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第１章  総 則 
第１節 計画の方針 
 
第１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、守山
市防災会議が作成する計画であって、守山市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関等の防災関係機関が、その有する全機能を有効に発揮して、当市の地域に

おける災害に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、市の地域

ならびに住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 
 
第２ 計画の基本方針 

この計画は、市域の防災に関し、市、国、県、地方公共団体及びその他の公共機関等を

通じて、必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに災害予防、災害応急対策、

災害復旧及びその他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的、計画的な防災行

政の整備及び推進を図るものであるが、計画の樹立ならびに推進に当たっては、下記の諸

点を基本とする。 
 
１．防災事業の推進 
公園、街路をはじめ様々な都市施設を整備する都市計画関連事業及び治水事業等は、市

域における防災対策の基本となる事業であるので、その実施すべき責任者を明らかにする

とともに、その方策について定め、強力な防災事業の推進を図る。 
 
２．自主防災体制の確立 
災害を未然に防止し、災害に対処するため国及び地方公共団体は、地域内の公共的団体、

事業所等の防災に関する組織及び住民の隣保共同の精神に基づく、自発的な防災組織の充

実、つまり「消防団・自主防災組織の充実」をはかることで、自らの地域は自らで守る意

識をはぐくむと共に、障害者、高齢者等の災害時要援護者を守る仕組みを構築する「災害

時要援護者の支援」や女性の参画を含め、地域の有するすべての機能が十分発揮されるよ

う努める。特に減災のための備えをより一層充実する必要があり、重点課題として「消防

団・自主防災組織の充実」、「災害時要援護者の支援」を中心とした市民運動を展開する。 
 
３．防災関係機関相互の協力体制の推進 
防災関係機関は、防災活動を的確かつ円滑に実施するため、各機関相互の防災活動が総

合的、有機的に行われるよう応援協力体制の確立を図る。 
 
４．防災業務施設、設備及び物資の整備、備蓄 

防災関係機関は、災害が発生し、または発生が予想される場合、円滑な防災活動が遂行

できるよう施設、設備、物資の整備、備蓄等を図る。 
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５．総合的な危機管理体制の確立 
地震や台風等の自然災害をはじめ、大規模な事故・事件、新たな感染症や武力攻撃事態

等と危機事象が多様化する中、被害を軽減し市民の生命・身体・財産を守るために、総合

的な危機管理体制の確立を図る。 
 
６．災害時要援護者への配慮 
災害発生時における避難に支援が必要な高齢者、重度の障害者等(以下「災害時要援護者」)
について、市、福祉関係者、消防防災機関等が協働し、災害時要援護者避難支援計画(以下
「避難支援プラン」という。)を策定し、避難支援プランの円滑な推進を図る。 
 
７．防災における男女共同参画の推進 
男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮すべき事項について、防災に関する政

策・方針決定過程への女性の参画をし、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立

を図る。 
 
８．業務継続計画（ＢＣＰ）の確立 
大地震発生時、通常業務及び災害対策が円滑に遂行できる方法の確立（業務継続計画）に

努める。 
 
９．関係法令の遵守 
国及び地方公共団体はもちろんのこと、地域住民においても、災害対策基本法及びその

他関係法令の目的、内容等をよく理解し、これを遵守するとともに、防災に関し万全の措

置を講じるものとする。 
 

第３ 計画の内容 
この計画は、守山市の災害対策の基本であるとともに、住民、事業所等の防災活動の指

針になる等、市域における適切な災害予防、災害応急対策及び災害復旧の推進に対し、大

きな役割を担うものである。 
この計画は、災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画について定めており、各

計画の概要は次のとおりである。 
 
１．災害予防計画 
災害の発生を未然に防止するため、平常時において実施すべき諸施策、及び施設の整備

についての計画であり、災害対策基本法では第 46条以下４箇条で成っている。 
第 46条 災害予防及びその実施責任 
第 47条 防災に関する組織の整備義務、防災教育の実施 
第 48条 防災訓練義務 
第 49条 防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務、 

円滑な相互応援の実施のために必要な措置 
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について規定しており、災害予防は防災の基礎であるとともに、最も重要なものである。 
 
２．災害応急対策計画 
災害が発生し、また、発生するおそれのある場合の配備体制や分掌事務を始め、各種情報

の伝達方法等応急救助及び災害の拡大防止のための計画であり、災害対策基本法では第 50
条以下 37箇条で成っている。 
第 50条～第 53条 通則 
第 54条～第 57条 警報の伝達等 
第 58条～第 61条 事前措置及び避難 
第 62条～第 86条 応急措置等、広域一時滞在、物資等の供給及び運送 

について規定しており、災害応急対策における市町村の役割を重視し、市町村長に広範な

権限を付与し、国、都道府県及び市町村の責任とその相互関係を規定している。 
 
３．災害復旧計画 
災害を受けた施設の復旧及び災害の再発防止のため、施設の新設・改良ならびに、り災

した住民への復旧援助対策についての計画であり、災害対策基本法では第 87条以下４箇条
で成っている。 
第 87条 災害復旧の実施責任 
第 88条 災害復旧事業費の決定 
第 89条 防災会議への報告 
第 90条 国の負担金又は補助金の早期交付等 
について規定しており、災害復旧に当たっては、原形復旧のみならず、再度災害が発生す

るのを防止するよう施設の改良復旧に十分配慮すべく定めている。 
 
第４ 計画の修正 

この計画は、市行政機構の変更、防災基本計画、県地域防災計画等の上位計画が修正さ

れた場合、及び市域の構造が著しく変化し計画内容が不備になった場合等、社会情勢の変

化等に応じ常時実情にあった計画とするため、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎
年検討を加え、必要に応じて修正するものとする。したがって各機関は、関係のある事項

について、毎年守山市防災会議が指定する期日（緊急を要するものについてはその都度）

までに計画修正案を守山市防災会議に提出するものとする。 
 
第５ 他の計画との関係 

この計画は、市の地域における災害対策に関して総合的かつ基本的な性格を有するもの

である。したがって、市が作成する防災に関する計画（水防計画等）及び関連計画（市総

合計画等）の防災に関する部分は、以下に掲げる計画はもとより、この計画と矛盾、また

は抵触するものであってはならない。防災計画には次のものがある。 
(1) 中央防災会議（国）の作成する『防災基本計画』 

(2) 指定行政機関（内閣府、国家公安委員会、国土交通省、総務省等中央省庁）及び指定

公共機関（ＮＴＴ各社、ＪＲ各社、電力各社、日本赤十字社等）の作成する『防災業務



1.4 

計画』 

(3) 滋賀県防災会議の作成する『滋賀県地域防災計画』 

 
本計画は、県の計画するところと統一性、整合性を図り、滋賀県地域防災計画を基準と

して策定される。また、本計画は、第５次守山市総合計画にある『「わ」で輝かせようふる

さと守山』の実現に向けての諸施策と整合を図り、「安全で住み良いまちづくり」に配慮し

たものである。 
本計画と総合発展計画との関係は、総合計画に定められた防災施策、防災関連施策とと

もに、その他の施策も含めて、「安全で住み良いまちづくり」の観点から体系化したもので

ある。 
総合計画が行政施策を主体とした計画であるのに対し、本計画は市域における全ての個

人及び機関の安全と財産を守るという限りにおいて、市、関連諸機関、事業所及び個人の

果たすべき役割分担についても規定する包括的な計画である。 
 
第６ 計画の習熟 

各機関は平素から研究、訓練、その他の方法により、この計画の習熟に努めなければな

らない。 
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第２節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 
 
第１ 実施責任 

 
１．市 
市は、市の地域ならびに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災の第
一次的責任者として、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方
公共団体の協力を得て防災活動を実施する。また、地域住民の隣保協同の精神の基づく自
主防災組織の充実を図り、その機能が十分発揮できるように努める。 

 
２．県 
県は、県の地域ならびに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害が市
町の区域を越えて広域にわたるとき、災害の規模が市町で処理することが不適当と認めら
れるとき、あるいは防災活動内容において統一的処理を必要としたり、市町間の連絡調整
を必要とするとき等に指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方
公共団体の協力を得て防災活動を実施する。また、市町及び指定地方公共機関の防災活動
を援助し、かつその調整を行う。 

 
３．指定地方行政機関 
指定地方行政機関は、県の地域ならびに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護
するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施する
とともに、県及び市町の活動が円滑に行われるようにその業務に協力する。 

 
４．指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性にかんがみ、自ら防災活動を
実施するとともに、県及び市町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 
５．公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとと
もに、災害時には災害応急措置を実施する。また、県、市町その他防災関係機関の防災活
動に協力する。 

 
６．市民（自主防災組織） 
「自らの命は自ら守る」自助の取り組みより、食料等の備蓄や消火、救助活動に協力す
るとともに、被害を軽減するため、市民自らが被害の事前防止及び拡大防止に努める。 
地域の実情に即して自主防災組織を結成し、自分達の地域は自分達で守るという共助の
取り組みより、主体的に参画する防災体制の確立を図る。 

 
７．企業 

企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、
地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続する
ための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定するように努めるとともに、防災体制の整備、防災
訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施す
る等の防災活動の推進に努める。 
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第２ 処理すべき事務または業務の大綱 
守山市の地域ならびに市民の生命・身体及び財産を災害から保護するため、防災関係機

関の業務の大綱は、次のとおりとする。 
１．守山市 ①守山市防災会議に関する事務 

②防災対策の組織の整備 
③管内における公共的団体及び住民の自主防災組織の育成指導
④防災施設の整備 
⑤防災のための知識の普及、教育及び訓練 
⑥防災に必要な資機材等の備蓄及び整備 
⑦水防、消防その他の応急措置 
⑧災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 
⑨被災者の救出、救護等の措置 
⑩避難の指示、勧告及び避難者の誘導ならびに避難所の開設 
⑪災害時における保健衛生についての措置 
⑫被災児童、生徒の応急教育 
⑬災害復旧の実施 
⑭災害ボランティア活動の支援 

２．湖南広域消防局北消防
署 

①火災予防措置及び防災知識の普及、教育 
②大災、火災対策及び消防力の強化 
③危険物等の規制及び安全措置 
④消防計画 
⑤救助・救急措置 
⑥火災の鎮圧、その他の災害の軽減措置 
 

３．滋賀県 ①滋賀県防災会議に関する事務 
②防災対策の組織の整備 
③市町及び指定地方行政機関の防災事務または業務の実施につ
いての総合調整 
④防災施設の整備 
⑤防災のための知識の普及、教育及び訓練 
⑥防災に必要な資機材の備蓄及び整備 
⑦災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 
⑧水防その他の応急措置 
⑨被災者の救出、救護等の措置 
⑩避難の指示ならびに避難所開設の指示 
⑪災害時における交通規制及び輸送の確保 
⑫災害時における保健衛生についての措置 
⑬被災児童、生徒等の応急教育 
⑭災害復旧の実施 
⑮自衛隊の災害派遣要請 
⑯災害ボランティア活動の支援 
 

４．滋賀県警察本部 
（守山警察署） 

①警備体制の整備 
②情報収集・伝達及び被害状況の迅速確実な把握 
③避難誘導、被災者の救出・救助その他二次災害の防止 
④緊急交通路の確保 
⑤行方不明者の捜索、死体の検視 
⑥社会秩序の維持 
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【指定地方行政機関】 
５．近畿管区警察局 ①管区内各府県警察の指導・調整 

②他管区警察局との連帯 
③関係機関との協力 
④情報の収集・連絡 
⑤警察通信の運用 
⑥警察災害派遣隊の運用 
 

６．近畿財務局 
(大津財務事務所) 

①公共土木等被災施設の査定の立会 
②地方公共団体に対する災害融資 
③災害時における金融機関等の緊急措置の指示・要請 
④国有財産の無償貸付等 
 

７．近畿厚生局 ①救援等にかかる情報の収集及び提供 

８．近畿農政局 
(大津地域センター) 

①農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業及び災害防止事
業の指導ならびに助成 
②農林漁業関係被害情報の収集報告 
③農作物、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導 
④被害農林漁業者等に対する災害融資の斡旋・指導 
⑤排水、かんがい用土地改良機械の緊急貸付け 
⑥野菜、乳製品等の食料品、飼料及び種もみ等の供給対策 
⑦災害時における主要食料の供給 
 

９．近畿経済産業局 ①電気及びガス施設の復旧支援対策 
②被災事業者の業務の振興、正常運営の確保 
③生活必需品、復旧資材等防災関係物資の適正価格、安定的供
給の確保 

 
10．中部近畿産業保安監督
部近畿支部 

①電気工作物（原子力発電用を除く）の保安の確保 
②ガス及び火薬類施設等の保安の確保 
③鉱山における危害の防止、施設の保全及び鉱害防止について
の保安の確保 

 
11．近畿運輸局 
(滋賀陸運支局) 

①所管する交通施設及び設備の整備についての指導 
②災害時における所管事業に関する情報の収集及び伝達 
③災害時における旅客輸送確保に係る代替輸送・迂回輸送等実
施のための調整 
④災害時における貨物輸送確保に係る貨物運送事業者に対する
協力要請 
⑤特に必要があると認められる場合の輸送命令 
⑥災害時における交通機関利用者への情報の提供 
 

12．大阪航空局 
(大阪空港事務所) 

災害時における航空機による輸送に関し、安全確保のための必
要な措置 
 

13．大阪管区気象台 
(彦根地方気象台) 

①災害にかかる気象、地象等に関する予警報等の発表及び伝達
に関すること 
②気象、地象の観測に関すること 
③防災気象情報の普及に関すること 
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14．近畿総合通信局 ①電波の統制監理、ならびに有線電気通信の監理 
②非常通信訓練の計画及びその実施指導 
③非常通信協議会の育成、指導 
④防災及び災害対策用無線局の開設、整備の指導 
⑤災害時における非常通信の確保ならびに運用監督 
 

15．近畿地方整備局 
(琵琶湖河川事務所) 
(滋賀国道事務所) 

①直轄公共土木施設の整備と防災管理に関すること 
②応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること 
③直轄公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること 
④直轄河川の洪水予警報及び水防警報の発表及び伝達に関する
こと 
⑤災害時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関するこ
と 
⑥直轄公共土木施設の二次災害の防止に関すること 
⑦直轄公共土木施設の復旧に関すること 
 

16．近畿地方環境事務所 ①災害廃棄物等の処理対策に関すること 
②環境監視体制の支援に関すること 
③飼育動物の保護等に係る支援に関すること 

 
【自衛隊】 
17．陸上自衛隊 
(陸上自衛隊今津駐屯
部隊) 

①災害派遣計画の作成 
②市、県、その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の支
援協力 
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 【指定公共機関】 
18．日本郵便株式会社 
(近江守山郵便局) 

①郵便物の送達の確保 
②郵便物の窓口業務の維持 
③被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す
郵便物の料金免除、被災地あて救助用郵便物の料金免除 

19.西日本旅客鉄道株式会社
(京都支社) 
東海旅客鉄道株式会社 
(東海鉄道事業本部、新幹
線運行本部関西支社) 

①鉄道施設の整備と防災管理 
②災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊
急輸送の協力 
③災害時における県、市町の鉄道通信施設の利用に関する協
力 
④被災鉄道施設の復旧 
 

20．西日本電信電話株式会社
(滋賀支店) 

①電気通信施設の整備と防災管理 
②災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 
③被災施設の復旧 
 

21．日本銀行(京都支店) 災害時における現地金融機関に対する緊急措置 
 

 
22．日本赤十字社 
(滋賀県支部) 

①日赤医療施設の保全 
②災害救助等の協力、奉仕者との連絡調整 
③災害時における医療、助産等救護の実施 
④義援金品の受領、配分及び募金 
 

23．日本放送協会 
(大津放送局) 

①放送施設の保全 
②住民に対する防災知識の普及 
③気象等予警報、被害状況等の報道 
④避難所への受信機の貸与 
⑤被災放送施設の復旧 
⑥社会事業団体等による義援金品等の募集配分 
 

24．独立行政法人水資源機構 
(琵琶湖開発総合管理所) 

①琵琶湖開発関連施設の操作と防災管理 
②被災施設の復旧 
 

25．日本通運株式会社 災害時における貨物自動車による救援物資、避難者等の緊
急輸送の協力 
 

26．関西電力株式会社 
(滋賀営業所) 

①電力施設の整備と防災管理 
②災害時における電力供給の確保 
③被災施設の復旧 
 

27．大阪ガス株式会社 
(京滋導管部) 

①ガス施設の整備と防災管理 
②災害時におけるガス供給の確保 
③被災施設の復旧 
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【指定地方公共機関】 
28．(社)滋賀県バス協会 
(社)滋賀県トラック協会 
琵琶湖汽船株式会社 
近江鉄道株式会社 

災害時における自動車、船舶等による救援物資及び避難者
等の緊急輸送の協力 

29．滋賀県土地改良事業団体連
合会 

①ため池及び農業用施設の整備と防災管理 
②農地及び農業用施設の被害調査と復旧 
 

30．（社）滋賀県医師会 
(守山野洲医師会) 

①災害時における医療救護の実施 
②災害時における防疫の協力 
 

31．株式会社京都放送 
びわ湖放送株式会社 

①放送施設の保全 
②住民に対する防災知識の普及 
③気象予警報、被害状況等の報道 
④社会事業団等による義援金品の募集配分 
 

32.公益社団法人 滋賀県看護
師協会 

①災害時における医療救護の実施 
②災害時における防疫その他保険衛生活動への協力 
③害時における医薬品等の管理 

33.一般社団法人 滋賀県薬剤
師会 

①災害時における医療救護の実施 
②災害時における防疫その他保険衛生活動への協力 
③災害時における医薬品等の管理 

34.社会福祉法人 滋賀県社会
福祉協議会 

①災害ボランティアの活動支援 
②災害害時要援護者の避難支援への協力 

 
 
【公共的団体その他防災上重要な施設の管理者】 
35．おうみ冨士農業協同組合 ①共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧の実施 

②農水産関係の市、県で実施する災害調査、応急対策に対
する協力 
③被災農業者に対する融資及びその斡旋 
④被災農業者に対する生産資材の確保・斡旋 
 

36．守山市有線放送農業協同組
合 

①住民に対する防災知識の普及 
②気象予警報、被害状況、避難所開設状況等の周知 
 

37．守山商工会議所 ①災害時における物価安定についての協力 
②災害救助用及び復旧物資の確保についての協力 
 

38．高圧ガス、危険物等関係施
設の管理者 

災害時における危険物等の保安措置及びガス等燃料の供給
 

39．新聞社等報道関係機関 ①住民に対する防災知識の普及と予警報等の周知徹底 
②住民に対する災害応急対策等の周知徹底 
③社会事業団等による義援金品の募集配分 
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第３節 用 語 
 
この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
市 本 部   守山市災害対策本部 
消 防 署   湖南広域消防局北消防署 
消 防 団   守山市消防団 
県 本 部   滋賀県災害対策本部 
県地方本部   滋賀県南部土木事務所に設ける滋賀県災害対策本部の地方本部 

 
なお、本部設置前にあっては、市本部、県本部及び県地方本部をそれぞれ守山市、滋賀県、

南部土木事務所と読み替え、平常時の分掌事務により措置するものとする。 
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第４節 守山市の現況と防災対策の推進方向 
 

第１ 守山市の位置 

本市は、滋賀県の南部にあり、琵琶湖の東岸に位置し、県内最大の河川である野洲川が

つくった扇状地性三角州低地上に位置している。市域の総面積は 55.73ｋ㎡、人口約 7.9

万人（平成 24 年 10 月）を擁する。北東部は野洲市、南は草津市及び栗東市、西は琵琶湖

と接しており、本市を含む４市により、湖南広域行政組合を組織している。 

 

第２ 自然的条件 

 

１．地勢・地形 

守山市の位置する近江盆地の南東部は湖南低地と呼ばれ、野洲川や草津川等が形成した

広い沖積低地が展開している。守山市は野洲川が形成した野洲川低地の上に発達し、市域

は琵琶湖に向かってごく緩く傾斜した扇状地や湖岸部の三角州の上にのっている。 

野洲川は県内最大の河川であり、また、湖岸部に発達する三角州は、わが国最大の湖成

三角州である。 

この地帯は、古くから穀倉地帯として開発され、肥沃な土地は、弥生時代から水田化さ

れ、後に条里制土地割が広範に実施されてきたことで知られている。 

一方で野洲川は、後背山地からの活発な土砂流出に伴って、河道の変遷を重ねてきた形

跡を示し、また、古くから洪水氾濫を繰り返してきた。それに対して河道の付け替えや固

定等の人為的な地形改変も古くから試みられてきたが、旧南流や北流は著しい天井川を形

成し、最近まで洪水氾濫による災害が高い頻度で発生してきた。野洲川改修が昭和 46 年

（1971 年）に始められ、8 年の歳月と約 200 億円の費用をかけて昭和 54 年（1979 年）新

放水路への暫定通水が行われた。新しい野洲川は、低水と高水の二段構えの護岸工事がで

きているため、計画高水流水量は毎秒 4500㎥もあり、これまでの南北流を合わせても毎秒

850㎥であったことや、昭和 28 年（1953 年）の大水害時の流量である毎秒 2600㎥と比べ

ても大きく、百年に一度の大雨にも安心な野洲川に生まれ変わった。 

 

２．気象 

守山市は湖南気候区に位置し、琵琶湖の影響で瀬戸内型の気候を示し、滋賀県の中でも

比較的温暖で、冬季の降雪量も少なく、めぐまれた気象条件を有しているといえる。 

(1) 気温及び降水量 

地域気象観測（彦根）の平年値（1981～2010）によると平均気温 14.7℃、年間降水量

は 1570.9 ㎜である。降水量が多いのは６月下旬～７月中旬、及び９月中旬であり過去の

風水害もこの時期に多く発生している。 

2012 年の降雪日数は彦根 49 日で、県北部の多雪地帯と大きな相違があり、市域内で

の降雪量は野洲川堤防を境に北部でやや多い。 

守山市は一面の平地であるため、湖岸と内陸では琵琶湖の気温緩和作用の影響を受け

て気温、降水量にわずかな差がみられる。 
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(2) 風 

守山市は琵琶湖に接しているため、風速の弱い日の昼間は湖から陸に向かって風が吹

き、夜間は陸地から湖に向かって吹く風（湖陸風）が卓越する。冬季は北西の季節風が、

夏季は南東の季節風が卓越し、春秋ではやや北西の風が優勢である。寒冷前線通過時や

台風時または、比良八荒と呼ばれる強風が吹き、沿岸部の農作物や建物に被害を及ぼし

てきた。平均風速は彦根で 2.7m/s、大津で 1.3m/s である。過去における最大風速は、

室戸台風（1934 年）の 31.2m/s である。 

 

３．地盤 

本市における地盤の種別を、「建設省告示第 1047 号(昭和 27 年)」を基準に判定した。結

果、市域南部のおよそ地盤高が 90ｍより高い区域は第２種地盤、それより地盤高が低い氾

濫平野・三角州の区域は第３種地盤、湖岸の埋め立て地は第４種地盤となった。 

したがって、守山市の場合地震動の増幅が大きくなる地域は、湖岸の埋立地や氾濫平野

及び旧河道上の軟弱地盤が分布する地域である。 

しかし、地震による建物等の被害は表層の地盤条件によるところが大きく、同じ町内で

も川や池、水田等を埋め立てたところは自然の土地と比べて軟弱であることから、地震被

害が相対的に大きくなってしまう。例えば、地山と埋め土あるいは盛り土部分では地震の

揺れが異なり、盛り土部分は局地的に揺れが強くなるとともに、切り盛りの境界付近に亀

裂が入ったり、盛り土の崩壊が起こることから、被害が集中的に発生することが少なくな

い。 

 

地盤の判定基準 

第１種 第三紀層以前の地層（岩盤、硬質砂礫層） 

良 い 
第２種 

洪積層（砂礫層、砂混じり硬質粘土層、ローム層） 
沖積層の一部（５ｍ以上の砂利層、砂礫層） 

普 通 第３種 「基準的地盤」沖積層（砂利、砂混じり粘土層、粘土層、泥土） 

悪 い 第４種 
「著しく軟弱」沖積層（30ｍ以上の腐植土、泥土） 

埋立て地（沼地、ごみ、沼土、３ｍ以上、30 年未満） 

特に悪いところ：①海、湿地帯、田、遊水池、沼地を埋めたところ 

②ゼロメートル地帯 

③三角州 

④中小河川沿い 

⑤大雨の時、水の出るところ 

⑥丘陵を切り開いた造成地で、盛り土部分 

⑦以前の地震で被害が大きかったところ 

出典：防災アセスメントマニュアル(1988) 
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第３ 社会的条件 

１．人口 

(1) 人口及び世帯数 

守山市の人口は、近年増加率は低下しつつあるものの人口増加の一途をたどっており、

平成 22 年の国勢調査では 76,338 人である。 

世帯数も増加を示し、核家族化の進行により、１世帯あたり平均世帯員数は昭和 35 年

5.1 人から、平成 22 年 2.8 人となっている。 

人口の推移 

 世帯数 1世帯当り人員 人口総数 人口密度(人/ｋ㎡) 面積（ｋ㎡） 
昭和 35 年   5,758 世帯    5.1 人 29,207 人     685.3   42.62 
   45   7,721    4.5 34,785     793.6   43.83 
     55  12,094    3.9 46,763  1,065.7   43.88 
     60  14,224    3.7 53,052  1,200.8   44.18 
平成  2  16,317    3.6 58,561  1,323.1   44.26 
      7  18,022    3.4 61,859  1,397.6   44.26 
   12  20,623    3.2 65,542   1,480.8   44.26 
   17  23,543    3.1 70,823   1,600.2   44.26 
   22  26,819    2.9 76,560   1,373.8   55.73 

出典：守山市統計書  

(2) 年齢別人口構成 

年齢別人口の推移をみると若年層の減少、高齢者層の増加の傾向がみてとれるが、平成 22

年国勢調査によると 65 歳以上の人口比率は 12.8％であり、全国平均 18.3％と比較すると低

い値となっている。 

(3) 災害時要援護者の分布 

災害時要援護者といわれる避難困難者のうち、65 歳以上の高齢者と障害者の分布を学区別

にみてみる。これらの人口が最も多いのは守山学区であるが、学区別人口に占める割合が最

も多いのは中洲学区で高齢者の割合は 28％と４人に一人以上の値を示している。市街地に近

い守山学区、吉身学区では高齢者・障害者とも低い値となっている。 

災害時要援護者の分布状況(人口:平成 23 年、障害者:平成 22 年度 守山市統計書) 

 合計 守山 吉身 小津 玉津 河西 速野 中洲 
学区人口 78,344 23,569 16,226 5,940 4,124 13,406 12,378 2,701 

13,459 3,065 2,655 1,353 988 2,678 1,976 744 65 歳以上 
（％） 17.18% 13.00% 16.36% 22.78% 23.96% 19.98% 15.96% 27.55% 

2,161 524 369 199 142 403 403 121 障害者 
（％） 2.76% 2.22% 2.27% 3.35% 3.44% 3.01% 3.26% 4.48% 

 

(4) 通勤・通学による人口の流出入 

通勤・通学による人口の流出入を見ると、平成 17 年国勢調査による流出人口は 22,535

人、流入人口は 14,314 人、流出超過は 8,221 人となっている。流出超過が増加の傾向に

あり、ベッドタウンとしての性格が表れている。 

(5) 就業構造 

産業別人口の傾向を、昭和 40 年から平成 17 年の国勢調査結果からみると、第一次産
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業就業者は引き続き減少しているが、第二次・第三次産業就業者は増加している。特に

第三次産業の増加が顕著である。 

 

産業別 15 歳以上就業者           単位：人・％ 

   第一次産業   第二次産業   第三次産業   総  数 
昭和 40   6,248（36.1）   5,906（34.1）   5,158（29.8）   17,312 
   50   3,411（16.6）   8,741（42.7）   8,330（40.7）   20,482 
     60   1,977（7.8）  10,748（42.3）  12,701（49.9）   25,426 
平成  2   1,627（5.6）  12,089（41.6）  15,363（52.8）   29,079 
   12   1,291（3.8）  12,616（37.4）  19,831（58.8）   33,738 
   17   1,309（3.7）  11,962（33.6）  22,319（62.7）   35,590 

資料：守山市統計書 

２．都市化の動向 

守山市の将来都市構造として守山市都市計画マスタープランで、ＪＲ守山駅周辺に「中

心商業拠点」、北部市街地地域に「観光リゾート拠点」、南部市街地地域と中部田園地域の

境界に「市民交流ゾーン」の３つの都市機能が集積した拠点を設け、それぞれの特性を活

かした施設整備を促進し、市民だけでなく市外から訪れた人々も含めた多様な交流を促進

している。 

(1) 人口集中地区市街地の状況 

人口集中地区（ＤＩＤ）人口は、急速に増加しており、平成 17 年には守山市総人口の

50%を越えている。 

人口集中地区（ＤＩＤ）人口及び面積 

年 ＤＩＤ 
 人口 

市全域 
 人口 

全域人口に対する 
DID 人口(％) 

 ＤＩＤ 
面積(k ㎡) 

市域面積に対 
する面積(％) 

DID 人口密度 
（人/k ㎡） 

昭和 45   5,495  34,785     15.8    0.9    2.1    6,104 
     50  10,086  41,439     24.3    1.9    4.3    5,308 
     55  13,630  46,763     29.1    2.7    6.2    5,048 
     60  15,696  53,052     29.6    2.9    6.6    5,412 
平成  2  24,404  58,561     41.7    4.4   10.0    5,546 
   12  33,169  65,542     50.6    6.0   13.6    5,501 
   17  39,478  70,823     55.7    7.1   16.0    5,600 

                                                                                      資料：守山市統計書 

(2) 出火延焼要因の分布 

地震時の出火・延焼の要因として以下の施設がある。 

①事業所（工場、販売所等）、飲食店、一般住宅等で使用している火気器具類 
②上記施設で貯蔵している、石油類、都市ガス、あるいはプロパンガス 

出火・延焼要因のうち、特に大きい事務所（工場、販売所等）の分布状況を、消防署

の危険物施設に関する資料から抽出した。 

その分布状況を見ると、危険物施設は、概ね市街化区域に集中している。特に守山駅

を中心とする東部には危険物施設と住宅街が集積・隣接する傾向がある。危険物の種類

は第４類（石油等の引火物）が主である。危険物の量が多いのは勝部、三宅町、小島町、

古高町等の工業地帯と、小浜町、水保町等の商業地域である。 

(3) 木造建物の分布状況 
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平成 23 年度の固定資産家屋台帳を基にした建築物の棟数は、守山市全域の建物棟数

38,433 棟のうち木造建物は 21,887 棟であり、56.9％を占めている。 

また、平成 17 年度に実施した守山市防災アセスメント調査では、守山市の中心的商業

地域である守山、梅田、吉身についてみると、吉身一丁目、吉身二丁目及び吉身七丁目

では 70～80％を木造建物が占めているが、梅田では約 30%、吉身では約 5％という状況

である。 

更に、昭和 56 年以前に建てられた木造建物棟数は、全建物棟数の 34％であるが、旧

市街地及び集落に集積しており、吉身一丁目、吉身二丁目、吉身七丁目、今宿一丁目、

今宿二丁目、山賀町、杉江町、中町、洲本町、新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小

浜町では 50％以上を占めている。一方、非木造建物が多い守山四丁目、守山五丁目、勝

部四丁目、吉身町、勝部町では、10％未満となっている。 

(4) 都市化の動向 

以上のように市域における土地利用の変化は、昭和 40 年頃から大きく変化しており、

農地の転用や湖岸の埋め立て、河川の改修工事により地震時に被害を受けやすい軟弱地

盤地域や豪雨時に内水氾濫の危険のある地域への市街地の拡大が進んでいる。 

今後守山市の進展を考えると、交通手段の発達と就業状況の変化を背景に、京阪神の

ベッドタウンとしての宅地の拡大、都市施設の集積が予想される。また、産業の集積、

市民生活の高度化は、危険物を量的に増加させ、市街地の中へ広く分散させることにな

る。このような都市的土地利用の発展は、避難場所としてのオープンスペースの減少や

出火・延焼等の危険性が高くなり、危険物災害の発生等、二次災害を招く大きな要因と

なる。 
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第４ 既往災害・災害特性 

１．水害 

市域の形成は野洲川の氾濫とともにあり、数年おきに氾濫が繰り返された。明治 29 年に

は市域の 70％が浸水したと記録されている。昭和 54年に新放水路が完成したことにより、

水害の危険性は大きく軽減した。結果、近年における本市の水害実績をみると、県内の他

市町より、比較的少ないといえる。昭和 50 年以前の野洲川氾濫の歴史と、それ以降の守山

市及び滋賀県の主な災害についてまとめた。 

 

既往災害の概要 
発  生  年 洪水の原因 野  洲  川  流  域  の  被  害 流 量 

 
天文 6 年(1537)11.16 
     7 年(1538) 3.22 
     8 年(1539) 8 
     9 年(1540) 
    12 年(1543) 8.19 
    13 年(1544) 
天正 6 年(1578) 6.17 
慶長 7 年(1602) 
承応 2 年(1653)6 
元禄 12 年(1699) 
宝永 6 年(1709)6 
享保 6 年(1721)7 
     7 年(1722) 
    13 年(1728) 
元文元年(1736) 8.17 
     5 年(1740) 7.17 
宝暦 6 年(1756) 9.16 
 
明和 2 年(1765) 
     7 年(1770) 7.22 
安永 2 年(1773) 6.19 
享和 2年(1802) 6.29 
 
文化 12 年(1815) 6 
文政 12 年(1829) 
天保元年(1830) 
     4 年(1833) 
嘉永元年(1848) 8.13 
明治 18 年(1885) 7.1 
     22 年(1889) 
     29 年(1896) 9.4～12 
 
     33 年(1900) 9.28 
 
大正 2 年(1913)10.2～3 
 
     3 年(1914) 7.1 
     6 年(1917) 
     7 年(1918) 8.30 
    12 年(1923) 6.16～18 
    13 年(1924) 9.15 
昭和 13 年(1938) 7 
    19 年(1944)10.8 
  28 年(1953) 8.14～15 
  28 年(1953) 9.25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
前    線    性 
 
前    線    性 
 
 
 
 
 
 
前    線    性 
台          風 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
台          風 
 
台 風 前 線 性 
 
台     風 
 
台     風 
 
前  線  性 
 
台     風 
前  線  性 
台     風 
 
 
前線(南山城豪雨) 
台  風 １ ３  号 
 
 
 

 
＊幸津川、戸田、津田決壊 
 
＊ 戸田決壊 
 
＊ 戸田決壊 
 
堤防決壊、辻、出庭、中、小坂等の諸村に浸水（栗太郡史） 
＊ 善岸（播磨田、今市、荒見、中、笠原）決壊 
伊勢落堤防決壊、伊勢落、野洲郡南桜の諸村に浸水（栗太郡史） 
＊ 開発井関決壊 
＊ 笠原、氏神の上 42 間決壊 
＊ 太田、中野、開発、笠原、播磨田、津田、乙窪決壊 
＊ 堤防切れ 
＊ 水保切れ 
＊ 水保切れ、蓼原切れ 
水口、人家 50 戸浸水、甲賀郡岩根の田畑 50ha 流出（甲賀郡史） 
高山、岩坂、2～3戸流失、妙感時村 54 戸流出、死者 93 名 
三雲堤防決壊 900m、流失 3戸、死者 14 名 
＊ 堤防切れ、浦方皆無 
＊ 水保、中野 280 間、野洲 134 間、出庭、林決壊 
＊ 中野切れ 
＊ 今浜、中野、野洲、播磨田、小島、田中、吉身、立入、 
出庭、守山、林決壊 

＊ 笠原宮ノ上 70 間決壊 
＊ 開発決壊 
＊ 開発決壊 
＊ 開発決壊 
＊ 井関決壊 
堤防決壊、三上 90m、市三宅 150m、浸水田畑 200ha、埋没 10ha、 
＊ 今浜決壊 
雨量彦根 7～8日 684mm、最高水位、柏木 3.00m(9 日 7 時) 
流出家屋 78、その他 370、死者 7 ＊善岸、立入、今浜、田中決壊 
雨量彦根 26～28 日 171mm、八幡 118mm、野洲川、杣川出水 
水口～柏木、浸水、橋りょう流失 ＊今浜新田決壊 
雨量彦根 2～3日 160mm、土山 286mm、笠原地先で決壊 
死者男 20 名、女 11 名、流失 21 戸、浸水 300 町 
死者 2名、浸水家屋 32、田畑流失、埋没数 10ha 
＊ 今浜新田決壊 
堤防決壊 
橋りょう流失 
雨量彦根 114(13～16)堤防決壊野洲、葉山、中里 
＊ 今浜新田決壊 
＊ 今浜新田決壊 
雨量、土山 261(14～15)、上流氾濫 
雨量、彦根183mm(23～25)、水位柏木3.13m、野洲 3.17m 堤防決壊 
笠原150m、今治100m、井口200m、田畑浸水300町歩、埋没523町歩、 
家屋683戸、非家屋1030戸、流失または半壊、死者3名、重傷170名 
 

(㎥/s) 
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  発  生  年  洪水の原因 野 洲 川 流 域 の 被 害 流 量 

 
昭和 31 年(1956) 9.27 
    33 年(1958) 9.26 
    34 年(1959) 9.26 
    36 年(1961) 9.16 
    40 年(1965) 9.17～18 
 
  47 年(1972) 7.11 
 

 
 
台風(狩野川台風) 
台風(伊勢湾台風) 
台風(第 ２ 室戸) 
台      風 
 
前   線   性 
 

 
＊今浜新田決壊 
雨量彦根116mm、土山189mm(25～26)、氾濫袖川、野洲川下流 
雨量彦根338mm(24～26)床上浸水、野洲、中主 ＊今浜新田決壊 
床上浸水72、＊今浜新田決壊 
今浜新田孤立、堤防決壊11、死者1名、家屋全半壊411 
浸水1522 
南流下流2箇所で堤防決壊、田畑20ha 
 

 
 
1250 
2170 
1610 
2580 
 
 
 

＊ 守山市史野洲川決壊年表より（）推定流量 

無印 滋賀県災害史より編集 

 

守山市及び滋賀県の主な災害 

災害発生年月日・災害名 守山市における被害 滋賀県における被害 
昭和 54 年９月 30 日～10 月１日 
 台風 16 号 

半壊１棟 一部損壊 3005 

昭和 55 年７月 23 日～24 日 
 豪雨 

床下浸水 20 床下浸水 279 

昭和 55 年８月 26 日～27 日 
 豪雨 

床下浸水 105 床下浸水 1182 

昭和 56 年１月～２月 
 豪雪 

 死者５ 負傷者 91 
全壊 14 半壊 65 
一部損壊 4112 
床下浸水 558 

昭和 56 年７月 21 日 
 豪雨 

床下浸水 80 床下浸水 763 

昭和 56 年 10 月８日～９日 
 豪雨 

床下浸水２ 床下浸水 121 

昭和 57 年８月１日～２日 
 台風 10 号 

床下浸水１ 田冠水１ha 
畑冠水 2.5ha 河川５箇所 

床上浸水 120 
床下浸水 1101 

昭和 58 年６月 20 日～21 日 
 豪雨 

道路２箇所 床下浸水 77 

昭和 58 年９月 27 日～28 日 
 台風 10 号 

畑冠水 2.25ha 
河川３箇所 

床下浸水 53 

昭和 59 年１月～３月 
 豪雪 

 負傷者 26 
一部損壊 876 

昭和 60 年６月 21 日～７月 19 日 
 台風６号と梅雨前線豪雨 

 全壊５ 半壊３ 
床下浸水 201 

昭和 61 年６月 16 日～７月 23 日 
 梅雨前線豪雨 

床下浸水 57 床下浸水 425 

昭和 62 年７月 14 日～21 日 
 梅雨前線豪雨 

床下浸水 41 
田冠水 2.1ha 

死者１ 床下浸水 766 

平成２年９月 11 日～20 日 
 台風第 19 号 

 死者１ 負傷者２ 
一部損壊 174 
床上浸水 180 
床下浸水 1,428 

平成７年 12 月 24 日～27 日 
 大雪 

 死者１ 負傷者１ 
一部損壊２ 
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災害発生年月日・災害名 守山市における被害 滋賀県における被害 
平成９年１月 26 日 
 なだれ 

 死者１ 負傷者３ 

平成 10 年 9 月 21 日～23 日 
 台風第７・８号 

 死者３ 負傷者 22  
半壊４ 一部損壊 400 
床上浸水 1 床下浸水 26 

平成 13 年８月 21 日～22 日 
 台風第 11 号 

床下浸水１ 
死者１ 一部損壊３ 床下
浸水１ 

平成 15 年８月８日～９日 
 台風第 10 号 

 
負傷者１ 一部損壊２ 床
下浸水６ 

平成 16 年６月 21 日 
 台風第６号 

一部損壊１ 
負傷者７ 半壊１ 一部損
壊 17 

平成 16 年８月 30 日～31 日 
 台風第 16 号 

 負傷者１ 一部損壊２ 

平成 16 年９月７日 
 台風第 18 号 

 負傷者２ 

平成 16 年９月 29 日～30 日 
 台風第 21 号 

 床下浸水１ 

平成 16 年 10 月 20 日～21 日 
 台風第 23 号 

 
死者１ 負傷者１ 
半壊１ 一部損壊５ 
床下浸水 41 

平成 17 年 12 月 
 大雪 

 
死者４ 負傷者 10 
一部損壊 381 床下浸水３ 

平成 18 年１月 
 大雪 

 
負傷者７ 
半壊２ 一部損壊 525 
床下浸水１ 

平成 19 年７月 12 日～15 日 
 大雨、台風第４号 

 負傷者１ 床下浸水 43 

平成 20 年６月 20 日～21 日 
 大雨 

床下浸水 10 床下浸水 38 

平成 20 年７月 18 日 
 大雨 

 床上浸水 11 床下浸水 204 

出典：滋賀県災害史 第５部 
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２．地震災害 

守山市は、野洲川の沖積平野上に位置し、厚い砂層が広く分布している事や、盛土地、

埋立地も多い事から地震時の危険性が高いと予想される。琵琶湖周辺には 20 数本の活断層

が存在し、地震発生の可能性は全国的にみても高い状況にある。滋賀県地震対策調査研究

報告書によると、滋賀県内では過去震度５以上の地震が約 80 年～100 年に１回、震度６以

上の地震が約 200～400 年に１回発生している。 

滋賀県及びその周辺で発生した主な地震について以下にまとめた。 

また、最近の遺跡発掘調査により、それ以前の地震の痕跡が徐々に明らかにされてきて

いる。それによると琵琶湖湖岸ではこれまでに、縄文時代晩期（およそ 3000 年前）、弥生

時代中期（紀元前１～２世紀）、1325 年、1662 年（琵琶湖岸西側地震）の地震が砂の液状

化痕跡や古文書の記録で明らかにされてきている。 

 

琵琶湖周辺で検出された地震痕跡 

 

図３－２ 琵琶湖周辺で検出された地震痕跡    出典：「古地震を探る」 
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滋賀県及びその周辺で発生した主な地震 

出典 平成 24 年度 滋賀県地域防災計画 

 

地震名 
年月日 

（日本暦） 
震央 

マグニチ
ュード 

被害状況 
※（）は、うち本県地域の被害 

濃尾地震 
1891 年 10 月 28 日 
（明治 24 年） 

美濃―尾張 
136.6°Ｅ 
35.6°Ｎ 

Ｍ＝8.0 

 マグニチュード8.0の大規模な地震は内陸
部で発生した地震のうち最大級のものであ
る。震域は九州、陸羽地方から佐渡に及び、
根尾谷地震断層を生じた。 
死者 7,273 人（6） 
負傷者 17,175 人（47） 
全壊家屋 142,177 戸（404） 
半壊家屋 80,324 戸（776） 
道路破損 多数（47） 
橋りょう落下 多数（7） 
防崩壊 多数（177） 
山崩れ 多数（1） 
県内の 30％（東北部）が激震、残り 70％（南
西部）が烈震地域となった。 

大和地震 
1899 年 3 月 7 日 
（明治 32 年） 

紀伊・大和 
136.1°Ｅ 
34.1°Ｎ 

Ｍ＝7.0 

 大和の北部から紀伊半島の東岸にかけて
発生した烈震で、その震域は極めて広い。奈
良県吉野郡南部の山地では斜面崩壊や地面
の亀裂が著しく発生し、死者７人、全壊戸数
35 戸に及んだ。県内では湖東平野南部に強い
地震を感じている。 

姉川地震 
1909 年 8 月 14 日 
（明治 42 年） 

姉川流域 
136.3°Ｅ 
35.4°Ｎ 

Ｍ＝6.8 

 この地震は内陸部に発生した地震のうち
でも、最も顕著なもののひとつといわれ、そ
の震央は、本県東浅井郡東草野村山塊の下と
認められ、山腹崩壊、地面の亀裂、地下水の
変動、表流水の変動、噴砂現象等が見られた。 
死者 41 人（35） 
重傷者 133 人（115） 
軽傷者 651 人（528） 
全壊家屋 2.243 戸（2,192） 
半壊家屋 6,123 戸（5,985） 

関東大地震 
1923 年 9 月 1 日 
（大正 12 年） 

関東南部 
（神奈川県西部） 
139.1°Ｅ 
35.3°Ｎ 

Ｍ＝7.9 
 滋賀県では彦根が震度４で、古壁の落剥す
る程度であった。 

北丹後地震 
1927 年 3 月 7 日 
（昭和 2年） 

丹後西北部 
（京都府北部） 
134.9°Ｅ 
35.6°Ｎ 

Ｍ＝7.3 

 この地震は関東から南九州にわたって地
震を感じ、県下でも電線、電話線の断線等、
軽微ではあるが、負傷者も２名の被害を出し
た。 

東南海地震 
1944 年 12 月７日 
（昭和 19 年） 

東南海沖 
（三重県南東沖） 
136.2°Ｅ 
33.6°Ｎ 

Ｍ＝7.9 

 熊野灘の沖合 20 キロメートル地点に震央
をもつマグニチュード7.9という大規模地震
であり、死者 998 人、負傷者 1,859 人、全壊
家屋 30,288 戸、流出家屋 3,059 戸という大
きな被害を出した。県内の被害は、湖北の湖
畔デルタもしくは泥炭の発達地域に集中し
ており、その被害は次のとおりであった。 
負傷者 1人 
全壊家屋 16 戸 
半壊家屋 33 戸 
工場の全壊 3棟 
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地震名 
年月日 

（日本暦） 
震央 

マグニチ
ュード 

被害状況 
※（）は、うち本県地域の被害 

南海地震 
1946 年 12 月 21 日 
（昭和 21 年） 

南海道沖 
（和歌山県南海沖） 
135.8°Ｅ32.9°Ｎ 

Ｍ＝8.0 

高知県の海岸地域に顕著な地形変動を生
じたマグニチュード8.0のきわめて大きな地
震であり、その震害は四国、九州、近畿、中
国及び中部地方の一部にもおよんでいる。 
被害も大きく、 
死者 1,330 人（3） 
負傷者 3,842 人（1） 
全壊家屋 11,661 戸（9） 
半壊家屋 23,566 戸（23） 
となっており、県内ではこのほか工場の全壊
や、電話線、電線の断線等の被害が生じた。 

福井地震 
1948 年 6 月 28 日 
（昭和 23 年） 

越前平野 
（福井県嶺北） 
136.3°Ｅ36.2°Ｎ 

Ｍ＝7.1 

 越前平野全域にわたって大被害をおよぼ
した。 
特に被害のはげしい地域は、九頭竜流域の平
野で多数の地割れや噴砂現象が生じた。被害
は、死者 3,769 人、負傷者 22,203 人、全壊
家屋 36,184 戸、半壊家屋 11,816 戸、焼失家
屋 3,851 戸、滋賀県の被害は、彦根地方で全
壊家屋 1戸であった。 

吉野地震 
1952 年 7 月 18 日 
（昭和 27 年） 

奈良県 
135.8°Ｅ 
34.5°Ｎ 

Ｍ＝6.8 

 この地震の有感地域は近畿、中部、中国、
四国、関東地方及び大分県、福岡県の一部に
およんでいる。被害は吉野川流域に大きく、 
死者 9人（1） 
負傷者 139 人（13） 
全壊家屋 20 戸（6） 
半壊家屋 26 戸（6） 
となっている。 

兵庫県南部地震 
1995 年 1 月 17 日 
（平成 7年） 

大阪湾 
135.0°Ｅ 
34.6°Ｎ 

Ｍ＝7.3 

死者 6,434 人 
負傷者 43,792 人（9） 
全壊家屋 104,906 棟 
半壊家屋 144,274 棟 
 県内では彦根で震度５を記録。鉄道や道路
の一時不通や断水、停電、ガス漏れ等の被害
があった。 

※ 1923 年以後の地震のマグニチュード及び経緯度は、気象庁震源カタログによる。 
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３．災害特性 

(1) 水害の発生危険区域 

本市においては、昭和 54 年に野洲川新放水路への暫定通水が行われたことにより、水

の危険性は大きく軽減された。このような河川改修等の整備の進歩とともに、大きな水

害は減少してきているが、全くその危険性が回避されたわけではなく、都市化の発展と

ともに堤内地に氾濫水が滞留する内水災害が増えている。 

河川の氾濫は、水位が堤防または河岸よりも高くなって溢れる越流による場合と、堤

防が破壊され、その破堤口から堤内地に氾濫水が流れ込む場合がある。また、堤防の決

壊は、通常、洪水によって引き起こされるが、地震によっても起こる。堤防は地震動を

受けて、のり面の滑り出し、堤体・天端の亀裂、地盤の液状化による沈下を破る。 

洪水の原因となる破堤や越流が生じやすい地形等の条件は以下の通りである。 

 

【河川の氾濫が生じやすい場所】 

①  河道の屈曲部 
②  本支川の合流点付近 
③  河道幅の急減部（狭さく部） 
④  河道勾配の急減部 
⑤  堤防を貫く樋門・樋管の設置場所 
⑥  橋梁・堰等河道を横断する工作物の付近 
⑦  旧河川の締め切り箇所 
⑧  堤防に接して池がある箇所 
⑨  地盤沈下域、軟弱地盤域 

⑩  河床低下の著しい箇所 

 

滋賀県 土木交通部 流域政策局では、「滋賀県流域治水基本方針－水害から命を守る

総合的な治水を目指して － 平成 24 年３月」に基づき、滋賀県がどれくらいの雨の時に

家屋等の近くを流れる川や水路があふれ浸水するおそれがあるのか、あふれた場合はど

の程度の被害となるのかを、シミュレーションにより求めた地先の安全度マップを作成

している。 

この地先の安全度マップでは、滋賀県氾濫解析として、10 年に一度の大雨（最大 50mm

／hr）、 100 年に一度の大雨（最大 109mm／hr）、200 年に一度の大雨（最大 131mm／hr）

において、浸水深図、流体力図、被害発生確率図を示しており、浸水深図では 0.5m 未満、

0.5～1.0m、1.0m～2.0m、2.0m～3.0m、3.0m～4.0m、4.0m～5.0m、5.0m 以上の７ランク

に分けて表示している。 
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滋賀県氾濫解析による浸水危険区域 
氾濫浸水 浸 水 危 険 区 域 
2.0m 以上 守山川河口付近（赤野井町、杉江町） 
0.5～2.0m 氾濫浸水 0.5～2.0ｍ：北消防署出張所付近（矢島町）、北公民館北東付近

（洲本町）、新守山川河口からおおよそ 500ｍ付近（杉江町、欲賀町） 
0.5m 未満 氾濫浸水 0.5ｍ未満：市域ほぼ全域 
 

国土交通省琵琶湖河川事務所では、野洲川洪水氾濫危険区域図、野洲川浸水想定区域

図及び琵琶湖浸水想定区域図を作成している。 

野洲川洪水氾濫危険区域図では、野洲川河川改修の長期目標である 100 年確率の降雨

（350mm/日、これは昭和 28 年の台風 13 号の 240mm/日の 1.5 倍）において、洪水氾濫す

る区域を示しており、氾濫水深を 0.5ｍ未満、0.5～2.0ｍ、2.0ｍ以上の３ランクに分け

て表示している。また、野洲川浸水想定区域図では 0.5m未満、0.5～1.0m、1.0m～2.0m、
2.0m～5.0m、5.0m以上の 5ランクに分けて表示している。 
それによると、浸水の危険が大きいのは、野洲川の河口付近で標高が 90ｍより低い区

域である。また、その周辺の野洲川旧南流と北流に囲まれた一帯は浸水深 0.5～2.0ｍの

区域で浸水の危険性がやや高い。その他、市街地内を硫化する中小河川の合流点付近や

河道が狭く曲流している付近、要水防区域に指定されている危険個所も同様に浸水の危

険性がやや高い。 

 
野洲川の破堤による浸水危険区域 

氾濫浸水 浸 水 危 険 区 域 
2.0m 以上 野洲川旧南北流路分岐点より河口の区域 

（幸津川町、立田町、服部町、新庄町） 
湖南中部処理区守山ポンプ場周辺（川田町） 

0.5～2.0m 野洲川新放水路の河口付近の区域（小浜町、幸津川町、今浜町） 
法竜川の曲流部（矢島町、洲本町、笠原町、荒見町、中町、川田町） 
法竜川の上流部（小島町、今市町、播磨田町、下之郷） 
法竜川・三反田川・天神川の河口付近（木浜町、洲本町、赤野井町） 
守山川の上流部、野洲川の曲流部 
（金森町、守山一～三丁目、今宿町一・三丁目、勝部一丁目、吉身一・六・
七丁目、浮気町、岡町、梅田町） 

0.5m 未満 上記以外の市街地 

 
琵琶湖浸水想定区域図では、実績洪水の最大である明治 29 年 9 月洪水（10 日間連続

雨量 1,008mm、1 日雨量 597mm）が起こることにより、琵琶湖の水位が B.S.L.+2.5m（Biwako 

Surface Level：琵琶湖の水面の高さ）まで上昇した場合に想定される浸水の区域を示し

ており、浸水想定区域図では浸水水深を 0.5m 未満、0.5～1.0m、1.0m～2.0m、2.0m～5.0m、

5.0m 以上の 5ランクに分けて表示している。 

それによると、浸水の危険が大きいのは、法竜川、三反田川、山賀川、堺川の河口か

らおよそ 500m の区域である。また、その周辺の区域や野洲川新・旧放水路の河口付近の

区域は、浸水深 0.5m～2.0m の区域で、浸水の危険性がやや高い。その他、守山市内を南

北に通過する国道 477 号周辺の区域も浸水の危険性がやや高い。 
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①図面
対象番
号

②河川名 ③左右
岸の別 ④種別 ⑤重要度 ⑥地先名 ⑦距離杭 ⑧延長

（m）

⑨対象と
する流量
（m3/s）

⑩対象と
する流量
を現河道
に流した
時の水位

⑪現堤
防高

⑫計画堤
防余裕高

⑬担当出張
所 ⑭備考

1 野洲川 左岸 漏水 Ｂ 守山市幸津川町地先 1.9～2.0 100 4,500 89.72 91.85 1.5 野洲川

2 野洲川 左岸 漏水 Ｂ 守山市幸津川町地先 2.0～2.3 300 4,500 89.72 91.85 1.5 野洲川

3 野洲川 左岸 漏水 Ｂ 守山市新庄町地先 3.3～3.7 400 4,500 92.51 94.28 1.5 野洲川

4 野洲川 左岸 旧川跡 要注意 守山市笠原町地先 3.9～4.3 400 4,500 93.55 95.14 1.5 野洲川

5 野洲川 左岸 漏水 Ｂ 守山市川田町地先 5.5～5.6 100 4,500 95.63 97.51 1.5 野洲川

6 野洲川 左岸 漏水 Ｂ 守山市川田町地先 5.6～5.7 100 4,500 95.63 97.51 1.5 野洲川

7 野洲川 左岸 旧川跡 要注意守 山市小島町～野洲市野洲地先 7.1～7.5 400 4,500 100.31 102.96 1.5 野洲川

10 野洲川 左岸 旧川跡 要注意 野洲市野洲～
守山市吉身地先 8.3～8.7 400 4,500 103.19 105.89 1.5 野洲川

11 野洲川 左岸 すべり
(旧川跡)

Ｂ
(要注意)

守山市吉身～
守山市立入町地先 8.7～8.9 200 4,500 103.67 106.05 1.5 野洲川

12 野洲川 左岸 すべり
(旧川跡)

Ｂ
(要注意) 守山市立入町地先 8.9～9.1 200 4,500 104.09 106.32 1.5 野洲川

13 野洲川 左岸 旧川跡 要注意 守山市立入町地先 9.1～9.5 400 4,500 104.94 107.52 1.5 野洲川

14 野洲川 左岸 旧川跡 要注意 守山市立入町～
栗東市出庭地先 9.5～9.7 200 4,500 105.37 107.93 1.5 野洲川 9.6k付近破

堤跡

20 野洲川 右岸 漏水 Ｂ 守山市小浜町地先 0.8～1.1 400 4,500 87.95 90.44 1.5 野洲川

21 野洲川 右岸 漏水 Ｂ 守山市小浜町地先 1.1～1.3 200 4,500 88.35 92.01 1.5 野洲川

22 野洲川 右岸 漏水 Ｂ 守山市小浜町地先 1.3～1.7 400 4,500 88.98 91.21 1.5 野洲川

23 野洲川 右岸 漏水 Ｂ 守山市服部町地先 1.9～2.0 100 4,500 89.72 91.81 1.5 野洲川

24 野洲川 右岸 漏水 Ｂ 守山市服部町地先 2.0～2.3 300 4,500 89.72 91.81 1.5 野洲川

25 野洲川 右岸 漏水 Ｂ 守山市服部町地先 2.5～3.1 600 4,500 91.41 93.26 1.5 野洲川

26 野洲川 右岸 すべり Ｂ 守山市新庄町地先 4.3～4.7 400 4,500 93.8 95.59 1.5 野洲川

27 野洲川 右岸 旧川跡 要注意 守山市新庄町～
野洲市市三宅地先 4.7～6.9 2,200 4,500 94.78 96.41 1.5 野洲川

琵琶湖の水位上昇による浸水危険区域 
氾濫浸水 浸 水 危 険 区 域 
2.0m 以上 守山市農村環境改善センター周辺（立田町） 

大川・新川の河口付近（今浜町） 
法竜川、三反田川、山賀川、堺川の河口からおよそ 500m の区域 
（小浜町、洲本町、赤野井町、矢島町、杉江町、山賀町、森川原町） 

0.5～2.0m 野洲川新・旧放水路の河口付近の区域 
（小浜町、幸津川町、立田町、今浜町、水保町） 
法竜川、三反田川、山賀川、堺川の河口付近の区域 
（小浜町、洲本町、赤野井町、矢島町、杉江町、山賀町、森川原町） 

0.5m 未満 国道 477 号周辺の区域 
（小浜町、幸津川町、立田町、今浜町、水保町、洲本町、赤野井町、矢島
町、杉江町、山賀町、森川原町） 

 

直轄河川重要水防箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：滋賀県水防計画 
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区域 延長
（ｍ）

区域 延長
（ｍ）

区域 延長
（ｍ）

51 法竜川 左右岸 南部 守山市 起点から下流
1,860m

3720 護岸老朽

52 天神川 左右岸 南部 守山市
県道大津守山
近江八幡線よ
り上流420m

840

53 山賀川 左右岸 南部 守山市 薬師橋から上
流700m

1400

54 堺川 左右岸 南部 守山市
市道焔魔堂大
門線より下流
1,200m

2400

左の理由
防御すべき
施設

対策
水防工法

担当水防
管理団体

要水防区域 重要水防区域 特に重要な水防区域
番号 河川名 左右岸 管内

要水防区域及び危険個所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：滋賀県水防計画 

 

(2) 地震動による被害 

湖岸部の埋め立て地だけでなく、内陸部においてもため池や旧河道を埋め立てた人工

地盤は、地震動の影響を受けやすく、構造物被害や地盤変状の被害が現れる。以前は、

かんがい用の貯水池として活用されていたため池は、農業用地の減少にともなってかん

がい需要が減り、埋め立てられ、宅地化されている。一般的に、公共施設等はため池を

埋めて建設されている例が多いが、阪神・淡路大震災においては、学校施設の多くが液

状化現象や地表面の変形によって緊急時の避難場所に指定されているにもかかわらず使

用不可能となった。本市においても、学校等の避難施設は、その立地する地域の特性を

考慮し、防災対策を検討することが望ましい。 

ア．木造建物の被害 

本市においては、昭和 45 年以前の木造建物数が全木造建物数の 30%を超えており、

地震に対しての建物被害の危険性が高い。地震動による木造建物の被害は地区内の棟

数に左右され、「第２次琵琶湖西岸断層帯等による地震被害予測調査（滋賀県）」によ

ると、金森町、赤野井町、矢島町、播磨田町、洲本町、木浜町、今浜町、水保町、立

田町等で被害棟数が多く、小津学区、中洲学区、大門町、横江町、金森町、大林町、

欲賀町、森川原町、山賀町、杉江町、赤野井町、矢島町、笠原町、洲本町、今浜町で

被害率が高くなると予想されている。 

イ．地震火災 

地震災害における火災は、出火過程の特殊性、火災の同時多発、初期消火の困難性、

火災旋風発生の可能性等、一般の市街地火災とは異なった特徴を有する。 

地震時の火災危険度を、木造建物の比率や木造建物棟数密度、不燃領域率等から検

討すると、今宿一丁目、今宿二丁目、今宿三丁目、守山町、守山二丁目、下之郷町、

吉身一丁目、吉身二丁目、吉身六丁目、吉身七丁目、勝部二丁目、二町町の危険性が

やや高くなっている。 

ウ．地盤の液状化 

液状化は、緩く堆積した飽和砂質地盤特有の現象であり、粒径 0.1mm 前後の細砂で、
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それが締まっていないほど、また、細粒分が少なく粒径が揃っているほど液状化しや

すい。本市域は、野洲川により形成された沖積低地上に位置し、砂、シルト、粘土等

の互層からなる軟弱な地盤で占められている。また、一般的に地下水位が高く、地震

時における液状化の危険性は高いといえる。液状化危険度は、自然堤防の縁辺部、河

川沿いの微高地及び琵琶湖湖岸の埋立地において液状化指数（PL 値）が高く、液状化

の危険性が極めて高いといえる。 

 

第５ 防災施策の基本方針 

１．防災施策の理念 

(1) 防災対策の現状と課題 

東日本大震災や、日本各地で相次ぐ大規模な自然災害の発生により、災害に対する市

民意識が高まっており、都市基盤の整備、防災体制の整備等を進めてきた。 

本市にとって最も大きな災害のおそれがある野洲川については、改修事業の伸展によ

り、大規模災害の危機は少なくなっている。ただし、近年の開発事業により、豪雨時の

浸水被害等の増加傾向が見られる。また、県より大河川だけでなく中小河川や農業用排

水路等、身近な水路の氾濫も考慮した水害リスクを求めた地先の安全度マップが、公開

された。県の解析結果より、平成 24 年 7 月に守山市防災マップを改改訂し、防災意識の

啓発を行なった。 

組織・体制等については、各地域に自主防災組織がつくられ、消防署や消防団の指導の

もとに活動しており、さらには、災害時に備えて、国内の友好都市（北海道登別市、東

京都福生市）や全国の自治体（長野県飯田市、熊本県水俣市）との間で締結している災

害時相互応援協定や湖南地域四市間での相互応援連携基本協定、また、市内の民間機関

との間で締結した災害時における応援協定がある。 

また、大規模災害時においては、液状化等地域の実情に応じたより迅速かつ的確な応

急対策が必要であることから、生活圏や防災活動の範囲、避難所との連携面等を考慮し

て、市内を北部、中部、南部と３区域に分割し、それぞれの区域に消防・防災に関する

広域防災拠点として、平成 15 年度にコミュニティ防災センター、平成 21 年度に北部防

災拠点、平成 23 年度に南部防災拠点として備蓄倉庫の整備を図った。 

一方、台風や豪雨による洪水、土砂災害の多発がみられており、また、東海地震とと

もに、東南海・南海地震も視野に入れた地震対策も重視されるようになってきた。 

その結果、水防法の改正によって、主要な河川においては浸水想定区域を明らかにし、

洪水ハザードマップを作成することとなったこと、洪水情報、洪水予報等の充実が図ら

れること等が定められた。また、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」が相次いで出され、適切な避難を実施する

ために、避難準備情報、避難勧告、避難指示等におけるわかりやすい基準の作成と、災

害時要援護者に対する具体的な避難支援計画の作成が求められるようになった。 

以上のような事項を踏まえて、今後の整備課題として以下の項目を設定した。 

● 公助である行政、消防機関、その他関係機関等と、自助である市民及び共助である

地域が一体となって、災害に強いまちづくりに取り組む必要があること 

● 守山市コミュニティ防災センターの中枢拠点としての通信設備等の整備 
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● 庁舎の耐震化 

● 自衛隊活動拠点の整備 

● 琵琶湖を活用した輸送体制の確立 

● アレルギー対応食備蓄品の促進、障害者に配慮した仮設トイレの備蓄促進及び市民

への備蓄普及啓発 

● 避難所運営マニュアルの作成及び避難所の見直し 

● 自治体及び民間との災害協定の推進 

● 確実な情報伝達体制の確立 

● 液状化対策 

 

(2) 第５次守山市総合計画の概要 

第５次守山市総合計画は、平成 23 年から 32 年（2020 年）までにおける守山市のまち

づくりの基本的な方向を明確にし、新世紀の守山市の将来像を展望しつつ策定したもの

である。基本理念として、 

『「わ」で輝かせようふるさと守山』 

を定め、これを踏まえて以下の都市目標を掲げている。 

①  心が輝く学びのふるさとづくり 

②  絆で輝く安心のふるさとづくり 

③  まちが輝く個性と安全のふるさとづくり 

④  水辺とみどりが輝く潤いのふるさとづくり 

(3) 防災施策の理念 

防災体制の現状と課題を踏まえるとともに、第５次守山市総合計画に沿って、防災施

策の理念を次のように設定する。 

「自助・共助・公助の連携による減災のまちづくり」 

行政においては、公助である災害に強い都市基盤の整備、災害に備えた様々な防災機能

の充実が求められるとともに、市民においては、自助である自らの防災力の向上と、共助

である隣人・隣近所・地域社会が一体となって相互に協力し、助け合うまちづくりが重要

であり、市民・行政が一体となって取り組むことによって、より確実で充実した「安全・

安心」のまちづくりを推進する。 

 

２．防災施策の基本方針 

防災施策の理念である「市民と行政の協働による安全・安心のまちづくり」を実現する

ために、次のような基本方針を設定する。 

 

(1) 災害に強い都市基盤の整備 

野洲川の河川改修事業をはじめとする河川・水路の整備、災害時における緊急交通路、

避難路となる道路の整備、鉄道等公共交通機関の防災対策、電気・ガス・水道等のライ

フライン施設の防災対策等、都市基盤施設整備の充実を図る。 

・河川改修事業の促進 
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・都市計画道路、都市公園の整備 

・市街整備の推進 

・建築物の耐震・不燃化の推進 

・ライフライン施設の耐震化の推進 

 

(2) 防災体制の整備・充実 

災害を未然に防止し、被害の拡大を防ぎ、迅速かつ適切な災害応急対策活動を実行す

るには、市民と行政の協働活動が欠かせないものである。そのため、自主防災組織の育

成及び総合防災訓練の実施を中心とする防災組織体制の充実・強化を図る。 

また、市民の防災意識の向上を図るために、平成 24 年に配布した防災マップの活用、

防災訓練等を通じた市民の防災意識の普及に努める。 

さらには、市民一人ひとりの防災力の向上とともに、積極的に防災活動に参加するボ

ランティアの育成を図り、行政と市民が一体となった防災活動の展開や、市民相互の防

災支援の展開が図られるように努める。 

・自主防災組織の育成 

・防災マップの活用 

・防災意識の啓発 

・ボランティアの育成 

・消防体制の強化 

・救急・救助体制の強化 

・情報通信ネットワークの整備・充実 

 

(3) 災害に備えた防災機能の充実 

災害時において、迅速かつ適切な災害応急対策活動を進めるために、各種資機材の整

備・充実、拠点施設整備等の防災施設整備を推進するとともに、公共施設の耐震不燃化、

非常用食料等の備蓄等、防災機能の強化に努める。 

・防災用の各種資機材の整備・充実 

・避難路の安全確保と避難所の耐震不燃化、バリアフリー化 

・非常用食料・飲料水、生活必需品等の備蓄及び確保体制の確立 

 

(4) 避難体制の充実 

台風、集中豪雨等の災害が予想される場合、災害が発生した場合等における避難行動

は最も基本的な防災活動のひとつであり、情報の提供、避難の誘導支援、避難場所の安

全確保等、避難体制の充実に努める。 

・避難勧告等の基準の作成 

・災害時要援護者の避難支援プランの作成 

・避難所の開設・運営システムの充実 
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防 災 施 策 の 構 図 

 

 

 

 

自助・共助・公助の連携による減災のまちづくり 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Standard v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


