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防災上注意すべき自然的・社会的条件

１
２
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ため池の現況【農林水産課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
河川(重要水防箇所)【土木港湾課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
公共下水道(重要水防箇所)【下水道課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
土石流危険渓流【土木港湾課】
(1) 人家が５戸以上あるもの、または官公署、学校、病院、駅、旅館等があるもの・・・・５
(2) 人家が５戸未満のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
５ 急傾斜地崩壊危険箇所【土木港湾課】
(1) 人家が５戸以上あるもの、または官公署、学校、病院、駅、旅館等があるもの・・・・７
(2) 人家が５戸未満のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
６ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域【土木港湾課】
(1) 平成１８年９月２６日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
(2) 平成２０年１月２９日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
(3) 平成２１年２月２７日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
(4) 平成２２年３月１９日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
(5) 平成２５年７月３０日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
(6) 平成２６年３月１８日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
(7) 平成２７年６月３０日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
(8) 平成２８年３月２５日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
(9) 平成２９年３月２８日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
(10) 平成３０年３月 ９日指定区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
７ 砂防指定地【土木港湾課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
８ 砂防ダム【土木港湾課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
９ 山地災害危険地区【農林水産課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
１０ 貯木場【土木港湾課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
１１ 危険物大量保有事業所【消防本部】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
１２ 放射性物質保有事業所【消防本部】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
１３ 高層建築物【消防本部】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
１４ 地下街【都市計画課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
１５ 不特定多数の者を収容する施設【観光商工課】
(1) 宿泊施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
(2) 観光施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７
１６ 土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設【防災課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・３８
１７ 津波危険区域【防災課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９

第２
１

防災上重要な施設・設備等

気象等観測施設【消防本部】
(1) 雨量観測所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
(2) 潮位観測所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
(3) 水位観測所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
(4) 風向・風速観測所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
(5) 地震震度観測所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
２ 消防施設・設備等【消防本部】
(1) 消防体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１
(2) 消防団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２

(3) 消防車両等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３
(4) 救出用資機材・機械器具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
(5) 可搬式動力ポンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
(6) 消防水利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８
(7) 耐震性貯水槽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９
(8) 化学消火薬剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０
３ 流出油防除計画【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１
４ 通信施設・設備等
(1) 無線【防災課・消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２
(2) 携帯電話【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３
(3) 災害時優先電話【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４
５ 林野火災対策用資機材【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６
６ 防災倉庫・水防資機材等
(1) 総代区別防災器具庫一覧【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７
(2) 防災倉庫・水防倉庫備蓄資機材等【防災課・土木港湾課・消防本部】 ・・・・・・５９
(3) 自主防災組織各隊保有器材【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０
(4) 大震火災対策器具格納庫配置備品【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・６０
(5) 水中ポンプ【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１
(6) 街頭消火器【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１
７ 重要水こう門、樋門、防潮扉、排水側溝、排水ポンプ施設
(1) 重要水こう門【土木港湾課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２
(2) 樋門【土木港湾課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３
(3) 防潮扉【土木港湾課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５
(4) 排水口【土木課港湾課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９
(5) 排水ポンプ施設【下水道課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９
８ 災害対策用緊急輸送道路【土木港湾課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０
９ 指定緊急避難場所・指定避難所等【防災課】
(1) 指定緊急避難場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１
(2) 指定避難所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３
(3) 地域避難場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６
(4) 届出避難所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６
(5) 福祉避難所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７
１０ 都市公園内防災施設【都市計画課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８
１１ 応急給水用水源等【水道課】
(1) 第 1 応急給水用水源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９
(2) 第２応急給水用水源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９
(3) 第３応急給水用水源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０
(4) 拠点給水箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１
(5) 最優先給水先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１
１２ 清掃施設・設備【環境清掃課】
(1) し尿関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２
(2) ごみ関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２
(3) 災害廃棄物仮置場（分別、中間処理等） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３
１３ 火葬場及び木棺調達先【環境清掃課】
(1) 火葬関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４
(2) 木棺調達先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４
(3) 遺体の搬送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４
１４ 災害拠点病院【消防本部】
(1) 基幹災害拠点病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５

(2) 中核災害拠点病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５
(3) 地域災害拠点病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６
１５ 救護所【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７
１６ 災害用緊急ヘリポート【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８
１７ 緊急消防援助隊活動拠点（宿営場所）
【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・８９

第３

物資等の備蓄・調達先

１

食品・生活必需品等
(1) 備蓄状況【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０
(2) 調達先【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２
２ 医薬品その他衛生材料【市民病院】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３
３ 教科書・学用品【教育委員会庶務課】
(1) 教科書の調達先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４
(2) 学用品の調達先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４
４ 住宅用資材調達先【建築住宅課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９５
５ 応急給水用資機材【水道課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６
（参考）災害時における給水対策班組織図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７
６ 建設機械調達先【土木港湾課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８
７ 防災営農用資機材の調達先【農林水産課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９
８ 輸送用車両等【財務課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００
９ 災害時の車両調達先
(1) バス・トラック【財務課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５
(2) クレーン車【財務課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５
(3) 船舶、漁船等の調達先【農林水産課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

第４

協定書・覚書

１ 協定一覧【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６
２ 災害時の情報交換に関する協定【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１
３ 高度情報ネットワークの整備に伴う協定【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・１１２
４ 三遠南信災害時相互応援協定書【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３
５ 大規模災害時の相互応援に関する協定【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・１１５
６ 愛知県内広域消防相互応援協定書【消防本郡】 ・・・・・・・・・・・・・・・・１１７
７ 愛知県防災ヘリコプター支援協定【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・１２２
８ 浜松市・蒲郡市航空消防応援協定【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・・・１２３
９ 災害時における葬祭業務の協力に関する協定書【環境清掃課】 ・・・・・・・・・１２７
１０ 災害時における遺体搬送の協力に関する協定書【環境清掃課】 ・・・・・・・・・１２９
１１ 三河海上保安署と蒲郡市との業務協定【消防本部】 ・・・・・・・・・・・・・・１３１
１２ 日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定【水道課】 ・・・・・・・１３３
１３ 水道施設の災害に伴う応援協定書【水道課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１
１４ 水道災害相互応援に関する覚書【水道課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３
１５ 災害時における水道施設等の応急対策の協力に関する協定書【水道課】 ・・・・・１４６
１６ 災害時における家屋被害状況調査に関する協定書【税務課】 ・・・・・・・・・・１４７
１７ 災害時の応急対策の協力に関する基本協定書【土木港湾課】 ・・・・・・・・・・１４８
１８ 災害時における公共土木・建築施設等の応急対策の協力に関する協定書【土木港湾課】
(1) 蒲郡市土木協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０
(2) 蒲郡建設業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１
(3) 蒲郡土木建設業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２
１９ 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書【環境清掃課】１５３
２０ 災害時における被災者支援システムの相互支援に関する協定【防災課】 ・・・・・１６１

２１ 災害時相互応援協定【防災課】
(1) 宮城県川崎町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３
(2) 岐阜県高山市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６５
２２ 災害時の情報発信に関する応援協定書【秘書広報課】 ・・・・・・・・・・・・・１６７
２３ 蒲郡市消防本部と東邦瓦斯株式会社との都市ガス災害対策に関する業務協約【消防本部】
・１６８
２４ 防災情報の共有に関する協定書【農林水産課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・１７０
２５ 災害時の医療救護に関する協定書【健康推進課】 ・・・・・・・・・・・・・・・１７１
２６ 災害時の歯科医療救護に関する協定書【健康推進課】 ・・・・・・・・・・・・・１７４
２７ 災害時の医療救護活動に関する協定書【健康推進課】 ・・・・・・・・・・・・・１７７
２８ 災害時における施設の利用に関する協定書【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・１８０
２９ 大規模災害時における帰宅困難者等の受入及び高潮災害時の一時避難に関する協定書
【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８２
３０ 災害時における避難所開設に関する協定書【防災課】
(1) 愛知県立蒲郡東高等学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８４
(2) 愛知県立蒲郡高等学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８５
３１ 福祉避難所の指定に関する協定書
(1) (福)不二福祉事業会【長寿課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６
(2) (医)北辰会【長寿課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８８
(3) (有)アットホーム【長寿課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０
(4) (医)幸会【長寿課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２
(5) (福)和敬会【福祉課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４
(6) (福)くすの木福祉事業会【福祉課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９６
(7) (福)はばたき【福祉課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８
３２ 災害時における緊急消防援助隊活動拠点の提供に関する協定書【消防本部】 ・・・２００
３３ 災害発生時における災害復旧活動場所の使用及び情報連絡に関する協定【防災課】 ２０２
３４ 災害時における施設の使用に関する協定【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・２０４
３５ 蒲郡市災害ボランティアセンターの開設及び運営に関する協定書【防災課】 ・・・２０５
３６
災害時における物品調達等の協定書
(1) 株式会社大国屋【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８
(2) 蒲郡ガス株式会社【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１０
(3) 株式会社オーベン【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１２
(4) 蒲郡市農業協同組合【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４
(5) 蒲郡石油業協同組合【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１６
(6) ミシマパン株式会社【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１８
(7) 蒲郡市漁業振興協議会【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２０
(8) 株式会社カインズ【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２
(9) ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター【観光商工課】 ・・・・・・・・・・・・・２２４
３７ 災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書【防災課】 ・・・・・・２２６
３８ 災害時における生活物資の供給協力に関する協定【観光商工課】 ・・・・・・・・２２８
３９ 大規模災害時におけるホテル・旅館の協力に関する協定書【観光商工課】 ・・・・２３０
４０ 災害時における船艇での人員及び物資の輸送、人命の救助及び情報の提供の協力に
関する協定書【農林水産課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３３
４１ 災害支援協力に関する覚書（郵便局）【防災課】
・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５
４２ 災害発生時における支援協定（蒲郡警備業協会）【交通防犯課】・・・・・・・・・・２３７
４３ 災害時における応急復旧等の作業車両の確保に関する協力要請協定書【財務課】
(1) 愛知海運株式会社蒲郡カンパニー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２
(2) 株式会社小田鐵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４４
(3) 日本通運株式会社蒲郡支店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６
(4) 進英自動車工業株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４８

４４

災害時における救援・救急活動要員、救援用物資、応急復旧用資機材等の輸送車両
の確保に関する協力要請協定書【財務課】
(1) 名鉄バス東部株式会社蒲郡営業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０
(2) ホイテクノ物流株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２
(3) 蒲郡運送株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４
(4) 日本通運株式会社蒲郡支店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５６
４５ 災害時における代替救助器具の確保に関する協力要請協定書【財務課】
(1) 一般社団法人愛知県自動車整備振興会蒲郡支部 ・・・・・・・・・・・・・・・２５８
(2) 蒲郡石油業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６０
(3) 蒲郡市農業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６２
４６ 地域社会貢献型自動販売機の設置及び災害時における救援物資提供に関する協定
【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６４
４７ 災害時における公園施設等の応急対策業務の協力に関する協定【都市計画課】 ・・２６５
４８ 災害時における廃棄物の処理等に関する協定【環境清掃課】 ・・・・・・・・・・２７０
４９ 蒲郡市避難誘導街区案内板の設置及び維持管理事業に関する協定【防災課】 ・・・２７２
５０ 海抜表示または避難場所案内広告付電柱看板に関する協定【防災課】 ・・・・・・２７８
５１ 災害時における電気設備の応急復旧の応援に関する協定書【建築住宅課】 ・・・・２８０
５２ 各種災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集および情報連携に関する協定
【防災課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２
５３ 災害時における無人航空機を用いた情報収集および情報連携に関する協定【防災課】２８４
５４ 災害時における無人航空機を用いた情報収集および情報連携に関する協定【防災課】２８６
５５ 災害時の放送に関する協定書【秘書広報課】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・２８８
５６ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書【防災課】 ・・・・・・・・・２８９
５７ 災害時における隊友会の協力に関する協定書【防災課】 ・・・・・・・・・・・・２９１
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