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第４部 危険物等災害対策

危険物等の漏洩・流出、火災、爆発等により、死傷者が多数発生するなどの災害が発生した場

合、町は、災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るため、適切かつ迅速な防災活動を実施し、周

辺住民等に被害を及ぼさないよう努める。

ここでいう危険物等の種類は、次のとおりである。

１ 消防法(昭和23年法律第186号)第２条第７項で規定する「危険物」

２ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第２条第１項で規定する「火薬類」

３ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第２条で規定する「高圧ガス」

４ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第２条第８項で規定する、いわゆる「都市ガス」

５ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第203号)第２条で規定する「毒物」及び「劇物」

６ 労働安全衛生法施行令別表第１に規定する「危険物」

７ 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第３条で規定する「核燃料物質」及び核燃料物質

によって汚染された物

８ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定

する「放射性同位元素」

９ 前各号に掲げた物質に類似する引火性、発火性、爆発性又は毒性を有する物質

第１章 災害予防

第１節 情報の収集・連絡体制の整備

風水害等対策編第４章第１節「復旧・復興の基本方向の決定」を準用する。

第２節 通信手段の確保

風水害等対策編第２章第２節第５「通信手段の確保」を準用する。

担当 防災総括班

担当 防災総括班、財務班
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第３節 職員の応急活動体制の整備

風水害等対策編第２章第２節第６「職員の応急活動体制の整備」を準用する。

第４節 防災関係機関の連携体制の整備

風水害等対策編第２章第２節第７「防災関係機関との連携体制の整備」を準用する。

第５節 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備

１ 救助・救急活動体制の整備

町、消防機関、県警察、自衛隊及び県危機管理課他は、救助工作車、救急車、照明車等

の車両、エンジンカッター、チェーンソー等の救急救助用資機材及び危険物施設から発生

する有毒ガスや放射性同位元素、核燃料等からの放射線漏洩に対する救急救助用資機材の

整備に努めるものとする。

２ 医療活動体制の整備

消防機関と医療機関は、広域災害救急医療情報システム(ＥＭＩＳ)及び群馬県統合型医

療情報システムの情報を共有することにより、迅速に負傷者を適切な医療機関に搬送でき

るよう、連携体制の整備を図るものとする。

３ 消火活動体制の整備

(１) 消防機関は、平常時から消防本部、消防団、自衛消防組織等の連携強化を図り、消防

水利の確保、消防体制の整備に努めるものとする。

(２) 消防機関は、河川水等を消防水利として活用するための施設の整備を図るものとする。

(３) 消防機関及び事業者は、危険物等の種類に対応した化学消火薬剤等の備蓄及び化学消

防車等の資機材の整備促進に努めるものとする。

担当 防災総括班、企画班、財務班、健康福祉班、住民経済班、都市建設班、会計班、

教育班、消防班

担当 防災総括班

担当 防災総括班、財務班、健康福祉班、消防班
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第６節 緊急輸送活動体制の整備

風水害等対策編第２章第２節第10「緊急輸送活動体制の整備」を準用する。

第７節 広報・広聴体制の整備

風水害等対策編第２章第２節第13「広報・広聴体制の整備」を準用する。

第８節 その他の災害予防

１ 防災業務関係者の安全確保

事業者、消防機関、警察機関は、応急対策活動を行う防災要員の安全を確保するため、

危険物等の性状に応じた防護マスク、防護服、環境測定機器等防護用資機材の整備を図る

ものとする。

２ 防除活動体制の整備

(１) 事業者、消防機関等は、危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動のための体

制の整備に努めるものとする。

(２) 事業者、消防機関、町、県、河川管理者等は、危険物等が河川等に大量流出した場合

に備えて、オイルフェンス等防除資機材の整備を図るものとする。

(３) 石油事業者団体は、油等が大量流出した場合に備えて、油防除資機材の整備を図るも

のとする。

３ 応急復旧活動体制の整備

事業者は、施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資

機材を整備するものとする。

担当 防災総括班、財務班、都市建設班、教育班

担当 防災総括班、企画班

担当 防災総括班
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第２章 災害応急対策

第１節 災害情報の収集・連絡

１ 町は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関

する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所(同事務所に連

絡がつかない場合又は緊急を要する場合は県危機管理課)に連絡するものとする。また、

被害情報の続報、応急対策の活動状況等についても逐次連絡するものとする。

２ 消防本部は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を把握できた範囲から直ちに

県危機管理課に連絡するものとする。また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等に

ついても逐次連絡するものとする。

なお、当該事故が次のいずれかに該当する場合は、「火災・災害等即報要領」(昭和59

年10月15日付け消防庁長官通知)に基づき、県危機管理課に報告するとともに消防庁に

対して直接報告するものとする。

３ 県又は消防庁への連絡・報告は、別記様式「特定事故即報」による。

担当 防災総括班、企画班、財務班、健康福祉班、住民経済班、都市建設班、教育班、

消防班

(１) 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等を貯蔵し又は取り扱う施設及び運搬に

係る事故のうち、周辺地域住民に影響を与えるもの又は与えるおそれがあるもの、その他大規模

なもの

(例示)

ア 死者(交通事故によるものを除く。)又は行方不明者が発生したもの(発生するおそれがあ

るものを含む。)

イ 負傷者が５人以上発生したもの(発生するおそれがあるものを含む。)

ウ 爆発により周辺に被害を及ぼしたもの(及ぼすおそれがあるものを含む。)

エ 周辺地域の住民が避難行動を起こしたもの

オ 大規模タンクの火災、爆発又は漏えい事故

カ 河川への危険物等流出事故

キ 道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の漏えい事故

ク その他、事故の発生形態、被害の態様から社会的に影響度が高いと認められるもの

(２) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの(発生するおそれがあるものを含

む。)及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があ

ったもの

(３) 可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの

消防庁(応急対策室)電話03―5253―7527、ＦＡＸ03―5253―7537

(宿直室) 電話03―5253―7777、ＦＡＸ03―5253―7553
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第２節 通信手段の確保

風水害等対策編第３章第２節第２「通信手段の確保」を準用する。

第３節 災害対策本部の設置

風水害等対策編第３章第３節第１「災害対策本部の設置」を準用する。

第４節 災害対策本部の組織

風水害等対策編第３章第３節第２「災害対策本部の組織」を準用する。

第５節 職員の非常参集

風水害等対策編第３章第３節第４「職員の非常参集」を準用する。

第６節 広域応援の要請等

風水害等対策編第３章第３節第５「広域応援の要請等」を準用する。

担当 防災総括班、財務班

担当 防災総括班、企画班、財務班、健康福祉班、住民経済班、都市建設班、会計班、

教育班、消防班

担当 防災総括班、企画班、財務班、健康福祉班、住民経済班、都市建設班、会計班、

教育班、消防班

担当 防災総括班、企画班、財務班、健康福祉班、住民経済班、都市建設班、会計班、

教育班、消防班

担当 防災総括班
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第７節 自衛隊への災害派遣要請

風水害等対策編第３章第３節第７「自衛隊への災害派遣要請」を準用する。

第８節 医療・助産活動

風水害等対策編第３章第５節第２「医療・助産活動」を準用する。

第９節 緊急輸送活動

風水害等対策編第３章第６節第１「緊急輸送活動」を準用する。

第１０節 交通応急対策

風水害等対策編第３章第６節第２「交通応急対策」を準用する。

第１１節 危険物等の大量流出に対する応急対策

事業者、消防機関、町、県、河川管理者等は、危険物等が河川等に大量流出した場合、直ちに

関係機関と協力の上、環境モニタリング、危険物等の処理等必要な措置を講ずるものとする。な

お、その際、関係行政機関等からなる水質汚濁防止連絡協議会の活用など、既存の組織を有効に

活用するものとする。

担当 防災総括班

担当 防災総括班、健康福祉班

担当 防災総括班、財務班、都市建設班

担当 防災総括班、財務班、都市建設班

担当 都市建設班
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第１２節 避難収容活動

風水害等対策編第３章第１節第２「避難誘導」及び同章第７節第２「指定避難所の開設・運

営」を準用する。

第１３節 広報・広聴活動

風水害等対策編第３章第10節「被災者等への的確な情報伝達活動」を準用する。

第１４節 燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する応急

対策

町内で、核燃料物質等(注１)の運搬中の事故による特定事象(注２)が発生したときは、原子力

事業者、県危機管理課、その他関係機関は連携して応急対策を実施することから、町はこれに協

力するものとする。

１ 特定事象発生の連絡

原子力防災管理者(注３)は、核燃料物質等の運搬中の事故による特定事象発見後又は発見

の通報を受けた場合、15分以内を目途として事故発生場所を管轄する町、官邸(内閣官房)、

担当 防災総括班、企画班、健康福祉班、住民経済班、教育班、消防班

担当 防災総括班、企画班

担当 防災総括班、企画班

注１「核燃料物質等」

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をいう。(以下この節において同じ。)

注２「特定事象」

原災法第10条第１項の規定により通報を行うべき事象であって、事業所外運搬については次のい

ずれか

① 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、運搬容器から１ｍ離れた場所において、

１時間当たり100マイクロシーベルト以上の放射線量率が検出されたこと又は検出される蓋然

性が高いこと。

② 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、運搬容器から放射性物質が漏えいする

こと又は漏えいする蓋然性が高いこと。
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安全規制担当省庁(文部科学省、経済産業省又は国土交通省をいう。(以下この節において同

じ。)、文部科学省、内閣府、県危機管理課、警察機関、消防機関など関係機関に文書で送信

する。さらに、主要な機関等に対しては、その着信を確認する。以後、応急対策の活動状況

等を随時連絡するものとする。

２ 町の対応

町は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の指示に基づき事故現場周辺の住民を避難

させるなどの必要な措置を講じるものとする。

第１５節 その他の災害応急対策等

風水害等対策編第３章第13～14節「要配慮者等の災害応急対策」及び「その他の災害応急対

策」を準用する。

注３「原子力防災管理者」

原子力災害対策特別措置法第９条に基づき原子力事業者がその原子力事業所の原子力防災組織を

統括させるために選任した者

担当 防災総括班、健康福祉班、住民経済班、教育班
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第３章 災害復旧

第１節 被災中小企業等の復興の支援

風水害等対策編第４章第５節「被災中小企業等の復興の支援」を準用する。

担当 防災総括班、住民経済班


