
 

 

 

 

 

 

 

天龍村地域防災計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年３月 天龍村防災会議 

 

 

 



 

 

 
 

目   次 
 

 
 



（3－1） 

目  次 
 

 

第１章 総  則 

 
   第１節 計画作成の趣旨…………………………………………………………………（1-1） 

   第２節 防災の基本方針…………………………………………………………………（1-2） 

   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…………（1-3） 

   第４節 防災面からみた天龍村の概況…………………………………………………（1-11） 

   第５節 地震被害想定……………………………………………………………………（1-16） 

 

第２章 災害予防計画 

 
   第１節 災害に強いむらづくり…………………………………………………………（2-1） 

   第２節 災害発生直前対策………………………………………………………………（2-5） 

   第３節 情報の収集・連絡体制計画……………………………………………………（2-6） 

   第４節 活動体制計画……………………………………………………………………（2-8） 

   第５節 広域相互応援計画………………………………………………………………（2-10） 

   第６節 救助・救急・医療計画…………………………………………………………（2-13） 

   第７節 消防・水防活動計画……………………………………………………………（2-16） 

   第８節 要配慮者支援計画………………………………………………………………（2-19） 

   第９節 緊急輸送計画……………………………………………………………………（2-24） 

   第10節 障害物の処理計画………………………………………………………………（2-25） 

   第11節 避難収容活動計画………………………………………………………………（2-26） 

   第12節 孤立防止対策計画………………………………………………………………（2-33） 

   第13節 食料品等の備蓄・調達計画……………………………………………………（2-35） 

   第14節 給水計画…………………………………………………………………………（2-36） 

   第15節 生活必需品の備蓄・調達計画…………………………………………………（2-37） 

   第16節 危険物施設等災害予防計画……………………………………………………（2-39） 

   第17節 ライフライン施設災害予防計画………………………………………………（2-41） 

   第18節 通信・放送施設災害予防計画…………………………………………………（2-42） 

   第19節 災害広報計画……………………………………………………………………（2-43） 

   第20節 土砂災害等の災害予防計画……………………………………………………（2-44） 

   第21節 建築物災害予防計画……………………………………………………………（2-46） 

   第22節 道路及び橋梁災害予防計画……………………………………………………（2-48） 

   第23節 河川施設等災害予防計画………………………………………………………（2-49） 

目次 1 

 



目次 2 

 

   第24節 雪害予防計画……………………………………………………………………（2-50） 

   第25節 農林産物災害予防計画…………………………………………………………（2-52） 

   第26節 二次災害の予防計画……………………………………………………………（2-54） 

   第27節 防災知識普及計画………………………………………………………………（2-55） 

   第28節 防災訓練計画……………………………………………………………………（2-58） 

   第29節 災害復旧・復興への備え………………………………………………………（2-60） 

   第30節 自主防災組織等の育成に関する計画…………………………………………（2-61） 

   第31節 企業防災に関する計画…………………………………………………………（2-63） 

   第32節 観光地の災害予防計画…………………………………………………………（2-64） 

   第33節 ボランティア活動の環境整備…………………………………………………（2-65） 

   第34節 風水害及び震災対策に関する調査及び観測…………………………………（2-66） 

 

第３章 災害応急対策計画 

 
   第１節 災害直前活動……………………………………………………………………（3-1） 

   第２節 災害情報の収集・連絡活動……………………………………………………（3-12） 

   第３節 非常参集職員の活動……………………………………………………………（3-23） 

   第４節 広域相互応援活動………………………………………………………………（3-36） 

   第５節 ヘリコプターの運用計画………………………………………………………（3-40） 

   第６節 自衛隊の災害派遣………………………………………………………………（3-44） 

   第７節 救助・救急・医療活動…………………………………………………………（3-48） 

   第８節 消防・水防活動…………………………………………………………………（3-51） 

   第９節 要配慮者に対する応急活動……………………………………………………（3-56） 

   第10節 緊急輸送活動……………………………………………………………………（3-58） 

   第11節 障害物の処理活動………………………………………………………………（3-62） 

   第12節 避難収容及び情報提供活動……………………………………………………（3-64） 

   第13節 孤立地域対策活動………………………………………………………………（3-84） 

   第14節 食料品等の調達供給活動………………………………………………………（3-86） 

   第15節 飲料水の調達供給活動…………………………………………………………（3-88） 

   第16節 生活必需品の調達供給活動……………………………………………………（3-90） 

   第17節 保健衛生、感染症予防活動……………………………………………………（3-92） 

   第18節 行方不明者の捜索及び遺体処置等の活動……………………………………（3-94） 

   第19節 廃棄物の処理活動………………………………………………………………（3-96） 

   第20節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動…………………………………（3-98） 

   第21節 危険物施設等応急活動…………………………………………………………（3-99） 

   第22節 ライフライン施設応急活動……………………………………………………（3-102） 

   第23節 通信・放送施設応急活動………………………………………………………（3-105） 



目次 3 

 

   第24節 災害広報活動……………………………………………………………………（3-106） 

   第25節 土砂災害等応急活動……………………………………………………………（3-108） 

   第26節 建築物災害応急活動……………………………………………………………（3-110） 

   第27節 道路及び橋梁応急活動…………………………………………………………（3-112） 

   第28節 河川施設等応急活動……………………………………………………………（3-114） 

   第29節 雪対策活動………………………………………………………………………（3-115） 

   第30節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動………………………………………（3-117） 

   第31節 農林産物災害応急活動…………………………………………………………（3-119） 

   第32節 文教活動…………………………………………………………………………（3-120） 

   第33節 飼養動物の保護対策……………………………………………………………（3-124） 

   第34節 ボランティアの受入れ体制……………………………………………………（3-125） 

   第35節 義援物資、義援金の受入れ体制………………………………………………（3-126） 

   第36節 災害救助法の適用………………………………………………………………（3-127） 

   第37節 観光地の災害応急対策…………………………………………………………（3-129） 

 

第４章 災害復旧計画 

 
   第１節 復旧・復興の基本方針の決定…………………………………………………（4-1） 

   第２節 迅速な原状復旧の進め方………………………………………………………（4-2） 

   第３節 計画的な復興……………………………………………………………………（4-4） 

   第４節 資金計画…………………………………………………………………………（4-5） 

   第５節 被災者等の生活再建等の支援…………………………………………………（4-6） 

   第６節 被災中小企業等の復興…………………………………………………………（4-9） 

 

第５章 東海地震に関する事前対策活動 
 

   第１節 総  則…………………………………………………………………………（5-1） 

   第２節 東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令時の活動体制…………………（5-2） 

   第３節 情報収集伝達計画………………………………………………………………（5-6） 

   第４節 広報計画…………………………………………………………………………（5-10） 

   第５節 避難活動等………………………………………………………………………（5-12） 

   第６節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画………………………………………（5-15） 

   第７節 医療救護及び保健衛生活動計画………………………………………………（5-17） 

   第８節 児童生徒等の保護活動計画……………………………………………………（5-18） 

   第９節 防災関係機関の講ずる措置……………………………………………………（5-20） 

 

 



目次 4 

 

第６章 原子力災害対策 

 

   第１節 計画作成の趣旨…………………………………………………………………（6-1） 

   第２節 防災の基本方針…………………………………………………………………（6-3） 

   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…………（6-5） 

   第４節 災害に対する備え………………………………………………………………（6-8） 

   第５節 災害応急対策……………………………………………………………………（6-10） 

   第６節 災害からの復旧・復興…………………………………………………………（6-17） 

   第７節 核燃料物質等輸送事故災害への対応…………………………………………（6-18） 

 

 

資  料  編 
 

 

１ 防災関係機関に関する資料 

  資料１－１ 防災関係機関一覧表…………………………………………………………（7-1） 

 

２ 災害危険箇所に関する資料 

  資料２－１ 危険箇所等総括表……………………………………………………………（7-4） 

  資料２－２ 地すべり危険箇所（県農政部所管）………………………………………（7-4） 

  資料２－３ 地すべり危険箇所（県建設部所管）………………………………………（7-5） 

  資料２－４ 急傾斜地崩壊危険箇所………………………………………………………（7-5） 

  資料２－５ 土石流危険渓流………………………………………………………………（7-7） 

  資料２－６ 土砂災害防止法に基づく警戒区域及び特別警戒区域の概要（土石流）………（7-8） 

  資料２－７ 土砂災害防止法に基づく警戒区域及び特別警戒区域の概要（地すべり）……（7-9） 

  資料２－８ 土砂災害防止法に基づく警戒区域及び特別警戒区域の概要（急傾斜） ……（7-11） 

 

３ 水防に関する資料 

  資料３－１ 雨量観測所……………………………………………………………………（7-20） 

  資料３－２ 天竜川水系水位観測所………………………………………………………（7-20） 

  資料３－３ 水防倉庫所在地………………………………………………………………（7-20） 

  資料３－４ 水防倉庫備蓄品目一覧………………………………………………………（7-21） 

  資料３－５ 重要水防区域…………………………………………………………………（7-22） 

  資料３－６ 水防上重要なダム、水門の操作……………………………………………（7-22） 

  資料３－７ 出水による交通遮断が予想される橋梁……………………………………（7-22） 

 

４ 危険物に関する資料 

  資料４－１ 危険物施設の状況……………………………………………………………（7-23） 

 



目次 5 

 

５ 避難所及び備蓄に関する資料 

  資料５－１ 指定緊急避難場所……………………………………………………………（7-24） 

  資料５－２ 指定避難所……………………………………………………………………（7-25） 

  資料５－３ 要配慮者専用避難所（福祉避難所）………………………………………（7-26） 

  資料５－４ 自主防災組織非常用備蓄品配備計画一覧…………………………………（7-27） 

 

６ 輸送に関する資料 

  資料６－１ 災害対策用ヘリポート及び物資輸送拠点…………………………………（7-29） 

  資料６－２ 消防防災ヘリコプター場外離着陸場………………………………………（7-29） 

 

７ 災害支援制度に関する資料 

  資料７－１ 救助の実施要領の基準（概要）……………………………………………（7-30） 

 

８ 条例・規則等に関する資料 

  資料８－１ 天龍村防災会議条例…………………………………………………………（7-34） 

  資料８－２ 天龍村災害対策本部条例……………………………………………………（7-36） 

  資料８－３ 天龍村地震災害警戒本部条例………………………………………………（7-37） 

  資料８－４ 天龍村地震災害警戒本部運営要領…………………………………………（7-38） 

 

９ 災害時の応援協定に関する資料 

  資料９－１ 長野県市町村災害時相互応援協定書………………………………………（7-39） 

  資料９－２ 長野県市町村災害時相互応援協定実施細則………………………………（7-43） 

  資料９－３ 長野県消防相互応援協定書…………………………………………………（7-45） 

  資料９－４ 三遠南信災害時相互応援協定………………………………………………（7-49） 

  資料９－５ 南信州広域連合関係市町村災害時消防相互応援協定……………………（7-52） 

  資料９－６ 災害時における住民生活の早期安定を図るための協定書………………（7-54） 

  資料９－７ 災害時におけるＬＰガスに係る協力に関する協定書……………………（7-57） 

  資料９－８ 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定……（7-60） 

 

10 その他防災に関する資料 

  資料 10－１ 気象庁震度階級関連解説表（抜粋）………………………………………（7-61） 

  資料 10－２ 地震災害初動対応マニュアル………………………………………………（7-64） 

  資料 10－３ 原子力災害時に使用する安定ヨウ素剤について…………………………（7-67） 

  資料 10－４ 原子力防災の基礎用語………………………………………………………（7-68） 

  資料 10－５ 原子力防災の基礎知識（住民啓発用）……………………………………（7-71） 

 

11 各種様式に関する資料 ………………………………………………………………………（7-73） 

 




