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危機管理制度に係る事務事業の概要 

○安全管理に関する事務                                      

平成１３年に大蔵海岸で発生した２つの事故を教訓に、市が実施する全てのイベントの事前安全チェ

ック、年３回の施設の一斉点検の実施、業務上発見した危険情報について市へ通報する通報協定の拡充

など、安全・安心のまちづくりを進めている。 
また、事故から１４年が経過し、事故後に入庁した職員が全職員の３割を超えることから、事故の教

訓や再発防止に対する意識が風化することのないよう、特に若手職員を対象に安全意識を向上するため

の研修を実施し、安全・安心文化の継承を図っている。 

（具体的な取り組み内容） 

 イベントの事前安全チェック 

 施設の一斉点検（年３回） 

 市職員への市民救命士講習の実施 

 危険情報等に関する通報協定の締結 

  

 

○不当要求等対策に関する事務                                 

本市に対する不当要求は、減少傾向にあるものの、依然として毎年発生していることから、管理職等

に具体的な対応を身に着けてもらう研修を実施するとともに、不当要求に発展するおそれがあれば、直

ちに現場での支援や指導、助言を行っている。また、近隣自治体で、窓口業務における暴力事件が発生

したため、凶器所持者等対応マニュアルに基づいて、職員の安全及び適切な事務事業の確保を目的に防

犯訓練を継続実施している。 

（具体的な取り組み内容） 

 管理職等に対する不当要求対応研修 

 各課窓口における現場支援等 

 相談事案に対する指導・助言 

 危機管理研修の実施 

 

○国民保護に関する事務                                     

武力攻撃やテロなど有事の際には、明石市国民保護計画に基づいた対策を実施する。主な対策は①市

民への情報提供②避難誘導③避難所の支援が柱となり、特に市民への情報提供は、全国瞬時配信システ

ム（J-アラート）を活用した防災行政無線、市ホームページ、メール配信等により、迅速かつ的確に行

う必要があるため、全国一斉情報伝達訓練に積極的に参加し、体制整備に取り組んでいる。 

（具体的な取り組み内容） 

 明石市国民保護計画の策定 

 全国一斉情報伝達訓練等の実施 

 全国瞬時配信システム（J アラート）の運用
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○地域防犯に関する事務                                     

多種多様化する犯罪から被害を未然に防ぎ、市民が犯罪に遭わない安心して暮らせるまちづくりのた

め、警察や防犯協会、地域団体、学校などと連携を図り、地域防犯力強化に向けて、防犯情報の発信を

中心とした積極的な取組みを行っている。 

（具体的な取り組み内容） 

 地域防犯施策会議の開催 

 各種広報媒体による防犯啓発 

 安全・安心パトロール車による巡回・啓発

 出前講座の実施 

 

 

 

○水防・水難救助に関する事務                                  

水災の警戒及び防止を行うため、水防体制の整備、水防活動を行う。災害対策本部体制と水防本部体

制の一元化による命令系統の明確化で、災害時により迅速な対応を図るとともに、法改正、国、県の動

向や前年度の課題等を踏まえ、水防計画の見直しを行い、水防活動マニュアルに反映させることで、実

効性の確保、更なる対応力の向上に努めている。また、例年水防訓練を実施し、実動型訓練または市民

参加型の訓練を積み重ね、被害の軽減を図っている。 

（具体的な取り組み内容） 

 水防計画等の策定 

 水防活動の実施 

 水防訓練の実施 

 出前講座の実施 
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○災害対策に関する事務                                    

市民の生命及び財産を守るため、災害への備え及び災害発生時の体制を整備するとともに、市民に対

して、出前講座や地域の防災訓練への支援を通じて、自助・共助の重要性を啓発し、地域防災力の向上

を図っている。また、大規模災害に備え、災害時応援協定の拡充を推進するとともに、毎年１回明石市

防災会議を開催し、災害対策基本法の改正等を踏まえた地域防災計画の見直しを実施している。 
さらに、例年防災訓練を実施し、市の災害対応力の強化及び防災関係機関や協定締結機関との連携強

化を図っている。 

（具体的な取り組み内容） 

 防災会議の開催 

 総合防災訓練の実施 

 災害時応援協定の締結 

 防災行政無線の維持管理 

 食糧等災害時物資の備蓄 

 出前講座の実施、地域の防災訓練の支援 

 

 

○新型インフルエンザ対策に関する事務                               

新型インフルエンザが発生した場合に、可能な限り感染拡大を阻止し、健康被害を最小限にとどめ、

社会・経済機能を維持するため、明石市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、市民への情報提

供や学校園の休校、イベントの自粛要請などの感染防止対策を講じる。さらに、市民病院や市立夜間休

日応急診療所等において、明石健康福祉事務所、医師会等で連携した訓練を実施しており、医療体制を

含めた関係機関の連携・対応能力の向上を図っている。 

（具体的な取り組み内容） 

 明石市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定  対応訓練の実施 

 感染防止資器材の備蓄  
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安全管理に関する事務について 

１ 制度の概要 

  平成１３年に大蔵海岸で発生した２つの事故を教訓に、市が実施する全てのイベント

の事前安全チェック、年３回の施設の一斉点検の実施、業務上発見した危険情報につい

て市へ通報する通報協定の拡充、職員に対する市民救命士講習の実施など、安全・安心

のまちづくりを進めている。 

２ 現在の取り組み内容 

 イベントの事前安全チェック 

 施設の一斉点検（年３回） 

 市職員への市民救命士講習の実施 

 危険情報等に関する通報協定の締結 

 

■イベントの事前安全チェック 

  市が実施するすべてのイベントについて、担当課が策定した安全対策計画を他部の職

員と総合安全対策局で事前に安全性をチェックしている。また、イベント実施後も見直

すべき点がないかを検証し、次回への改善につなげ、さらなる安全性向上を図っている。

■施設の一斉点検 

  日常点検に加えＧＷ、夏休み、年末年始の長期休暇前に年３回、市が管理する全ての

施設（約２５００施設）について点検を実施しており、施設を利用する市民の安全確保

に努めている。 

 ■市職員への市民救命士講習の実施 

  市民等がケガや急病により応急処置を必要とする事態が発生した場合に備え、適切に

対応できる職員を市民救命士として養成することを目的に、全職員を対象に実施してい

る。一定期間ごとに繰り返し受講し、知識と技術レベルを維持していくことが重要であ

ることから、毎年３００名以上、３年で９００名＝職員の約半数が受講することを目標

とし、緊急時に迅速で適切な応急処置やＡＥＤの使用ができる体制整備を図っている。

 ■危険情報等に関する通報協定の締結 

 市内における安全体制を強化する一環として、①水道メーター等検針業者②シルバー

人材センター③郵便局④新聞販売店と協定を締結し、日々地域を巡回する配達員の方か

ら、業務中に気付いた危険情報について、市へ通報（連絡）をいただき、事件・事故の

未然防止および関係部署へ迅速につなげ適切な対応をとることができる体制整備を図

っている。 

  平成２７年度は、これまでの通報事例に基づいて、通報いただきたい事案の具体例を

示したチラシを作成するとともに、通報先を記載した携帯用のカードを配布し、個々の

配達員等への周知を徹底することで、より実効性を高めていく取り組みを進めている。
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地域防犯に関する事務について 

 

１ 制度の概要 

  多種多様化する犯罪から被害を未然に防ぎ、市民が犯罪に遭わない安心して暮らせる

まちづくりのため、警察や防犯協会、地域団体、学校などと連携を図り、地域防犯力強

化に向けて、防犯情報の発信を中心とした積極的な取り組みを行っている。 

 

２ 現在の取り組み内容 

 地域防犯施策会議の開催 

 各種広報媒体による防犯啓発

 安全・安心パトロール車による巡回・啓発

 出前講座の実施 

■地域防犯施策会議の開催 

   総合安全対策局を事務局として、明石警察署、明石防犯協会、教育委員会、地域防

犯アドバイザーで構成する明石市防犯施策会議を毎月 1 回開催し、市内における最新

の犯罪情報を共有し、効果的な対策を協議している。 

   

■各種広報媒体による防犯啓発 

   上記地域防犯施策会議での協議を受け、広報あかしや防災行政無線、ホームページ、

防災ネットあかし等の各種広報媒体による市民への啓発・広報活動を行っている。 

   

■安全・安心パトロール車による巡回・啓発 

   青色回転灯を装備したパトロール車２台で、地域の要請に基づいて、小学校児童の

下校時間を中心に自治会やスクールガードなど地域団体と協働でパトロールを実施し

ている。また、最新の犯罪情報により、自主パトロールを行うほか、事件発生時には

緊急出動し、地域や時間帯を限定した集中警戒パトロールを実施している。 

   

■出前講座等の実施 

   地域に出向いて防犯講座を明石警察と連携して開催するとともに、防犯協会等と協

働で防犯キャンペーンを実施するなど、地域への啓発についても積極的に行っている。
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災害対策に関する事務について 

 

１ 制度の概要 

 市民の生命及び財産を守るため、災害への備え及び災害発生時の体制を整備するとと

もに、市民に対して、自助・共助の重要性を啓発し、地域防災力の向上を図っている。

また、大規模災害に備え、災害時応援協定の拡充を推進し、明石市防災会議における

地域防災計画の見直しを行うほか、防災訓練を実施するなど、市の災害対応力の強化及

び防災関係機関や協定締結機関との連携強化を図っている。 
 

２ 現在の取り組み内容 

 防災会議の開催 

 総合防災訓練の実施 

 災害時応援協定の締結 

 防災行政無線の維持管理 

 食糧等災害時物資の備蓄 

 出前講座の実施、地域の防災訓練の支援

■防災会議の開催 

  明石市防災会議条例に基づき、市長を会長、副市長を副会長とし、防災関係機関、関

係行政機関、市職員等 30 名で構成される明石市防災会議を年１回開催し、災害対策基

本計画の改正等を踏まえた地域防災計画の見直しを行っている。 

  

■総合防災訓練の実施 

  市及び市民の災害対応能力の向上を図るため、総合防災訓練を実施する。 

訓練は市災害対策本部に加え、防災関係機関、災害時応援協定機関にも参加を依頼し、

連携強化を図っている。 

  

■災害時応援協定の締結 

  他市町との相互応援など行政機関との応援協定のほか、民間企業と食糧、物資、輸送

手段、燃料の確保、応急対策業務の実施などの応援協定を締結し、災害時の必要物資の

緊急調達体制、応急対策・復旧体制の整備を図っている。 

 

 ■防災行政無線の維持管理 

災害時の市民への情報伝達手段である防災行政無線について、その機能を維持するた

め、保守点検を実施し、適切な管理を行うとともに、進捗する老朽化に対応するため、

次期防災行政無線システムについて、先進他都市の導入状況などを調査し、導入に向け

た検討を行っている。 
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■食糧等災害時物資の備蓄 

  被災者、避難者に対して食糧や生活必需品を迅速に供給するため、備蓄倉庫及び避難

所となる小・中学校に食糧をはじめとした災害時物資の備蓄を行っている。 

  近年は避難所での要配慮者への支援として、おかゆや粉ミルク、紙おむつなどを継続

的に購入しているほか、避難所用間仕切り、車椅子対応仮設トイレに加え、段ボールベ

ッドや布製担架の整備など一層の充実を図っている。 

 

 ■出前講座の実施、地域の防災訓練の支援 

  災害時には重要となる自助、共助の取り組みを高めるため、地域において、出前講座

を実施するとともに、地域で実施される防災訓練の支援・協力を行うことで、地域防災

力の向上を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

安全管理事務事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

市の施設を利用したり、イベントに参加したりする市民が安心して暮らせる、安全・安心なまちづくりの推
進

制度（仕組み）
の内容

リスク管理、緊急時連絡体制等の整備及び職員の安全・危機管理意識の向上

根拠法令等の
名称、条項

明石市市民の安全の推進に関する条例

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

○平成１３年３月に「明石市市民の安全の推進に関する条例」が施行
○平成１３年に起こった「明石市民夏まつり事故」「大蔵海岸砂浜陥没事故」の２つの事故を
教訓に、事故の再発防止に努めるとともに、「安全・安心」を最優先にまちづくりを進めてい
る

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

①市施設の安全管理（施設点検の実績）
　＜平成２５年度＞
　ＧＷ前点検＝  異常なし：1,631施設、応急措置済：12施設、最終措置済： 4施設
　７月一斉点検＝異常なし：2,050施設、応急措置済：11施設、最終措置済：22施設
　年末年始点検＝異常なし：1,655施設、応急措置済：10施設、最終措置済： 8施設
  ＜平成２６年度＞
　ＧＷ前点検＝  異常なし：1,594施設、応急措置済： 9施設、最終措置済： 4施設
　７月一斉点検＝異常なし：2,319施設、応急措置済：14施設、最終措置済：23施設
　年末年始点検＝異常なし：1,806施設、応急措置済： 3施設、最終措置済： 9施設

同上

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

・大蔵海岸で発生した２つの事故から１４年が経過し、事故後に入庁した職員が全職員の約３
割を超えることから,事故の教訓や再発防止に対する意識が風化することのないよう安全・安心
文化の継承を引き続き行っていく。

・リスク管理者制度の導入から９年が経過し、全庁的に市主催のイベント、市が管理する施設
等の安全管理が浸透してきた。今後は、危機管理全般にわたりリスク管理者の資質向上を図る
仕組みを検討し、さらなる危機管理の強化に努める。

・日々業務で地域を巡回している水道検針業者、広報誌配布委託業者、郵便局、新聞販売店の
配達員等が発見した危険情報など（水道メーターが止まっている、新聞や郵便物が長期にわた
り取られていない、道路陥没、危険建物など）を市へ通報する協定を順次拡充し、安全・安心
のまちづくりについて一層の強化を図る。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

・各部から２名のリスク管理者を任命し、「市が管理する施設」「市主催のイベント」でリス
ク管理（チェック）を行っており、重大な事故は発生していない。
　また、リスク管理協議を通じて職員の安全管理に対する意識も向上している。

・リスク管理者制度において、毎年多くのイベントが実施される主要会場についてこれまでの
実績から安全対策の基準を対策局で取りまとめ、標準化した計画（マニュアル）を作成するな
ど、業務の効率化を行った。

・市民救命士講習については、毎年３００名以上、３年で職員の約半数である９００名が受講
することを目標にＡＥＤの使用方法など市民救命に必要な知識の習得や意識啓発につなげてお
り、市民の怪我や急病により応急措置が必要な体制を整えている。

・７月２１日の「市民安全の日」に合わせて研修会等を開催し、市職員の安全意識の向上を図
るとともに、市の安全への取り組みを紹介するパネル展を通じて、市民との危機管理意識を相
乗的に高めている。

－８８－



制度（仕組み）の運用

②リスク管理者の育成（リスク管理者任命数の実績）
　＜平成２５年度＞48名　　＜平成２６年度＞32名

③イベントの安全対策（イベント検証数）
　＜平成２５年度＞119件　　＜平成２６年度＞118件

④市職員の市民救命士講習の実施（受講者数の実績）
　＜平成２５年度＞332名　　＜平成２６年度＞354名

⑤職員の安全意識の向上（研修会等の出席者数の実績）
　＜平成２５年度＞ 55名（平成２１年度以降入庁者対象）
　＜平成２６年度＞ 52名（平成２１年度以降入庁者対象）
　
⑥危険情報等に関する通報協定の締結　＜平成２６年度＞4協定

⑦職員の危機管理意識の向上（窓口職場での実施回数）
　＜平成２５年度＞　11回
　＜平成２６年度＞　10回

－８９－



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

不当要求等対策委員会運営事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

職員の公正な職務の遂行を確保するとともに、公正かつ公平な市政運営を図る。

制度（仕組み）
の内容

職員に対する違法又は不当な要求行為並びに暴力的な行為及び執務の妨害となる行為の排除

根拠法令等の
名称、条項

明石市法令遵守の推進等に関する条例、明石市暴力団排除条例

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

○平成22年７月に「明石市法令遵守の推進等に関する条例」が施行
○平成24年４月に「明石市暴力団排除条例」が施行
○平成25年度、県下自治体において、市職員に対する持凶器殺人未遂事案や市庁舎に対する放
火事案等の行政対象暴力事案が発生するなど、不当要求行為の中で、特に粗暴事案への対応が
喫緊の課題となったことから、研修、訓練等を充実させ、職員や来庁者の安全確保を徹底する
こととした。

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

①管理職等に対する研修の実績　＜平成２５年度＞5回　＜平成２６年度＞2回

②各課窓口等における個別支援と現場協議の実績
　＜平成２５年度＞44回　＜平成２６年度＞68回

③相談事案等に対する指導・助言の実績　＜平成２５年度＞169回　＜平成２６年度＞120回

④関係機関等との調整・連携（地元警察署の担当部門、警察本部主管部門及び県、各市町との
情報交換・連携の実績）　＜平成２５年度＞10回　＜平成２６年度＞4回

⑤不当要求等の対策（明石市不当要求行為対策委員会の開催実績）
　＜平成２５年度＞1回　＜平成２６年度＞0回

⑥防犯訓練の実施（訓練開催回数の実績）　＜平成２５年度＞11回　＜平成２６年度＞10回

同上

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

平成２６年度の不当要求行為は3件であるが、当該事案に発展する可能性があるものが100件近
くある。不当要求行為に発展するまでに本局が適切に所管課で起こった事案に関与すること
で、不当要求行為が未然に防止されている。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

・本市に対する不当要求は、減少傾向にあるものの、いまだ絶無には至っていないことから引
き続き現在の事業内容に沿って行っていくことで、職員の公正な職務遂行を確保し、公正かつ
公平な市政運営を図っている。

・近年、不当要求の内容は、複雑化し悪質な事案が見受けられることから、職員の研修をより
実践的なものに見直し、内容の充実を図っている。

・近隣自治体で、窓口業務における行政暴力事件が発生した事案を受け、凶器所持者等対応マ
ニュアルに基づいて、職員の安全及び適切な事務事業の確保・継続を目的に防犯訓練を継続実
施している。

－９０－



制度（仕組み）の運用

－９１－



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

国民保護事務事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、市民等の生命、身体及び財産を保護する。

制度（仕組み）
の内容

武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合には「明石市国民保護計画」に基づき、市は、国・県・他の
市町関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に市民等の避難や救援活動などを行う。

根拠法令等の
名称、条項

国民保護法

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

国に対する外部からの武力攻撃に対処するための基本的事項を定めた事態対処法が平成１５年６月に
成立し、これを受けて、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護する
ために必要な事項を定めた国民保護法が策定され平成１６年９月に施行された。国民保護法において、
市は、警報の伝達、避難の誘導、武力攻撃災害に係る応急措置、消防など市民の保護のための措置を
行うこととされ、計画策定が義務付けられており、本市においても平成１９年３月に明石市国民保護計画
を策定した。その後、関係機関の体制や名称変更等に対応するため、平成23年10月に計画の修正を
行った。

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

有事の際には、国民保護法に即して国、県からの情報、指示に基づいて明石市国民保護計画に沿った
対策を講じる。主な対策は段階に応じて①市民への情報提供②避難誘導③避難所の支援が柱となる。
特に、市民への情報提供は、国、県、その他メディア等から情報収集し、消防本部、広報課と連携を図り
ながら、全国瞬時配信システム（J-アラート）を活用した防災行政無線、市ホームページ、メール配信等
により市民へ情報の提供を行う。

平成19年3月に明石市国民保護計画策定後、平成23年10月には情勢変化に応じた計画の見直しを
行っており、緊急事態に適切に対処できよう、計画に基づいて日頃からシステムを点検し、積極的に訓
練を実施している。

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

有事に際しては、市民への情報提供を迅速かつ正確に伝えることが特に重要であることから、日頃より全
国瞬時配信システム（J-アラート）の点検に努めるとともに、全国一斉情報伝達訓練にも積極的に参加す
るなど、万一の事態において、的確な対応が可能な体制維持に取り組んでいる。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

平成19年3月に明石市国民保護計画策定後、平成23年10月には情勢変化に応じた計画の見直しを
行っている。

－９２－



制度（仕組み）の運用

－９３－



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

地域防犯事務事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

地域防犯の推進

制度（仕組み）
の内容

警察や防犯協会、地域の団体と連携しながら、地域防犯力の強化に取り組み、市民が安心して暮らせる
まちをつくる。

根拠法令等の
名称、条項

明石市市民の安全の推進に関する条例

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

○平成１３年３月に「明石市市民の安全の推進に関する条例」が施行

○平成１３年に起こった「明石市民夏まつり事故」「大蔵海岸砂浜陥没事故」の２つの事故を教訓に、事
故の再発防止に努めるとともに、「安全・安心」を最優先にまちづくりを進めている

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

①地域防犯施策会議の開催　＜平成２５年度＞12回　＜平成２６年度＞13回

②広報媒体を使った防犯啓発　＜平成２５・２６年度＞広報：12回，放送：毎日数回，啓発：随時

③地域に出向く防犯啓発　＜平成２５年度＞パトロール：927回，合同パトロール：12回，出前講座：3回
＜平成２６年度＞パトロール：926回，合同パトロール：15回，出前講座：9回

④イベントによる防犯啓発　＜平成２５年度＞１回　＜平成２６年度＞1回

⑤明石防犯協会への活動支援　＜平成２５年度＞256万円　＜平成２６年度＞256万円

同上

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

多種多様化する街頭犯罪等から被害を未然に防ぎ、市民が犯罪に遭わない安心して暮らせるまちづくり
のため、警察や防犯協会、地域団体、学校などと連携した取組みを継続して行っていくことが重要であ
る。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

市内の刑法犯の認知件数は、明石警察署、明石防犯協会、地域団体、教育委員会等と連携した様々な
防犯活動の成果により、平成14年の11,555件をピークに減少傾向にあり、平成26年度は3,387件と、平成
14年の３割以下となっている。

－９４－



制度（仕組み）の運用

－９５－



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

水防・水難救助事務事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

水災の警戒及び防止を行い、被害を軽減し、公共の安全を図る。

制度（仕組み）
の内容

毎年、出水期前に水防法に定められた水害に備え、体制を整え効果的な水防活動を行っている。

根拠法令等の
名称、条項

水防法、災害対策基本法、土砂災害防止法

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

○水防法は、洪水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって
公共の安全を保持することを目的として昭和２４年に制定され、全国各地で発生した豪雨災害等の水害
を踏まえて法改正が行われている。

○災害対策基本法は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公
共の福祉の確保に資することを目的として昭和３６年に制定され、兵庫県南部地震や東日本大震災など
の大規模災害の教訓を踏まえ、法改正が行われている。

○土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について.
危険の周知、警戒避難態勢の整備等のソフト対策を推進することを目的として平成１３年に制定され、全
国各地で発生した土砂災害を踏まえて法改正が行われている。

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

①水防計画等の策定
　国、県の動向や前年度の課題等を踏まえ、水防計画の見直しを行っている。策定された水防計画は、
水防班長会議で庁内周知するとともに、水防隊連絡会では消防団へも周知しており、これに基づきマ
ニュアル等の整備を行っている。なお、水防計画については、防災会議で諮ることとなっている。

②水防訓練等の実施
　土砂災害対策研修会の開催、港湾・海岸保全施設、河川保全施設の点検の実施、宅地防災パトロー
ルの実施、水防訓練の実施により市の対応力強化に努めている。

③水防活動の実施
　洪水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全
を保持することを目的とした活動を行う。
　平成２５年度は合計９回、平成２６年度は合計７回の水防活動を行った。

同上

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

災害対策本部体制と水防本部体制の一元化による命令系統の明確化で、より迅速な対応が図れるよう
になったが、その実効性の確保や更なる対応力の向上に取り組んで行く必要がある。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

毎年１回明石市防災会議を開催し水防計画の見直しを実施している。
また、水防活動マニュアルを随時見直し、実効性の確保に努めている。
例年水防訓練を実施し、実動型訓練または市民参加型の訓練を積み重ね、被害の軽減を図っている。

－９６－



制度（仕組み）の運用

－９７－



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

災害対策一般事務事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

災害による被害を防止又は軽減する

制度（仕組み）
の内容

災害への備え及び災害発生時の体制を整備するため、防災会議、防災訓練等を実施し、地域防災計画
の見直しや災害対応力及び関係機関との連携強化を図る。

根拠法令等の
名称、条項

災害対策基本法、明石市防災会議条例、明石市災害対策本部条例

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

○災害対策基本法は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公
共の福祉の確保に資することを目的として昭和３６年に制定され、兵庫県南部地震や東日本大震災など
の大規模災害の教訓を踏まえ、法改正が行われている。

○明石市防災会議条例は、災害対策基本法の規定に基づき、明石市地域防災計画を作成し、その実
施を推進するための明石市防災会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるために策定された。

○明石市災害対策本部条例は、災害が発生又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を
図るために設置する災害対策本部に関し、必要な事項を定めるために策定された。

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

①防災会議の開催
　明石市防災会議を開催し、明石市地域防災計画の修正を行う。
　【明石市防災会議】会長：市長、副会長：副市長、委員：防災関係機関等の職員、関係行政機関職員、
市職員等30名で構成

②防災訓練を実施
　明石市総合防災訓練を実施し、防災関係機関の連携強化を図る。

③防災協定の締結
　大規模災害発生時に備え、自治体や民間企業との本市にとって必要な協定を積極的に締結する。

同上

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

　市民の生命及び財産を守ることは、自治体として最も重要な責務の一つであるが、市民に対しても、出
前講座や地域の防災訓練への支援を通じて、自助・共助の重要性を啓発し、地域防災力の向上を継続
して図っていく必要がある。
　また、大規模災害に備え、災害時応援協定の拡充及び協定締結機関との更なる連携強化を図ってい
く必要がある。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

毎年１回明石市防災会議を開催し、災害対策基本法の改正等を踏まえた地域防災計画の見直しを実施
している。
また、例年防災訓練を実施し、市の災害対応力の強化及び防災関係機関や協定締結機関との連携強
化を図っている。

－９８－



制度（仕組み）の運用

－９９－



担当部課

事務事業名

自治基本条例に定める制度（仕組み）についての確認・検証シート

制度（仕組み）
の名称

危機管理制度
総合安全対策局

新型インフルエンザ対策事務事業

自治基本条例
の条・見出し

第３６条（危機管理）

制度（仕組み）
の目的

新型インフルエンザや新感染症が発生した場合に、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健
康を保護するとともに、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最少となるようにする。

制度（仕組み）
の内容

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び明石市新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、国、県
と連携しながら、発生段階に応じて、「実施体制」「情報収集・提供」「予防・まん延の防止」「医療体制」
「市民生活及び市民経済の安定の確保」の５つの基本的項目に従い必要な対策を実施する。

根拠法令等の
名称、条項

新型インフルエンザ等対策特別措置法

根拠法令等の
動向等・社会
情勢の変化

平成21年に発生した新型インフルエンザの対応の経験を踏まえ、平成25年４月に新型インフルエンザ等
対策特別措置法が施行された。さらに、特措法に基づいて同年６月に新型インフルエンザ等対策政府
行動計画が、10月には兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画が策定された。

制度（仕組み）
の運用

【継続：裏面】

新型インフルエンザが発生した場合に可能な限り感染拡大を阻止し、健康被害を最小限にとどめ、社
会・経済機能を維持するため、平成19年に明石市新型インフルエンザ対策行動計画を策定した。
  平成21年に新型インフルエンザが発生した際には、本行動計画に基づき対策本部を設置し、広報あか
し号外の発行、緊急掲示板の設置、自治会等への広報による市民への情報提供や学校園の休校、保
育所の休所、イベントの自粛などの感染防止対策を講じた。
　その経験を踏まえ、平成21年９月に病原性の強さや感染力の高さに応じた対応ができるよう行動計画
を改定するとともに各部行動マニュアルを作成し、毎年マニュアルを見直す中で職員一人ひとりが自らの
役割を理解し行動できるように周知徹底を図ってきた。
  また、平成22年度以降、市民病院や市立夜間休日応急診療所において継続して新型インフルエンザ
対応訓練を実施しており、平成26年度は明石医療センターにて、新型インフルエンザ発生時における医
療体制の整備に係る関係機関の連携・対応能力の向上を図るため、市及び明石健康福祉事務所、医師
会等による相談対応と専用外来訓練を実施している。

同上

制度（仕組み）
の運用上の課
題とそれに対
する考え方

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行(平成25年4月施行）を受け、国、県が行動計画を改定し
たことを踏まえ、本市の行動計画の行動計画を平成27年3月に改定した。今後も訓練等を実施しながら、
発生時に庁内各部及び関係機関が連携して迅速に行動できる体制づくりを進める。

制度（仕組み）
の内容が社会
情勢に適合し
ているか。

制度（仕組み）
が自治基本条
例の内容に適
合しているか。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行(平成25年4月施行）を受け、国、県が行動計画を改定し
たことを踏まえ、新型インフルエンザ対策推進協議会で有識者からの意見を諮るとともに、パブリックコメ
ントの実施を経て、本市の行動計画の行動計画を平成27年3月に改定した。
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制度（仕組み）の運用
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