・水防活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 

第７節 要配慮者支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 

第８節 緊急輸送計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■418 

第９節 障害物の処理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419 

第10節 避難収容活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第11節 孤立防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第12節 食料品等の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第13節 給水計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第14節 生活必需品の備蓄・調達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第15節 危険物施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第16節 電気施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■421 

第17節 都市ガス施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■421 

第18節 上水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■421 

第19節 下水道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 422 

第20節 通信・放送施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■425 

第21節 鉄道施設災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■425 

第22節 災害広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■425 

第23節 土砂災害等の災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■425 

第24節 防災都市計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■425 

第25節 建築物災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 426 



VII 
 

第26節 道路及び橋梁災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 431 

第27節 河川施設等災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 434 

第28節 ため池災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■436 

第29節 農林水産災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 437 

第30節 積雪期の地震災害予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 440 

第31節 二次災害の予防計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 446 

第32節 防災知識普及計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第33節 防災訓練計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第34節 災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第35節 自主防災組織等の育成に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第36節 企業防災に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第37節 ボランティア活動の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第38節 災害対策基金等積立及び運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■452 

第39節 震災対策に関する調査研究及び観測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 453 

第40節 観光地の災害予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■454 

第41節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・ ■454 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害情報の収集・連絡活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 455 

第２節 非常参集職員の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第３節 広域相互応援活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第４節 ヘリコプターの運用計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第５節 自衛隊の災害派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 



VIII 
 

第６節 救助・救急・医療活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第７節 消防・水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第８節 要配慮者に対する応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第９節 緊急輸送活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第10節 障害物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■461 

第11節 避難収容及び情報提供活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ■461 

第12節 孤立地域対策活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第13節 食料品等の調達供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第14節 飲料水の調達供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第15節 生活必需品の調達供給活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第16節 保健衛生、感染症予防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第17節 遺体の捜索及び処置等の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第18節 廃棄物の処理活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第19節 社会秩序の維持、物価安定に関する活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第20節 危険物施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第21節 電気施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第22節 都市ガス施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第23節 上水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第24節 下水道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第25節 通信・放送施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第26節 鉄道施設応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第27節 災害広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 



IX 
 

第28節 土砂災害等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■462 

第29節 建築物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 463 

第30節 道路及び橋梁応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■466 

第31節 河川施設等応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■466 

第32節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 467 

第33節 ため池災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第34節 農林水産物災害応急活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第35節 文教活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第36節 飼育動物の保護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第37節 ボランティアの受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第38節 義援物資及び義援金の受入れ体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第39節 災害救助法の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■476 

第40節 観光地の災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ■476 

第４章 災害復旧計画 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■477 

第２節 迅速な現状復旧の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■477 

第３節 計画的な復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■477 

第４節 資金計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■477 

第５節 被災者等の生活再建等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■477 

第６節 被災中小企業等の復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ■477 

第５章 東海地震に関する事前対策活動 

第１節 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 478 



X 
 

第２節 東海地震に関する情報及び警戒宣言発令時の活動体制・・・・・・・・・・・・・ 479 

第３節 情報収集伝達計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 481 

第４節 広報計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 485 

第５節 避難活動等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 488 

第６節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 492 

第７節 医療救護及び保健衛生活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 494 

第８節 児童生徒等の保護活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 496 

第９節 消防・救急救助等対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 497 

第10 節 警備対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  498 

第11 節 防災関係機関の講ずる措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  499 

第12 節 売り惜しみ・買い占め等の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  501 

第13 節 交通対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  502 

第14 節 緊急輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  504 

第15 節 他機関に対する応援の要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  506 

第16 節 事業所等対策計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  507 

※ページ番号の前に■を付している節については、風水害対策編を参照 

 

- 原子力災害対策編    

 
第１節  総 則      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 508 

第２節  災害に対する備え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 511 

第３節  災害応急対策計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 512 

第４節  災害からの復旧・復興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 519 



XI 
 

 

－ 火山災害対策編 － 

 

第１節 火山災害に強いまちづくり・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  520 

第２節 災害発生直前対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・521 

第３節 災害応急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・524 

第４節 災害復旧計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・524 

 

－ 雪害対策編 － 

 

第１章 災害予防計画 

第１節 雪害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・534 

第３節 観測・予測体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・537 

 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 災害直前活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 538 

第２節 除雪等の実施と雪崩災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 541 

第３節 避難収容活動にあたっての雪害災害等に対する措置・・・・・・・・・・・・・・ 548 



XII 
 

 

－ 林野火災対策編 － 

 

第１章 災害予防計画 

第１節 林野火災に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 551 

第２節 林野火災防止のための情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 554 

第３節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え・・・・・・・・・・・・ 555 

 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 林野火災の警戒活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 557 

第２節 発災直後の情報収集・連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 559 

第３節 活動体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 560 

第４節 消火活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 561 

第５節 二次災害の防止活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 563 

 

第３章 災害復旧計画 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・564 

 
 

 

 


