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水害の
ための
組織
体制

業務継続
計画

市町村のための業務継続計画作成ガイド 平成27年5月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/chiho
gyoumukeizoku/index.html

内閣府（防災担当）

大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手
引き

平成28年2月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/chiho
gyoumukeizoku/index.html

内閣府（防災担当）

情報の収集・分析 中小河川におけるホットライン活用ガイドライン 平成29年2月
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_gui
deline/kasen/pdf/chusyou_hotline.pdf

国土交通省

避難対策

避難勧告等に関するガイドライン 平成29年1月
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinank
ankoku/index.html

内閣府（防災担当）

災害・避難カード事例集 平成29年4月
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinank
ankoku/pdf/saigai_jireisyu.pdf

内閣府（防災担当）

指定緊急避難場所の指定に関する手引き 平成29年3月
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinank
ankoku/pdf/shiteitebiki.pdf

内閣府（防災担当）

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25年8月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/youengosya/h25/pdf/hinan
sien-honbun.pdf

内閣府（防災担当）

避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集 平成29年3月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/jireisyuu.html

内閣府（防災担当）

避難所等における
生活環境の確保

地域主役の避難所開設・運営訓練ヒント集 平成25年3月
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen
/gensai/pdf/hinto_web_2013_all.pdf

内閣府（防災担当）

避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針 平成28年4月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj
o/pdf/1605kankyokakuho.pdf

内閣府（防災担当）

避難所運営ガイドライン 平成28年4月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj

o/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf
内閣府（防災担当）

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン 平成28年4月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj

o/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf
内閣府（防災担当）

平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等報
告書

平成29年4月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj
o/pdf/houkokusyo.pdf

内閣府（防災担当）

福祉避難所の確保・運営ガイドライン 平成28年4月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanj
o/pdf/1604hinanjo_hukushi_guideline.p
df

内閣府（防災担当）

応援の受入れ体制
の確保

地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライ
ン

平成29年3月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/chiho
gyoumukeizoku/index.html

内閣府（防災担当）

生活
再建
支援

被災者
台帳の
作成

被災者台帳の作成等に関する実務指針 平成29年3月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/pdf/hisaisya_jitumuhontai.p
df

内閣府（防災担当）

災害対策基本法等（安否情報の提供及び被災者台帳関連
事項）の運用について（通知）

平成26年1月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuuj
o/pdf/h26kaigi/siryo2-8.pdf

内閣府（防災担当）

住家被害
認定調査・
罹災証明
書交付

災害の被害認定基準について（通知） 平成13年6月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/0
30110.pdf

内閣府（防災担当）

災害に係る住家の被害認定基準運用指針（通知） 平成25年6月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/s
hishinall.pdf

内閣府（防災担当）

災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料（損傷
程度の例示）

平成26年3月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/ji
rei-lt.pdf

内閣府（防災担当）

浸水等による住宅被害の認定について（通知） 平成16年10月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/h
igai.pdf

内閣府（防災担当）

住家被害認定調査票について 平成25年6月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/c
housahyou_guide.pdf

内閣府（防災担当）

災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の
災害対策基本法等の運用について（通知）

平成25年6月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_unyou.
pdf

内閣府（防災担当）
消防庁
厚生労働省

災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き 平成29年3月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/s
aigai_tebiki_full.pdf

内閣府（防災担当）

被災者
支援各種

制度
被災者支援に関する各種制度の概要 平成28年11月

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/seido.html

内閣府（防災担当）

災害救助法の適用 災害救助事務取扱要領 平成29年4月
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisais
yagyousei/pdf/kyuujoyouryou.pdf

内閣府（防災担当）

参考となる主なガイドライン・通知等
※赤字表記は今回修正箇所

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/pdf/chusyou_hotline.pdf
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/index.html
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災害廃棄物対策

災害廃棄物対策指針 平成26年3月
http://www.env.go.jp/recycle/waste/dis
aster/dwasteguideline/index.html

環境省

大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針 平成27年11月
http://www.env.go.jp/recycle/waste/dis
aster/actionagenda/index.html

環境省

災害関係業務事務処理マニュアル 平成26年6月
http://www.env.go.jp/recycle/waste/dis
aster/manual140625set.pdf

環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法
の一部を改正する法律等の施行について（通知）

平成27年8月
http://kouikishori.env.go.jp/action/guida
nce/reform_bill/pdf/law3-1.pdf

内閣府（防災担当）
消防庁
環境省

その他

地区防災
計画

地区防災計画ガイドライン 平成26年3月
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/guid
line.pdf

内閣府（防災担当）

ハザード
マップ

洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版） 平成27年7月
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guidel
ine/pdf/manual_kouzuishinsui_1507.pdf

国土交通省

水害ハザードマップ作成の手引き 平成28年4月
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jig
yo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/inde
x.html

国土交通省

まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き（第2版） 平成29年6月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/marumachi/ 国土交通省

地域の水害危険性の周知に関するガイドライン 平成29年3月
http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guidel
ine/pdf/suigaikikensei_guideline.pdf

国土交通省

その他

避難確保・浸水防止
計画作成の手引き

（水防法）

地下街等（避難確保・浸水防止） 平成29年1月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-
gensai-suibou01.html

国土交通省要配慮者利用施設（避難確保） 平成29年6月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-
gensai-suibou02.html

大規模工場等（浸水防止） 平成29年1月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-
gensai-suibou03.html

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別
冊（作成支援編・様式編）

平成29年6月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-
gensai-suibou02.html

国土交通省

水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画
点検マニュアル

平成29年6月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-
gensai-suibou02.html

国土交通省

水防計画作成の手引き（水防管理団体版） 平成29年2月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main
/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/suiboukeik
aku_tebiki_kanridantai_201702.pdf

国土交通省

タイムライン（防災行動計画）策定・活用指針（初版） 平成28年8月
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/
timeline/pdf/timeline_shishin.pdf

国土交通省

今後の水害及び土砂災害に備えた地域の防災体制の再点
検結果等

平成28年12月
http://www.fdma.go.jp/neuter/topi
cs/houdou/h28/12/281220_houdou
_3.pdf

消防庁

http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/manual_kouzuishinsui_1507.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/index.html
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/pdf/timeline_shishin.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/12/281220_houdou_3.pdf
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