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湖南市地域防災計画修正（案） 

 

１ 修正案の概要 

  現行の湖南市地域防災計画については、平成 27 年 8 月 29 日防災会議で修正承認

されました。 

  今回の修正では、以下の事項が主な内容となっています。  

①平成 28 年度市の組織変更に伴う名称の変更 

・契約検査課→総務課の契約・検査係  

・産業立地企画室の新設  

・住宅課→土木建設課の住宅係  

・農林振興課→農林保全課  

・業務課→上下水道総務課  

・施設課→上下水道施設課  

・人権教育課→人権擁護課に集約  

   ②平成 29 年度市の組織変更に伴う名称の変更    

    ・政策調整部→総合政策部  

    ・市民環境部→廃止  

    ・市民環境部の人権擁護課、生活環境課、市民課→総務部に配置換え  

    ・市民環境部の地域エネルギー課→総合政策部の地域創生推進課内の  

地域エネルギー室に変更  

    ・上下水道部→上下水道事業所  

    ・上下水道総務課、上下水道施設課→上下水道課  

③災害対策本部分掌事務における班名の変更及び湖南中央消防署の追加 

    ・情報連絡班→情報収集班及び情報発信班  

    ・建 設 班→現場対応班（建設）  

    ・産 業 班→現場対応班（産業）  

    ・上下水道班→現場対応班（上下水道）  

   ④熊本地震における車中泊に対する課題への対策の追加 

⑤初動対応訓練及び総合防災訓練成果の反映並びに各種マニュアルとの整合 

 ・職員初動対応における動員体制の見直し変更  

    ・災害対策本部組織図の変更及び湖南市災害対策本部の配置図修正  

・各地区連絡所の名称の明確化  

    ・野洲川水位基準変更に伴う修正  

    ・避難勧告、避難指示の伝達方法及びサイレンの修正  

   ⑥原子力規制委員会提言に基づく滋賀県原子力防災計画の変更に伴う修正  

  

 



   ⑦避難情報の変更  

    ・避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

    ・避難指示→避難指示（緊急）  

⑧指定公共機関名の変更 

 ・関西電力㈱滋賀支店八日市営業所→関西電力㈱滋賀支社八日市事業場  

⑨文書要務に基づく修正 

    ・番号の振り方及び誤字脱字の修正  

   ⑩参考資料の修正、追加  

    ・組織変更に伴う名称の変更、指定避難所の追加・修正、災害時における各

種協定の追加等  

 

２．修正案箇所及び内容 

  別紙第１「地域防災計画修正一覧表（風水害等対策編）」 

別紙第２「地域防災計画修正一覧表（震災対策編）」 

別紙第３「地域防災計画修正一覧表（原子力災害対策編）」 

別紙第４「地域防災計画修正一覧表（参考資料）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第１ 

地域防災計画修正一覧表（風水害等対策編） 

 頁 区分 内     容 

第1編、第1章 

第3節、第5節 

P.4 

P.8 

追加 ・熊本地震（平成28年）並びに 

・及び関東・東北豪雨（平成27年） 

第1編、第1章 

第5節第2、第3 

P.10 

～13 

修正 避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

避難指示→避難指示（緊急） 

第1編、第1章 

第6節第2、 

P.17 修正 関西電力株式会社（滋賀支店）→関西電力株式会社 

第2編、第2章 

第5節 

P.49 修正 住宅課→土木建設課 

第2編、第2章 

第6節 

P.51 追加 消防本部は、危険物施設の立入検査を適時実施し、

次の事項に関し適切な行政指導を行うものとする。 

修正 ア ・・・の維持管理に関する検査の強化 

→・・・の維持管理について 

削除 （２）イ項 ・・・の検査の強化 

（２）ウ項 

（２）エ項 ・・・の指導の強化 

（３）ア項、イ項 

（４）・・・必要 

第2編、第3章 

第17節 

P.85

～86 

修正 

 

 

追加 

修正 

 

 

追加 

修正 

３ 防火対象物等への予防査察体制の充実強化 

  甲賀広域行政組合湖南中央消防署（以下「湖南中

央消防署」という。）→消防署 

次に掲げる立入検査 

消防計画を作成することに対し→・・・作成するこ

とについて 

（１）（２）（３）実施する。→実施するもの 

（２）消防長又は消防署長 

（４）、（５）、（６）→４、５、６ 

５ 消防署は、 

６ 警報等発令中の予防査察 

火災警報発令時には、火を使用する施設及び物

品において。予防査察を実施する。→ 

火災警報等発令時の対応 

  消防署は、火災警報又は火災注意報発令時は、

管内全域において火気の使用制限に関する広報を

実施するものとする。 

第2編、第3章 

第17、18、19、

20、21節 

P.85 

P.88 

P.90 

削除 

削除 

修正 

住宅課 

(分室) 

施設課→上下水道課 



 P.94 

P.100 

修正 

削除 

住宅課→土木建設課 

住宅課 

第2編、第3章 

第20節第2、第3 

P.94 

P.95 

修正 避難指示→避難指示（緊急） 

第2編、第4章 

第23節第6 

P.109 修正 ア～カ→１～６ 

第2編、第4章 

第24節第3 

P.111 修正 会 長→隊 長 

副会長→副隊長 

第3編、第1章 

第1節第2 

P.118 修正 ●災害警戒本部体制 

２ 野洲川横田橋量水標の水位が避難判断(特別警

戒)水位に到達しそうなとき→・・に到達したとき 

●災害対策本部体制 

１ 災害がて発生し、又は発生する恐れがあり、市長

が必要と認めたとき→市に災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合において、市長が必要と

認めたとき 

第3編、第1章 

第1節第3 

P.119 修正 避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

 

第3編、第1章 

第1節第4 

修正 市に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において→本市にかかる地域で災害が発生するおそ

れがある場合において 

P.120 修正 本部長は災害が拡大した時→本部長は災害が発生し

た時 

P.120 修正 政策調整部長→総合政策部長 

市長公室→市長公室長 

上下水道部長→上下水道事業所長 

削除 市民環境部長 

第3編、第1章 

第1節第5 

 

 

P.121 修正 市に災害が発生し、本市に影響があると市長が認め

る場合において→市に災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において 

避難指示→避難指示（緊急） 

P.122 修正 政策調整部長→総合政策部長 

上下水道部長→上下水道事業所 

削除 市民環境部長 

第3編、第1章 

第1節第6 

P.123 追加 ●２ 開設場所 

地区連絡所名 

修正 ●３ 組織体制 

情報連絡班→地区連絡所班 

地区連絡所班→地区連絡所 

第3編、第1章 P.125 修正 ●注意体制 



第2節第2 １ 危機管理・防災課、土木建設課、農林保全課、都

市政策課、施設課のうち、あらかじめ指定された

職員→状況により、危機管理局、建設経済部及び

上下水道事業所のうち、あらかじめ指定された職

員 

●警戒体制 

１ 危機管理防災課、土木建設課の職員全員→危機管

理局、建設経済部及び上下水道事業所のあらかじ

め指定された職員 

２ 危機管理・防災課、土木建設課の職員以外→状況

により、上記以外 

３ 消防団→状況により消防団（水防団） 

P.126 修正 ●災害警戒本部体制 

 危機管理・防災課、土木建設課→危機管理局 

 消防団→消防団（水防団） 

●災害対策本部体制 

災害が発生し→市に災害が発生し 

消防団→消防団（水防団） 

第3編、第1章 

第3節第2 

P.128 

P.129 

修正 ３，４，３→２，３，４ 

第3編、第1章 

第4節 

P.132 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第1章 

第4節第4 

P.134 修正 ●はん濫注意水位（警戒水位） 

 1.35→1.00 

●計画高水位 

 5.995→6.00 

第3編、第1章 

第6節第6 

P.142 修正 関西電力株式会社 滋賀支店→関西電力株式会社 

第3編、第2章 

第10節 

P.153 修正 建設班 産業班→現場対応班（建設 産業） 

上下水道班→現場対応班（上下水道） 

第3編、第2章 

第11節 

P.154 修正 建設班 産業班→現場対応班（建設 産業） 

 

第3編、第2章 

第15節第4 

P.167 修正 宮の森斎場→雨山研修館宿場の里 

宮の森一丁目19番1号→雨山二丁目1番1号 

第3編、第2章 

第15節第5 

P.168 修正 （１）～（６）→１～６ 

第3編、第2章 

第16節 

P.169 修正 情報連絡班→情報発信班 

第3編、第2章 

第16節第5 

P.170 

 

修正 （１）～（２）→１～２ 

区、自治会等→区、地域まちづくり協議会等 



第3編、第2章 

第18節 

P.174 

～177 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第21節 

P.185 

～188 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

産業班→現場対応班（産業） 

第3編、第2章 

第22節 

P.190 修正 情報連絡班→情報発信班 

地区連絡所班→地区連絡所 

第3編、第2章 

第22節 

P.190 

～197 

修正 避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

避難指示→避難指示（緊急） 

第3編、第2章 

第22節第3 

P.192 

P.193 

修正 ●避難勧告 

 避難準備情報と同様。ただし、必要に応じて戸別

に口頭伝達を行う。→マイク、口頭伝達、サイレン、

警鐘乱打及び必要の応じ避難準備情報の方法を併用

する。 

 

●避難指示 

マイク、口頭伝達、サイレン、警鐘乱打及び必要

の応じ避難準備情報の方法を併用する。→避難勧告

と同様 

●サイレンによる伝達方法 

信号の種類→種別 

避難信号→避難勧告、避難指示（緊急） 

１分→３０秒 

第3編、第2章 

第22節第3 

P.193 削除 避難準備信号 

P.196 修正 ●水防団待機水位 

1.15→1.50 

●はん濫注意水位（警戒水位） 

 1.35→1.00 

●避難判断水位（特別警戒水位） 

 1.50→1.20  4.20→3.50 

●はん濫危険水位（危険水位） 

 1.65→1.45  4.40→4.00 

●計画高水位 

 5.995→6.00 

第3編、第2章 

第23節 

P.204 

P.205 

修正 上下水道班→現場対応班（上下水道） 

第3編、第2章 

第23節第10 

 

P.206 修正 （１）～（４）→１～４ 

第3編、第2章 

第24節第3 

P.207 

P.208 

修正 産業班→現場対応班（産業） 

ア～ケ→（１）～（９） 



第3編、第2章 

第24節第7 

P.210 修正 ア～エ→１～４ 

第3編、第2章 

第26～27節 

第30節 

P.215 

～221 

P.229 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第29節 

P.226 追加 １ 応急対策 

  関係事業所の管理責任者、防火管理者、危険物保

安監督者、危険物取扱者等は、   

第3編、第2章 

第31節 

P.230 

P.231 

修正 産業班→現場対応班（産業） 

第3編、第2章 

第34節 

P.238 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第4編、第2章 

第4節、第5 

P.254 

P.255 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

第4編、第2章 

第5節 

P.256 修正 産業班 建設班→現場対応班（産業 建設） 

 

第4編、第3章 

第6節 

P.258 修正 建設班 産業班→現場対応班（建設 産業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第２ 

地域防災計画修正一覧表（震災対策編） 

 頁 区分 内     容 

第1編、第1章 

第3節、第5節 

P.267 

P.271 

追加 ・熊本地震（平成28年）並びに 

・及び関東・東北豪雨（平成27年） 

第1編、第1章 

第5節第2 

P.273 修正 ●（２）地震に伴う火災に備える 

 ②→⑤ 

P.274

～276 

修正 避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

避難指示→避難指示（緊急） 

第1編、第1章 

第6節第2 

P.280 修正 関西電力株式会社（滋賀支店）→関西電力株式会社 

第2編、第1章 

第1節 

P.303 削除 住宅課 

第2編、第1章 

第2節 

P.304 修正 住宅課→土木建設課 

第2編、第1章 

第2節第5 

P.306 修正 ア～エ→（１）～（４） 

第2編、第1章 

第4節 

P.312 修正 施設課→上下水道課 

第2編、第1章 

第8節 

P.320 削除 住宅課 

第2編、第2章 

第11節第2 

P.326 修正 ●１ 組織 

ア～ケ→（１）～（９） 

●２ 所掌事務 

 ア～オ→（１）～（５） 

第2編、第2章 

第13節第2 

P.332 修正 ●１～５ 

ア～ウ→（１）～（３） 

第2編、第2章 

第13第3 

P.333 修正 ●１～２ 

ア～ウ→（１）～（３） 

第2編、第2章 

第13第6 

P.334 修正 ア～エ→（１）～（４） 

第2編、第2章 

第15節 

P.339 削除 住宅課 

第2編、第2章 

第15節第2 

P.339

～340 

修正 

 

 

追加 

修正 

 

 

３ 防火対象物等への予防査察体制の充実強化 

  甲賀広域行政組合湖南中央消防署（以下「湖南中

央消防署」という。）→消防署 

次に掲げる立入検査 

消防計画を作成することに対し→・・・作成するこ

とについて 

（１）（２）（３）実施する。→実施するもの 



追加 

修正 

（２）消防長又は消防署長 

（４）、（５）、（６）→４、５、６ 

５ 消防署は、 

６ 警報等発令中の予防査察 

火災警報発令時には、火を使用する施設及び物

品において。予防査察を実施する。→ 

火災警報等発令時の対応 

  消防署は、火災警報又は火災注意報発令時は、

管内全域において火気の使用制限に関する広報を

実施するものとする。 

第2編、第2章 

第16節 

P.342 削除 （分室） 

第2編、第2章 

第17節 

P.344 修正 施設課→上下水道課 

第2編、第2章 

第18節 

P.348 修正 住宅課→土木建設課 

第2編、第2章 

第18節第2、第3 

P.348 

P.349 

修正 避難指示→避難指示（緊急） 

第2編、第2章 

第19節第5 

P.354 削除 住宅課 

第2編、第2章 

第19節第2 

P.354 修正 ●２ 安否確認体制の整備 

ア～エ→（１）～（４） 

第2編、第2章 

第19節第2 

P.355 修正 ●４ 自主防災組織の強化 

ア～イ→（１）～（２） 

第2編、第3章 

第22節第2 

P.362 修正 ア～エ→１～４ 

第3編、第1章 

第1節第3 

P.373 修正 災害が拡大した時→災害が発生した時 

修正 政策調整部長→総合政策部長 

上下水道部長→上下水道事業所長 

削除 市民環境部長 

第3編、第1章 

第1節第4 

P.375 修正 政策調整部長→総合政策部長 

上下水道部長→上下水道事業所長 

削除 市民環境部長 

第3編、第1章 

第1節第5 

P.376 削除 地区連絡所班 

追加 ●２ 開設場所 

地区連絡所名 

修正 ●３ 組織体制 

情報連絡班→地区連絡所班 

地区連絡所班→地区連絡所 

第3編、第1章 P.378 修正 ●注意体制 



第2節第2  危機管理・防災課職員→危機管理局職員 

●災害警戒本部体制 

 危機管理・防災課の職員→危機管理局の職員 

第3編、第1章 

第2節第3 

P.381 修正 ア～コ→（１）～（10） 

第3編、第1章 

第3節第2 

P.383 修正 関西電力株式会社滋賀支店滋賀給電制御所→関西電

力株式会社滋賀電力部滋賀給電制御所 

第3編、第1章 

第4節第1 

P.387 修正 ●５  

ア～ウ→（１）～（３） 

第3編、第1章 

第5節第6 

P.391 修正 関西電力株式会社滋賀支店→関西電力株式会社 

第3編、第2章 

第12節第5 

P.414 修正 （１）～（６）→１～６ 

第3編、第2章 

第13節 

P.415 修正 情報連絡班→情報発信班 

第3編、第2章 

第13節第7 

P.417 修正 ア～エ→１～４ 

第3編、第2章 

第15節 

P.420 

P.423 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第16節第5 

P.427 修正 （１）～（９）→１～９ 

第3編、第2章 

第18節 

P.431 

P.432 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第19節 

P.434 修正 地区連絡所班→地区連絡所 

第3編、第2章 

第19節第2～第5 

P.434 

～439 

修正 避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

避難指示→避難指示（緊急） 

第3編、第2章 

第19節第3 

P.436 

P.437 

修正 ●避難勧告 

 避難準備情報と同様。ただし、必要に応じて戸別

に口頭伝達を行う。→マイク、口頭伝達、サイレン、

警鐘乱打及び必要の応じ避難準備情報の方法を併用

する。 

●避難指示 

マイク、口頭伝達、サイレン、警鐘乱打及び必要

の応じ避難準備情報の方法を併用する。→避難勧告

と同様 

●サイレンによる伝達方法 

信号の種類→種別 

避難信号→避難勧告、避難指示 

１分→３０秒 



P.437 削除 避難準備信号 

第3編、第2章 

第19節第6 

P.439 修正 地区連絡所班→地区連絡所 

第3編、第2章 

第19節第8 

P.441 追加 ●７ 

車中泊をする避難者に対しては、エコノミークラ 

ス症候群を発症しないよう、次のような措置を講ず

る。 

（１）避難所の外で避難生活を送る人たちの居場

所や健康状態の把握 

（２）エコノミークラス症候群の予防法を知らせ

るチラシの配布 

（３）物資の配布や医療支援の実施 

第3編、第2章 

第19節第8 

P.441 修正 ７～１０→８～１１ 

ア～ウ→（１）～（３） 

第3編、第2章 

第20節 

P.444 修正 上下水道班→現場対応班（上下水道） 

第3編、第2章 

第20節第4 

P.444 修正 （１）～（３）→１～３ 

第3編、第2章 

第20節第10 

P.446 修正 （１）～（４）→１～４ 

第3編、第2章 

第21節 

P.447 修正 産業班→現場対応班（産業） 

第3編、第2章 

第21節第3 

P.448 修正 ア～ケ→（１）～（９） 

第3編、第2章 

第21節第7 

P.450 修正 ア～エ→１～４ 

第3編、第2章 

第23節 

P.455 修正 市民生活班→総務班 

建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第24節 

P.459 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第24節第7 第8 

P.461 

P.462 

修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第26節 

P.469 

P.470 

修正 上下水道班→現場対応班（上下水道） 

第3編、第2章 

第28節第2 

P.475 修正 ●４ 

 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第29節 第2 

P.477 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第30節 

P.478 修正 産業班→現場対応班（産業） 



第3編、第2章 

第30節第2～第4 

P.478 

P.479 

修正 産業班→現場対応班（産業） 

第3編、第2章 

第33節 

P.486 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3編、第2章 

第33節第7 

P.487 

P.488 

修正 （１）～（６）→１～６ 

第4編、第2章 

第3節 

P.492 削除 市民生活班 

第4編、第2章 

第3節第4 

P.494 修正 ●２ 支給対象世帯 

   ア～エ→（１）～（４） 

第4編、第2章 

第4節 

P.498 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第4編、第2章 

第5節 

P.500 修正 産業班 建設班→現場対応班（産業 建設） 

第4編、第3章 

第6節 

P.502 修正 建設班 産業班→現場対応班（建設 産業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第３ 

地域防災計画修正一覧表（原子力災害対策編） 

 頁 区分 内     容 

第1章、第5節 

第3 

P.513 修正 ●１ 原子力災害対策重点区域の範囲 

  原子力規制委員会が示す「原子力災害対策指針」

では、「原子力災害対策重点区域」の範囲として、

予防的防護措置を準備する区（PAZ:Precautionary 

Action Zone）、緊急時防護措置を準備する区域

（UPZ：Urgent Protective action Planning Zone）

及びプルーム通過時の放射性ヨウ素による甲状腺

被ばくを避けるための防護措置を実施する地域

（PPA：Plume Protection Planning Area）の検討

が示されており、UPZ区域の範囲の目安については、

原子力施設から概ね30km、また、PPAの具体的な範

囲については、今後、国際的議論の経過を踏まえつ

つ検討し、指針に記載すると記されている。 

 

→原子力規制委員会が示す「原子力災害対策指針」

では、「原子力災害対策重点区域」の範囲として、

予防的防護措置を準備する区（PAZ:Precautionary 

Action Zone）、緊急時防護措置を準備する区域

（UPZ：Urgent Protective action Planning Zone）

が定められており、PAZの範囲の目安については、

原子力施設から概ね半径5㎞、UPZの範囲の目安につ

ては、原子力施設から概ね30㎞とされている。 

第1章、第6節 

 

P.515 修正 ●題目 

放射性プルーム通過時の被ばくの影響を避けるた

めの防護措置 

→放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置 

●内容 

 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所の事故に

おいては、プルームの放射性ヨウ素の吸入による甲状

腺等価線量は、IAEA の安定ヨウ素剤予防服用の判断

基準を用いると、その範囲が原子力施設から 50 ㎞に

及んだ可能性があるとされており、今後、これを参考

として、国において、プルーム通過時の被ばくを避け

るための防護措置を実施する地域における具体的な

対応を検討していく必要がある。 

この場合の防護措置は、自宅内への屋内退避が中心

になると考えられており、また、必要に応じて安定ヨ



ウ素剤の服用、飲食物の摂取制限も考慮する必要があ

る。 

プルームによる被ばく線量を回避する防護措置は、

施設の EAL（緊急時対応レベル）や OIL（運用上の介

入レベル）の基準、放射性物質の拡散状況の推定等に

基づいて実施されるが、住民への情報提供、周知体制

の整備、安定ヨウ素剤の備蓄等の計画を予め策定する

必要がある。 

→１ 原子力施設から放射性物質が放出され、また

はそのおそれがある場合には、施設の状況や放射

性 物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて UPZ

外においても屋内退避を実施する。 

２ UPZ の内外にかかわらず、放射性物質が環境

へ放出された場合、緊急時の環境放射線モニタリ

ング（以下「緊急時モニタリング」という。）に

よる測定結果を防護措置の実施を判断する基準

である運用上の介入レベル（OIL：Operational 

Intervention Level）と照らし合わせ、避難（OIL2

に基づく一時移転を含む。）、飲食物の摂取制限

や、必要に応じて安定ヨウ素剤の服用など必要な

防護措置を実施する。 

第1章、第7節 

3 警察 

P.517 修正 ●滋賀県警察本部（甲賀警察署） 

 （１）～(36)→（１）～（６） 

(１)周辺住民等への情報伝達 

(２)避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

(３)交通の規制及び緊急輸送の支援 

(４)犯罪の予防等被災地における社会秩序の維持 

(５)警察職員の被ばく対策 

(６)その他災害警備に必要な措置 
 

第1章、第7節 

6 指定地方  

行政機関 

P.518 修正 ●近畿厚生局 

 （１）、（２）→（１） 

(１)救援等に係る情報の収集及び提供 

第1章、第7節 

6 指定地方 

行政機関 

P.518 修正 ●近畿農政局 

 （大津地域センター及び東近江地域センター）→ 

滋賀支局 

第1章、第7節 

6 指定地方 

行政機関 

P.518 追加 ●近畿運輸局（近畿運輸支局） 

 （１）原子力災害時における物資を保管するための

施設等の選定及び収用の協力要請 

第1章、第7節 

7 指定公共 

機関 

P.519 修正 ●関西電力株式会社 

 （滋賀支店）→（滋賀支社） 



第2章、第3節 P.521 修正 政策調整部→総合政策部 

第2章、第5節 

第2 

P.526 削除 １ 退避所等の整備 

市は、県等と連携し、避難所として指定している

施設について予め調査し、具体的なコンクリート屋

内退避体制の整備に努めるものとする。 

第2章、第5節 

第2 

P.526 修正 ２～５→１～４ 

第2章、第6節 P.528 修正 上下水道部長→上下水道事業所長 

第2章、第12節 

 

P.532 修正 （１）～（10）→１～10 

第3章、第2節 

 

P.535 修正 情報連絡班→情報収集班 

第3章、第3節 

第1 

P.540 修正 ●注意体制 

 危機管理・防災課職員→危機管理局職員 

●災害警戒本部体制 

 危機管理・防災課職員→危機管理局職員 

大津波警報が発令→大津波警報が発表 

第3章、第3節 

第3、第4 

P.542 

P.544 

修正 政策調整部長→総合政策部長 

上下水道部長→上下水道事業所長 

削除 市民環境部長 

第3章、第3節 

第5 

P.545 削除 地区連絡所班が 

修正 ●２ 開設場所 

地区連絡所名 

修正 ３ 組織体制 

  地区連絡所班→地区連絡所 

第3章、第4節 

 

P.548 修正 情報連絡班→情報収集班、情報発信班 

建設班、産業班→現場対応班（建設、産業） 

地区連絡所班→地区連絡所 

第3章、第4節 

第2 

P.548 削除 なお、県は、従前の防災指針に掲げられていた「屋内

退避及び避難等に関する指標」（参考表：編末に掲載）

の基準を超える予測線量が得られたときは、その指標

に基づき防護活動を開始することとしている。 

第3章、第6節 P.554 修正 上下水道班→現場対応班（上下水道） 

第3章、第7節 P.554 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第3章、第9節 P.556 修正 情報連絡班→情報発信班 

第4編、第6節 P.560 修正 情報連絡班→情報収集班、情報発信班 

第4章、第7節 P.560 修正 建設班→現場対応班（建設） 

第4章、第8節 

第9節 

P.561 修正 産業班→現場対応班（産業） 

第4編 P.563 削除 （参考表） 



別紙第４ 

地域防災計画修正一覧表（参考資料） 

 頁 区分 内     容 

1-1 湖南市災害

対策本部組織図 

P.1 修正 政策調整部長→総合政策部長 

危機管理局長→総合政策部長（兼危機管理局長） 

上下水道部長→上下水道事業所長 

危機管理・防災課長→危機管理局管理監 

政策調整部→総合政策部 

情報連絡班→情報収集班（人事課）、 

情報発信班(秘書広報課、地域創生推進 

課【企画統計担当】【地域エネルギー室】） 

任命された職員→地域創生推進課【新しい公共担当】 

建設班→現場対応班（建設） 

産業班→現場対応班（産業） 

上下水道班→現場対応班（上下水道） 

業務課、施設課→上下水道課 

追加 政策調整部 

 各地区連絡所 

総務班 

 人権擁護課、生活環境課、市民課 

現場対応班（産業） 

 産業立地企画室 

削除 市民環境部、住宅課、人権教育課 

1-2 災害警戒本

部設置時の初動

対応表 

P.2 

P.3 

修正 情報発信班（地域創生推進課）→（地域創生推進課

【企画統計担当】） 

地区連絡所班（地域創生推進課）→（地域創生推進

課【新しい公共担当】） 

1-3 湖南市災害

対策本部分掌事

務 

P.4 修正 情報連絡班→情報収集班（人事課） 

      情報発信班（秘書広報課） 

      情報発信班（地域創生推進課【企画統 

計担当】【地域エネルギー室】） 

地区連絡所班（地域創生推進課【新し 

い公共担当】） 

地区連絡所班（政策調整部次長）→各地区連絡所  

（各班長） 

避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

避難指示→避難指示（緊急） 

P.5 削除 市民環境部、契約検査課、地域エネルギー課、人権

教育課 

追加 ●総務班（税務課、収納課） 



５ 被災者台帳の作成に関すること。 

●総務班 

 人権擁護課、生活環境課、市民課 

P.7 修正 産業班（建設経済部次長）→（産業振興戦略局次長） 

住宅課→土木建設課 

建設班→現場対応班（建設） 

産業班→現場対応班（産業） 

追加 産業立地企画室 

P.8 修正 上下水道班→現場対応班（上下水道） 

業務課、施設課→上下水道課 

教育施設→教育施設班 

人権教育課分掌事務→人権擁護課分掌事務 

P.9 追加 湖南中央消防署 

１ 被災者の救出・救護活動に関すること。 

２ 消火活動に関すること。 

３ 被害情報の収集及び報告に関すること。 

４ 災害対策本部との連携に関すること。 

５ 各種応援要請に関すること。 

６ 住民への広報に関すること。 

1-4 注意体制、

警戒体制におけ

る分掌事務 

P.10 修正 避難準備情報→避難準備・高齢者等避難開始 

避難指示→避難指示（緊急） 

政策調整部次長→総合政策部次長 

情報連絡班→情報収集班、情報発信班、地区連絡所           

      班 

地区連絡所班→各地区連絡所 

市民生活班、市民環境部次長→総務班、総務部次長 

建設班→現場対応班（建設） 

産業班（建設経済部次長）→（産業振興戦略局次長） 

産業班→現場対応班（産業） 

上下水道班→現場対応班（上下水道） 

施設課→上下水道施設課 

P.11 削除 人権教育課 

追加 湖南中央消防署 

１ 被害情報の収集及び報告に関すること。 

２ 被災者の救出・救護活動に関すること。 

３ 消火活動に関すること。 

４ 災害対策本部との連携に関すること。 

５ 各種応援要請に関すること。 

６ 住民への広報に関すること。 

1-5 被害状況の P.12 修正 市民生活班→総務班 



報告体制 情報連絡班→情報収集班 

産業班→現場対応班（産業）   

建設班→現場対応班（建設） 

上下水道班→現場対応班（上下水道） 

1-6 防災拠点等

一覧 

P.13 追加 地区連絡所名 

2-1 防災関係機

関及び連絡先一

覧 

P.15 修正 関西電力㈱滋賀支店八日市営業所→関西電力㈱滋賀

支社八日市事業場 

電話番号（滋賀支社）077-527-5800 

（八日市事業場）0800-777-8063 

甲賀農業協同組合甲西支所、岩根支所→湖南支所 

所在地岩根4526-1 

5-3 水位観測所

一覧 

P.51 修正 ●横田橋 

1.15→1.50 

6-1 指定避難所

一覧 

P.55 削除 

追加 

27 雨山研修館宿場の里 

市民産業交流促進施設 

電話72-5552、FAX72-8310、収容人数42、 

住所 湖南市岩根4528-1 

P.56 修正 ●44 菩提寺まちづくりセンター 

収容人数117→200 

所在地菩提寺775-1→菩提寺西4-2-12 

●収容人数合計14,821→14,838 

6-2 指定緊急避

難場所一覧 

P.58 修正 ●指定緊急避難場所（風水害） 

17 菩提寺まちづくりセンター 

収容人数175→300 

所在地菩提寺775-1→菩提寺西4-2-12   

●収容人数合計9,057→9,182 

7-1 食料・必需

物資等調達先一

覧 

P.63 修正 甲賀農業協同組合甲西支所→甲賀農業協同組合湖南

支所 住所 岩根4526-1 

7-2 炊出し施設

一覧 

P.64 削除 農産物加工施設 

7-4 市備蓄物資

保有状況（防災

倉庫） 

P.65 修正 

追加 

●甲西中学校への防災倉庫設置で事業終了 

●備蓄物資の保有数については、消費期限間近の物

資の有効活用や構成物品の入替え等実施中であり、

整い次第一覧表を作成する。 

12-5 湖 南 市 各

種協定一覧 

P.92 追加 新たに締結した協定を追加 

 


