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第１節 計画の目的及び位置付け 

 

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条の規定に基づき作成する計画で

あって、大玉村の地域に係る防災対策に関し、必要な体制を確立するとともに、防災機関が災

害予防、災害応急対策、災害復旧を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護し被害の軽減を図り、社会秩序の維持及び公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

第２ 計画の位置づけ 

この計画は、大玉村防災会議条例第２条の規定に基づき大玉村防災会議が作成する計画であ

り、国の防災基本計画、防災業務計画及び福島県地域防災計画と連携した大玉村の地域に関す

る計画である。 

 

国、県、大玉村における防災会議と防災計画の位置づけ 

 

     国           福島県            大玉村 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第３ 計画の構成 

この計画は、災害の実態を分析して問題点の究明に努め、これに即応した具体的な対策を定

めるものである。 

大玉村地域防災計画は、次の各編で構成する。 

１ 一般災害対策編 

風水害等について、予防計画・応急対策計画・復旧計画を定める。 

 

２ 地震災害対策編 

地震災害対策について定める。 

 

３ 火山災害対策編 

火山災害対策について定める。 

 

４ 事故対策編 

原子力災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、危険物等災害、大規模な火事災害、林野火災

中央防災会議 福島県防災会議 大玉村防災会議 

防災基本計画 福島県地域防災計画 大玉村地域防災計画 

（指定行政機関） 

防災業務計画 
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について定める。 

 

５ 資料編 

各編に関連する各種資料を掲載する。 

 

第４ 他の計画に基づく計画との関係 

１ 福島県地域防災計画との関係 

この計画は、「福島県地域防災計画」との整合性を図るものとする。 

 

２ 他の法令に基づく計画との関係 

この計画は、大玉村の地域に係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、水防法に基づく水防計画など、他の法令に基づく防災に関する計画は、こ

の計画を基本として抵触することがあってはならない。 

 

第５ 計画の周知徹底 

村の各部署は、平素からこの計画の担当部分について熟知するとともに、災害時行動マニュ

アルを整備し、職員に周知徹底を図るものとする。 

また、村は住民、関係団体、一般企業に対しこの計画の内容に関する広報を行い、防災意識

と防災対応力の強化を図る。 

 

第６ 地震防災緊急事業五ヵ年計画 

県は、地震防災対策の強化を図るため、地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）に

基づき地震防災上緊急に整備すべき施設等に関しての地震防災緊急五ヵ年計画（以下｢五ヵ年計

画｣という。）を策定し、事業の推進を図ることとされている。村においては、これら五ヵ年計

画の事業計画を、この防災計画の一部として定めるとともに、関係部署は県と協議のうえ積極

的に事業を推進するものとする。 

 

第７ 計画の推進及び修正 

この計画は、防災に関する基本的事項を示しているものであり、防災関係機関はこれに基づ

くマニュアル等を作成し、その具体的推進に努めるものとする。また、災害対策基本法第42条

の規定に基づき、災害に関する経験と対策の積み重ね等により毎年検討を加え、必要と認める

ときは、これを修正する。 
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第２節 基本方針と活動目標 

 

第１ 災害対策の基本理念 

災害対策は、災害対策基本法で定める以下の事項を基本理念として行われるものであり、こ

の計画も基本理念に基づき策定するものとする。 

１ 本村の自然的特性にかんがみ、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発

生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を

図る。 

 

２ 国、県、他の地方公共団体及び公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すると

ともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び行政区、その他地域における多

様な主体が自発的に行う防災活動を促進する。 

 

３ 災害に備えるための措置を適切に組合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過

去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図る。 

 

４ 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる限り的確

に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することに

より、住民の生命及び身体を最も優先して保護する。 

 

５ 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障

がいの有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護する。 

 

６ 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を

図る。 

 

第２ 基本方針 

この計画は、防災に関し、国、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、実施責任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。計画の樹立及びその推進にあたっては、以下の事項を基本とする。 

１ 防災事業の推進 

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

るよう、防災業務施設、設備、資機材等の整備を積極的に推進する。 

  

２ 防災関係機関相互の協力体制の確立 

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、各関係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。また、大規模な災害が発生した場合

は、近隣市町村相互の迅速な応援活動が重要であり、相互の応援活動の実現に向けた環境づく

りに努めるものとする。 
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迅速・的確な広域相互応援活動の実現に向けては、近隣市町相互の応援活動のルールや仕組

づくり、活動を支える緊急輸送道路ネットワークの強化など、ソフト・ハード両面からの環境

づくりに努めるものとする。 

 

３ 住民の防災活動の推進 

（１）自立的防災対策の推進 

村は、災害に強い村づくりを進めるうえで、それぞれの特性を生かし、防災施設・機能の

整備を図るなど、自立的な防災生活圏の形成を図る。 

（２）災害に強いコミュニティの形成 

阪神・淡路大震災、東日本大震災を契機に、地域住民による自主防災組織の育成と活動の

強化による「災害に強いコミュニティづくり」の必要性が再認識された。大規模な災害の発

生直後においては、行政による対応には限界があるため、平常時におけるコミュニティ活動

のネットワークづくりやボランティアとの連携体制の整備等、生活圏に対応した自主防災活

動を支援し、「自らの命と地域は自らで守る」といった考え方を基本とした「災害に強いコ

ミュニティ」の形成をめざす。 

  

４ 男女双方の視点に配慮した防災対策 

男女双方の視点に配慮した防災を進めるための防災に関する政策・方針決定過程及び防災の

現場における女性の参画の拡大、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もの

とする。 

 

第３ 発災直前及び発災後の活動目標 

風水害及び雪害については、気象情報等の分析により災害発生の危険性をある程度予測する

ことが可能なことから、被害を軽減するために、情報の伝達、適切な避難誘導、災害を未然に

防止するための活動等、災害発生直前の活動が重要である。 

また、時間経過により被害様相も変化することから、防災機関等が相互連携を図りながら災

害対策を実施するために、時間経過にあわせた活動目標を設定する。 

なお、活動区分や発災後の時間経過ごとの活動目標については、基本的な事項をまとめたも

のであることから、実際の運用にあたっては、災害の様態、状況に応じた配慮が必要となる。 

 

１ 風水害及び雪害 

活動区分             活  動  目  標 

直前対応 ■災害直前活動 

 ・気象情報、警報等の伝達 

 ・危険箇所の情報収集 

・要員の確保 

・適切な避難誘導の実施、避難所の開設と運営 

 ・水防活動や、ダム、堰、水門等の適切な操作による災害未然防止活動の実施 

緊急対応 

 

■初動体制の確立 

 ・対策活動要員の確保（非常参集） 
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活動区分             活  動  目  標 

  ・対策活動空間と資機材の確保 

 ・通信手段の確保 

・被災情報の収集・分析・対応 

■生命・安全の確保 

 ・初期対応、救助、救出、応急医療活動の展開 

 ・迅速な避難誘導の実施、避難所の開設と運営 

 ・応援活動受入態勢の確立 

 ・広域的な応援活動の要請、広域的な協力による救助・救急活動遂行 

・給食、給水の実施 

 ・通行不能箇所の解消、治安維持に関する対策 

 ・災害の拡大防止及び二次災害の防止関連対策 

応急対応 

 

 

■被災者の生活の安定 

 ・防疫、保健衛生活動等 

 ・ライフラインの早期復旧等 

 ・救援物資等の調達と配給、生活関連情報提供等代替サービスの提供 

 ・通勤、通学手段、就業・就学環境の早急な回復 

 ・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復 

復旧対応 ■地域・生活の回復 

 ・被災者のケア 

 ・がれき等の撤去 

 ・住環境等の回復 

 ・生活の再建支援 

復興対応 

 

■地域・生活の再建・強化 

 ・教訓の整理 

 ・地域復興計画の推進 

 ・地域機能の回復・強化 

 

２ 地震災害 

発災後の時間経過 段階名 活 動 目 標 

直 後 即時対応期 ■初動体制の確立 

 ・対策活動要員の確保（非常参集） 

 ・対策活動空間と資機材の確保 

 ・被災情報の収集・解析・対応 

直後～数時間内 ■生命・安全の確保（瞬時の対応） 

 ・初期消火、救助・救出、応急医療活動の展開 

 ・火災延焼の阻止活動、火災延焼に対応した住民避

難誘導活動等 

 ・広域的な応援活動の要請 

１日目～３日目 緊急時対応期 ■生命・安全の確保（72時間以内の対応） 
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発災後の時間経過 段階名 活 動 目 標 

 ・専門部隊等も加えた本格的な行方不明者の捜索、

救出活動、災害医療等の生命の安全に関わる対策 

 ・広域的な協力による火災消火対策活動、地盤崩壊

対策活動等の遂行 

 ・通行不能箇所の解消、治安維持に関する対策 

 ・有毒物・危険物の漏洩対策等の二次災害の防止関

連対策 

 ・給食・給水、避難所の開設と運営、救援物資等の

調達と配給、生活関連情報提供等代替サービスの

提供 

４日目～１週間 応急対応期Ⅰ ■被災者の生活の安定（最低限の生活環境） 

 ・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早

急な回復 

１週間～１ケ月 応急対応期Ⅱ ■被災者の生活の安定（日常活動環境） 

 ・通勤・通学手段、就業・就学環境の早急な回復 

 ・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境

の回復 

１ケ月～数ケ月 復旧対応期 ■地域・生活の回復 

 ・被災者のケア 

 ・がれき等の撤去 

 ・地域環境の回復 

 ・生活の再建 

数ケ月以降 復興対応期 ■地域・生活の再建・強化 

 ・教訓の整理 

 ・地域復興計画の推進 

 ・地域機能の回復・強化 
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第３節 村の概況と災害要因の変化 

 

第１ 村の自然的条件 

１ 位置及び面積 

本村は、福島県中通り地方のほぼ中央にあり、郡山市、二本松市、本宮市と接する。また、

県内主要都市である福島市と郡山市のほぼ中間に位置する。面積は、79.44ｋ㎡である。 

 

２ 地勢 

標高は、北西端部に位置する安達太良山頂付近の1,650ｍから村の東部に接する阿武隈川の

200ｍにわたる。安達太良山に水源を発する杉田川、百日川、安達太良川が村内を東流し、い

ずれも村外で阿武隈川に注いでいる。西部及び南部は、主として山林におおわれており、東部

は主として平坦地で田畑が広がっている。 

 

３ 地質 

本村の地盤形成は、安達太良山系の噴火活動による影響が大きく、特に和尚山の活動により、

遠藤ケ滝溶岩、前ケ岳溶岩、仙女平溶岩、和尚山溶岩などが形成され、また、山麓部には山崎

岩屑なだれ堆積物が堆積している。 

村周辺の地層は、新第三紀中新世後期の高玉層が分布しており、カルデラ形成期の深沢火砕

流堆積物と後カルデラ期のカルデラ湖埋積物及び火山岩類から構成されている。また、高玉層

分布地域の東方では上位に大名倉山安山岩が噴出している。 

これら安山岩質の礫などが河川の浸食と共に運搬堆積され、扇状地表層は粘土化した火山灰

の層を成している。 

 

４ 気象 

本村の気象は、日本海気候と太平洋気候の両気候の特徴を持つ中通り地方の気象である。 

比較的温暖で、雨量は７月から９月にかけて多く、この月の平均が150mm以上に達すること

もある。降雪量は山間部で約30cm（最深積雪量）はあるものの、平坦部においては少ない。 

３月には、湿った空気が吹き込み春の大雪となることが時々ある。季節風による強風が吹き

建物やビニールハウスなどに被害が出ることもある。また、空気の乾燥する日が続き火災の起

こり易い状態となる。 

４月下旬頃は、降霜により農作物へ被害を与えることがある。また、新芽の出る時期までは、

空気が乾燥し、火災の起こり易い状態が続く。 

６月に入ると梅雨型の気圧配置となり、落雷・降ひょうが起きることもある。７月に入ると

梅雨前線の活発化により集中豪雨が発生し易くなって、中小河川の氾濫や山崩れ等の災害が起

こり易い。北東風が吹き込み低湿状態と日照不足により水稲をはじめとした農作物には、大き

な被害をもたらすこともある。 

８月～９月は台風も日本列島の南岸沖を東進するようになり、秋の長雨と台風による風雨が

重なり大災害を起こし易い気象状況となる。本村に接近するような台風は年に２～３回である。 

10月中旬からは、徐々に季節風が吹き始め気温も低下してきて、初霜が降りる時期になる。

11月中旬には、結氷が見られるようになる。 
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12月上旬には山間部で降雪が見られる。12月中旬から２月にかけては、季節風が最も激しい

時期で、期間中の降雪は、時々見られる。多いときは30cm程度である。しかし、寒冷度は厳し

く、１月下旬から２月にかけて最低気温が摂氏０度以下の日が続くこともある。季節風が強い

ことから、地吹雪による交通途絶や構造物の倒壊などの被害が出ることもある。 

 

第２ 村の社会的条件 

１ 村の沿革 

本村は、昭和30年３月31日に大山村と玉井村が合併し誕生した。 

 

２ 人口 

平成27年10月１日現在の本村国勢調査人口は8,679人、世帯数は2,619世帯となっている。人

口の推移は、昭和30年以降昭和50年までは減少を続けてきたが、昭和55年より増加に転じてい

る。一方、世帯数も、昭和45年から増加傾向にある。 

 

３ 土地利用 

平成22年における本村の土地利用については、森林が4,927haと村土面積の62.0％を占め、

次いで農用地1,746ha（22.0％）、その他359ha（4.5％）、宅地294ha（3.7％）の順になって

おり、森林、農用地が土地利用上高い比率を占めている。農用地、森林、農道などの農林業的

土地利用が中心であるが、一般道路及び宅地による都市的利用については、今後も増加が予想

される。農林業的土地利用の減少と、都市的土地利用の増加傾向は様々な原因が考えられるが、

今後もこの傾向が続いていくものと考えられる。 

 

４ 交通 

本村内外を結ぶ広域交通としては、国道４号をはじめ、本宮市、二本松市にインターチェン

ジのある東北自動車道が南北に走っている。また、平成９年10月には、それらと直結する磐越

自動車道が全線開通している。 

ＪＲ東北本線の最寄りの駅は本宮駅、杉田駅、東北新幹線は郡山駅、福島駅である。 

このように本村は、福島県のほぼ中央に位置し広域交通条件に恵まれている。 

 

第３ 社会的災害要因の変化 

災害、特に地震災害においては、地形、地質、地盤等の自然的条件に起因するもののほか、

人口の分布や建築物の状況等の社会的条件によってもたらされるものが同時複合的に発生する

ことが特徴である。 

社会的災害要因として、主に次のような点が大きな影響を与えると考えられる。 

第１は、住宅の団地化が進んだことにより、災害時における被災人口の増加と火災の多発、

延焼地域の拡大の危険性を高めていることである。 

また、急速な高齢化や外国人の増加等、いわゆる要配慮者の増大についても配慮しなければ

ならない。 

第２は、人々の生活様式の変化により、電気、ガス、上下水道、電話等のライフラインへの

依存度が高まっていることである。これらの設備は、災害により被害を受けるとその復旧に時
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間を要するばかりか、二次災害発生の危険性も含んでいる。 

また、行政機関においてもこれらの設備の依存度は高く、場合によっては、初動体制への影

響も懸念される。 

第３は、自動車利用の普及である。 

自動車は、それ自体から出火したり、市街地火災の延焼拡大の媒体となることが考えられる

が、それにも増して大量の自動車によって引き起こされる交通混乱が被害を著しく拡大するこ

とが予想される。 

第４は、地域連帯意識の低下である。本村においては、他地域と比べて低下の度合いは小さ

いが、徐々に低下の傾向が見られる。災害による被害を最小限に食い止めるためには「自らの

身の安全は自らが守る」という住民一人ひとりの防災意識の向上とともに、自主防災組織の育

成等、地域における防災体制の整備充実が欠かせない。 

本村では、このように急速な社会的条件の変化によって、被害が拡大されるだけでなく、被

害の様相が多様化するものと考えられるが、現状ではこうした新しい災害要因への対応は、決

して満足できる状態にあるとはいえない。したがって、こうした条件変化に最大限の努力を払

うと同時に、地道な基礎的、科学的調査や防災意識の普及活動を不断に続けて行く必要がある。 
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第４節 調査研究推進体制の充実 

 

第１ 危険地域の把握 

土砂災害危険箇所、山地災害危険地区、地すべり危険箇所等災害危険箇所の再点検を通じて、

データの蓄積を行い、災害を防止するため各種対策事業等を推進するとともに、警戒・避難に

資する観測、監視体制の強化などを促進する。また、土砂災害警戒区域等については、住民に

その危険性を認識してもらう必要があることから、住民に対して十分な周知に努める。 

 

第２ 村による調査研究体制 

１ 防災アセスメントの実施及びハザードマップ等の整備 

風水害等の危険箇所等について、災害の危険性を地域の実情に即して的確に把握するための

防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災活動に役立てるため、ハザードマップ、

防災マップ等を定期的に更新する。 

 

２ 村により整理された詳細な情報は、地理情報として整備に努め、災害データベースの質の向

上に役立てる。 

 

第３ 自主防災組織等地域における取組 

大規模災害においては、自治体による応急対策活動が時間的・量的限界に達することから、

地域での自主防災組織等の活動がより重要になってくる。自主防災には、次の点が重要である。 

１ 個人レベル 

（１）地域内の危険環境を知っておくこと。 

（２）地域での近所つきあいを密にし、高齢者や一人暮らし高齢者、障がい者など要配慮者をは

じめとする地域の居住者を把握しておくこと。 

（３）災害時のとるべき行動について普段から認識しておくとともに、訓練を行い、災害に備え

る。 

（４）最低３日分、推奨１週間分の食料の備蓄に努める。 

 

２ 地域レベル 

（１）地域住民による自主防災組織を組織する。 

（２）自主防災組織自らが地域の危険箇所等をチェックし、地図等にとりまとめるなど、防災に

関する研修などに積極的に参加する。 

（３）地域の災害特性を考慮した自主防災組織等による防災訓練を実施する。 
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第５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 防災関係機関の実施責任 

１ 大玉村（Ｐ11） 

村は、防災の第一次的責任を有する基礎的自治体として、地域住民の生命及び財産を災害か

ら守るため、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とともに、消防機関その他組織の整備並びに公共的団体その他防

災に関する団体及び自主防災組織の組織化を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、

村の有するすべての機能を十分に発揮するよう努める。 

 

２ 福島県（Ｐ12） 

県は、市町村を包含する広域的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び財産を保護

するため指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の公共的団体の協力を得

て、防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務

又は業務を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関（Ｐ14） 

指定地方行政機関は、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、村及び防災関係

機関の活動が円滑に行われるよう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（Ｐ15） 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災

活動を実施するとともに、村及び防災関係機関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（Ｐ17） 

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、村及びその他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

６ 消防機関（Ｐ12） 

安達地方広域行政組合消防本部は、地域住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、村、

消防団と連携し、救急救助等の防災活動を実施する。 

また、消防団は、村の要請により地域住民の生命、身体及び財産を災害から守るため防災活

動を実施する。 

 

第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 大玉村 

（１）大玉村防災会議及び大玉村災害対策本部に関する事務 
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（２）防災組織の整備及び育成指導 

（３）防災知識の普及及び教育 

（４）防災訓練の実施 

（５）防災施設の整備 

（６）防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

（７）消防活動その他の応急措置 

（８）避難対策 

（９）災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

（10）被災者に対する救助及び救護の実施 

（11）保健衛生 

（12）文教対策 

（13）被災施設の復旧 

（14）その他の災害応急対策 

（15）その他災害発生の防御及び拡大防止の措置 

（16）関係団体が実施する災害応急対策の調整 

 

２ 消防機関 

（１）大玉村消防団 

ア 火災予防の啓発及び広報活動 

イ 水害、火災及び地震等の災害の鎮圧・警戒 

ウ 災害時における救助活動及び避難誘導 

エ 消防機器、消防水利の点検及び管理 

オ 各種訓練の参加・実施 

カ 他市町村における災害時の応援 

（２）安達地方広域行政組合消防本部 

ア 防災対策 

イ 危険物の安全及び規制 

ウ 消防機器、消防水利の点検と管理 

エ 災害の防除及び被害の軽減 

オ 地域住民の避難誘導 

カ 被災者の救助及び疾病者の搬送 

キ 被害状況の情報収集及び伝達 

ク 被害調査及びり災証明 

ケ 気象情報の通報 

コ 防災訓練の指導助言 

サ 自主防災組織の育成指導 

 

３ 福島県及び県の機関 

（１）福島県 

ア 防災組織の整備 
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イ 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

ウ 防災知識の普及及び教育 

エ 防災訓練の実施 

オ 防災施設の整備 

カ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

キ 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

ク 緊急輸送の確保 

ケ 交通規制、その他社会秩序の維持 

コ 保健衛生 

サ 文教対策 

シ 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

ス 災害救助法に基づく被災者の救助 

セ 被災施設の復旧 

ソ その他災害発生の防御及び拡大防止の措置 

（２）県北地方振興局  

ア 災害応急対策組織の整備  

イ 災害情報の収集及び伝達 

ウ 自衛隊の派遣要請 

エ 村及び防災関係機関との総合調整 

オ 災害地現地調査 

カ 災害対策現地報告 

キ 管内の市町村及び防災関係機関の応援調整 

ク 災害救助法の適用 

ケ 応急対策のための食料品、生活必需品の調達、あっせん 

コ 災害時の廃棄物の処理及び清掃 

サ 一般ボランティアの受入調整 

（３）県北建設事務所（二本松土木事務所含む） 

ア 所轄道路及び河川の災害の予防及び復旧対策の実施 

イ 水防活動の指導 

ウ 土木関係被害の調査及び応急対策 

（４）県北保健福祉事務所 

ア 災害救助の実施 

イ 救護調査 

ウ 日赤その他医療機関との連絡 

エ 医療機関の被害状況の収集及び医療情報の提供 

オ 救護所への医療チームの派遣調整及び派遣された医療チームとの連絡調整 

カ 医療品の需給調整 

キ 巡回診療の計画 

ク 医療ボランティアの受入等に関する連絡調整 

ケ 被災地の飲料水の対策 
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コ 防疫及び清掃その他環境衛生 

サ その他医療救護活動全般に関すること 

（５）県北農林事務所 

ア 農林業等被害調査 

イ 災害時における農業技術対策指導 

ウ 主要農産物の種子及び苗の確保 

エ 農業災害対策及びその調整 

オ 災害時における病害虫防除の指導及びその調整 

カ 農業水利の応急対策 

キ 治山、治水施設、林道等の被害調査及びその応急対策 

ク その他農林関係被害の調査及びその応急対策 

（６）県北農林事務所安達農業普及所 

ア 農作物等被害状況の調査 

イ 災害の未然防止と災害の軽減及び拡大防止に関する技術指導 

ウ 農業災害融資 

 

４ 警察署 

（１）災害の情報収集、伝達及び広報 

（２）避難の指示及び誘導 

（３）被災者の救出、救護 

（４）緊急輸送の確保、交通規制、その他社会秩序の維持 

（５）行方不明者の捜索及び遺体の検視 

 

５ 指定地方行政機関 

（１）東北総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）の整備のための

調整及び電波の統制整理に関すること 

イ 電気通信施設の被災状況等の把握及び災害時における電気通信の確保に必要な措置を

講ずること 

ウ 各種非常通信訓練に関すること 

エ 非常通信協議会の指導育成に関すること 

（２）福島財務事務所 

ア 民間金融機関等に対する金融上の措置要請に関すること 

イ 地方公共団体に対する災害融資に関すること 

ウ 災害発生時における国有財産の無償貸付等に関すること 

（３）東北厚生局 

災害状況の情報収集、通報、関係職員の派遣及び関係機関との連絡調整 

（４）東北農政局 

ア 農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業並びに災害防止事業の指導及び助成 

イ 農業関係被害情報の収集報告 
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ウ 農作物、家畜等の防災管理指導及び病虫害の防除指導 

エ 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっせん・指導 

オ 排水・かんがい用土地改良機械の緊急貸付 

カ 野菜、乳製品等の食料品、飼料、種もみ等の供給対策 

キ 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡 

（５）福島森林管理署 

ア 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

イ 災害復旧用材（国有林材）の供給 

（６）東北経済産業局 

ア 災害時における復旧用資機材、生活必需品及び燃料等の需給対策 

イ 産業被害状況の把握及び被災事業者等への支援 

（７）東北地方整備局 

ア 災害情報等の収集・提供、応急対策及び災害復旧等の支援 

イ 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

ウ 洪水予警報等の発表及び伝達 

エ 水防活動の支援 

オ 災害時における交通規制及び輸送の確保 

カ 被災直轄公共土木施設の復旧 

キ 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

（８）東北運輸局福島運輸支局 

ア 交通施設等の被害、公共交通機関の運行状況等に関する情報収集及び伝達 

イ 緊急輸送、代替輸送における関係事業者等への指導・調整及び支援 

（９）福島地方気象台 

ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその結果の収集及び発表 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層活動による地震動に限る）及び水象の予報

及び警報等の防災気象情報発表、伝達及び解説 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

エ 県や市町村が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

 

６ 自衛隊（福島駐屯地） 

県、市町村、その他の防災関係機関が実施する応急的な災害対策の支援協力 

 

７ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（１）日本郵便株式会社 大玉郵便局 

ア 災害時における郵便事業運営の確保 

イ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

（２）日本赤十字社福島県支部 

ア 医療、助産等救護の実施 

イ 義援金の募集 
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ウ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

（３）東日本旅客鉄道（株）仙台支社福島支店 

ア 鉄道施設等の整備及び防火管理 

イ 災害対策に必要な物資及び人員の緊急輸送の協力 

ウ 災害時における応急輸送対策 

エ 被災鉄道施設の応急対策及び復旧 

（４）通信事業者（東日本電信電話（株）福島支店、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

（株）、（株）ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ（株）、ソフトバンク（株）） 

ア 電気通信施設の整備及び防災管理 

イ 災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 

ウ 被災電気通信施設の復旧 

（５）運輸業者（日本通運(株)、福山通運(株)、佐川急便(株)、ヤマト運輸(株)、西濃運輸(株)） 

災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

（６）東北電力ネットワーク (株)郡山電力センター 

ア 電力供給施設の整備及び防災管理 

イ 災害時における電力供給の確保 

ウ 被災電力施設の応急対策及び復旧 

（７）東京電力ホールディングス株式会社 

ア 原子力施設の防災管理 

イ 原子力災害対策の実施 

（８）（公財）福島県バス協会 

ア 被災地の人員輸送の確保 

イ 災害時における避難者等の緊急輸送の協力 

（９）放送機関（日本放送協会、福島テレビ(株)、(株)福島中央テレビ、(株)福島放送、(株)テ

レビユー福島、(株)ラジオ福島、(株)エフエム福島、(株）Mot.comもとみや） 

ア 気象（津波）予報、警報等の放送 

イ 災害状況及び災害対策に関する放送 

ウ 放送施設の保安 

エ 住民に対する防災知識の普及 

（10）新聞社（(株)福島民報社、福島民友新聞(株)） 

災害状況及び災害対策に関する報道 

（11）(公社)福島県トラック協会 

災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

（12）(一社)福島県医師会、(一社)福島県歯科医師会、(一社)福島県薬剤師会、(公社)福島県看

護協会、(公社)福島県診療放射線技師会 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

ウ 防疫その他保健衛生活動の協力 

（13）(一社)福島県ＬＰガス協会 

災害時におけるＬＰガスの安全対策の実施 
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（14）(一社)福島県警備業協会 

災害時における警戒警備業務及び交通誘導への協力 

 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

（１）（一社)安達医師会 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

ウ 防疫その他保健衛生活動の協力 

（２）ふくしま未来農業協同組合 

ア 県・村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 農作物災害応急対策の指導 

ウ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

エ 被災組合員に対する融資のあっせん 

（３）大玉土地改良区 

ア 災害時の農業用水利施設の被害調査並びに応急対策 

イ 被災施設の速やかな復旧 

（４）大玉村商工会 

ア 村が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 災害時における物価安定についての協力 

ウ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

（５）水道業者 

ア 村が行う被害状況調査及び応急給水への協力 

イ 応急給水活動用・災害復旧用資機材の整備 

（６）金融機関 

ア 災害時における業務運営の確保及び非常金融措置の実施 

（７）医療施設の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における受入者の保護及び誘導 

ウ 災害時における病人等の受入及び保護 

エ 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

（８）社会福祉施設等の管理者 

ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における受入者の保護及び誘導 

（９）大玉村社会福祉協議会 

ア 災害時のボランティアの受入 

イ 生活福祉資金の貸付 

（10）一般運輸業者 

ア 災害時における緊急輸送の協力 

（11）一般建設業者 

ア 災害時における応急復旧の協力 
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（12）危険物関係施設管理者 

ア 安全管理の徹底 

イ 防護施設の整備 

ウ 災害応急対策及びその復旧対策の確立 

（13）（一社）福島県ＬＰガス協会郡山支部 

ア 安全管理の徹底 

イ ガス施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

（14） 福島県タクシー協会 

ア 災害時におけるタクシー無線による情報提供等の協力 

イ 被災者及び負傷者等の保護、輸送の協力 

ウ タクシー業者との連携 
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第６節 住民等の責務 

 

第１ 住民の責務 

住民は、災害対策の基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他

の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参

加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めるもの

とする。 

 

第２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資等の供給を業とする者の責務 

災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者

は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、

村が実施する防災に関する施策に協力するものとする。 
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第２編 一般災害対策編 
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第１章 災害予防計画 
 

第１節 防災組織の整備・充実 

 

 災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、村及び防災関係機関は、複合災害（同

時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより被害が

深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災体制を整備

するとともに、広域的な応援も含めた防災関係機関相互の連携を強化する。また、地

域全体の防災力の向上に結びつく防災組織の整備を促進する。 

 

第１ 村の防災組織 

１ 大玉村防災会議 

村は、防災会議を設置し、地域防災計画に基づき計画の具体的な実践と防災対策の推進を図

るとともに、関係市町村及び防災関係機関との協力体制の整備を図る。 

（１）設置の根拠 

災害対策基本法第16条 

（２）所掌事務 

ア 地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。 

イ 村の地域に係る災害が発生した場合、当該災害に関する情報を収集すること。 

ウ 村の地域に係る災害が発生した場合、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、

県並びに関係指定行政機関、関係市町村及び関係指定公共機関相互間の連絡調整を図るこ

と。 

エ 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施推進を図ること。 

オ 上記に掲げるもののほか、法律等によりその権限に属する事務に関すること。 

 

  （３）組 織 

 

                

 

      

 

   指定行政機関の職員                 指定行政機関の職員 

   福島県の職員                    福島県の職員 

   福島県警察職員                   大玉村の職員 

   大玉村教育長                    指定地方公共機関の職員 

   大玉村の職員                    学識経験者 

   大玉村消防団長                    

   安達地方広域行政組合消防長 

   指定地方公共機関の職員 

 その他公共的団体の職員 

会  長 

（ 村 長 ） 

委   員 

（25名以内） 
専 門 委 員 
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２ 大玉村災害対策本部 

（１）設置の根拠 

災害対策基本法第23条の２ 

（２）所掌事務 

防災会議と緊密な連絡をもとに、大玉村地域防災計画の定めるところにより、村内の災害

予防及び応急対策を実施する。 

（３）組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 大玉村水防本部  

（１）設置の根拠 

水防法第3条 

（２）所掌事務 

洪水等による水害の警戒と防御及びこれによる被害を軽減し、公共の安全を保持する。 

（３）組 織 

大玉村災害対策本部組織編成表（Ｐ84）に準ずる。 

（４）村災害対策本部が設置された場合 

災害対策本部の組織に入り、水防事務を処理する。 

 

第２ 自主防災組織 

１ 設置の目的 

災害対策基本法第５条の規定に基づき地域住民が自ら防災活動の推進を図るため、行政区、

組等を単位として設置するものであり、住民は自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、

自発的な防災活動に参加する等、防災に寄与することが義務付けられている。 

 

２ 組織編成 

自主防災組織の編成はそれぞれの規約で定めるところによるが、例示をすると次のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

本部長(村長) 

副本部長(副村長) 

各部・各班 

現地災害対策本部 本部付・本部員会議 

※大玉村災害対策本部組織編成表参照（Ｐ84） 

教 育 長 

消防団長 

各部長等 

大玉村消防団 
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                  情 報 班〔各組ごとの情報収集、区長へ報告〕 

   本部長 ― 副本部長     消 火 班〔初期消火、伝達により組長へ報告〕 

  （区 長） （副 区 長）    救出救護班〔避難者手当、人員確認〕 

 〔区（組）全体の把握、指示〕   避難誘導班〔避難者誘導、交通整理〕 

                  給食給水班〔炊き出し、飲料水の確保、配布〕 

 

第３ 応援協力体制の整備 

１ 県内市町村間の相互応援 

村は、大規模災害にかかる適切な応急措置を実施するため、あらかじめ隣接市町との応援協

定さらには広域市町村圏、地方振興局等を単位とした応援協定の締結を促進するものとする。 

なお、協定締結後は、あらかじめ手続き等の細部事項について十分な検討を行っておくもの

とする。（※協定状況は第２章第５節（Ｐ108）） 

 

２ 消防の相互応援協定 

村及び安達地方広域行政組合消防本部は、隣接市町及び隣接消防本部等と消防相互応援協定

等に基づき円滑な消防応援体制を図るとともに、効率的な運用が図られるよう体制の整備に努

めるものとする。 

 

３ 民間協力計画 

村及び防災関係機関は、所掌事務に関する公共的団体、防災組織、民間企業及び団体に対し

て災害時における緊急対策等について、その積極的協力が得られるよう協力体制を整えるもの

とする。 

特に、村の各部局は、それぞれの所掌事務に関する公共的団体、民間企業及び団体とあらか

じめ協議しておくとともに、災害時における協力業務及び協力の方法等を明らかにしておき、

災害時において積極的な協力が得られるよう努めるものとする。 

 

４ その他の防災組織 

不特定多数の者を受入れる施設、危険物施設等の施設の管理者は、消防法等の法令に基づき、

その施設の用途、規模に応じた自衛防災組織の整備、充実を図るものとする。 

 

５ 公的機関等の業務継続性の確保 

村及び防災関係機関は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のた

め、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制

と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定・見直し等により、業

務継続性の確保を図る必要がある。また、業務継続計画は、村長不在時の明確な代行順位及び

職員の参集体制、本庁舎使用不可時の代替庁舎、電気・水・食料等必要な資機材の確保、災害

時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時

優先業務の整理について定めるものとされている。 

村は、令和２年４月策定の大玉村業務継続計画に基づき、実効性ある業務継続体制を確保す

るとともに、引き続き必要な資源の継続的な確保や、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓

練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえ
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た改訂などを行う。 

また、業務継続体制の整備を通じて、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体

制の整備を図り、災害対策本部機能の充実・強化に努めるものとする。 
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第２節 防災情報通信網の整備 

 

 災害時に災害情報システムが十分機能し、活用できる状態に保つため、村及び防災関

係機関は、防災情報通信網を整備するとともに、併せて設備の安全対策を講じるものと

する。 

 

第１ 防災行政無線の整備 

１ 村防災行政無線の整備及び概要 

住民への防災用緊急伝達装置として、データ放送、同時複数通信にも対応したデジタル防災

行政無線システムの整備が図られた。さらに非常用電源設備の整備も図られ、停電時において

も住民への防災行政無線による情報伝達が可能となった。引き続き、情報伝達の多ルート化等

を検討し、住民への災害情報伝達方法の充実に努める。 

（１）同報固定系 

平成28年度から平成29年度にかけて新たに導入したデジタル防災行政無線システムは、村

内34箇所に設置した屋外拡声子局（パンザマスト）により、村内全域に一斉放送のほか、各

地区別に分けての放送が可能である。さらには各家庭に戸別受信機が設置されており、屋内

での受信も可能となっている。また、村内３箇所に雨量計を増設し、デジタル通信により各

地の雨量を一括確認できるほか、役場庁舎親局以外に農村環境改善センターにも非常用親局

を備え、大規模な災害時においても非常通信手段としての機能を確保した。 

さらに、自然災害はもちろんのこと、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による緊

急地震速報や弾道ミサイル情報にも対応し伝達することが可能となっている。 

（２）移動系 

同報固定系と同時にデジタル化され、親局や移動局無線装置との間で通信を行い、よりク

リアな音質での情報提供が可能となった。携帯型移動局無線装置は、車載への設置が可能で、

主に災害時の消防関係の連絡用として運用している。 

 

２ 福島県総合情報通信ネットワークの概要 

福島県総合情報通信ネットワークは、一刻一秒を争う緊急事態が発生した場合に備える、県

全域を一つに結ぶ衛星系及び地上系通信による通信網である。 

平常時においては、村、県等の行政に必要な連絡通信回線として活用することができるが、

災害時にあっては、これらの一般通話の回線を統制して、迅速・的確な情報の収集、一斉指令

等の機能を発揮する。 

現行の通信網は、平成10年４月１日から運用を開始し、平成21～24年度に更新を行い、従来

の通信機能を包含した福島県総合情報通信ネットワークの整備を行った。 

この通信網では、衛星系と地上系による通信の多ルート化、通信設備・電源装置の二重化、

機動的な情報収集活動を行うための衛星可搬局・衛星携帯電話の導入や有線（光）通信網の利

用による双方向の映像伝送など、防災通信機能が拡充・強化されている。 

 

３ 防災情報提供システム 

福島地方気象台からの気象、地象及び水象情報を福島県が提供を受け、福島県総合情報通信
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ネットワークシステムの端末機により村へ伝達される。 

（１）気象、高潮及び波浪に関する特別警報 

（２）気象、高潮、波浪及び洪水に関する警報及び注意報 

（３）土砂災害警戒情報 

（４）指定河川洪水予報 

（５）気象情報 

（６）台風情報 

（７）天気予報 

（８）ナウキャスト（降水、雷、竜巻） 

（９）アメダス 

（10）大津波警報 

（11）津波警報 

（12）津波注意報 

（13）地震に関する情報 

（14）噴火情報等 

  ※高潮、波浪、津波関連の情報は、本村については該当しない。 

 

第２ その他通信網の整備・活用 

１ 非常通信体制の充実強化 

村及び防災関係機関は、災害時等に加入電話又は自己の所有する無線通信設備が使用できな

い時、又は利用することが困難となった場合に対処するため、電波法第52条の規定に基づく非

常通信の活用を図るものとし、東北地方非常通信協議会の活動を通して非常通信体制の整備充

実に努める。 

また、村はアマチュア無線クラブやＭＣＡ無線利用の運輸業者等の協力を得て、アマチュア

無線やＭＣＡ無線等による非常通信を行う。 

 

２ その他通信連絡網の整備・活用 

（１）整備と活用 

村及び防災関係機関は、その他災害時の情報伝達手段として、インターネット等の有線系

メディアの活用のほか、コミュニティＦＭ局等の協力についても検討するとともに、携帯電

話の通話エリアの拡大や緊急速報メール、衛星通信を利用した携帯電話の導入、国、通信事

業者等の支援による携帯無線機などの臨時的通信機器の確保など、災害時における多様な通

信連絡網の整備充実に努める。 

村は、消防庁が運用するＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）からの防災（災害）情

報を防災行政無線の自動起動で住民に提供する。また、緊急速報メール、デジタル放送や携

帯端末等を活用した防災情報の提供を行うとともに、災害情報共有システム（Ｌアラート）

に被害情報や避難勧告等の発令、避難所開設などの災害情報等を発信し、多様な媒体を通し

て速やかに住民へ伝達することができるようにする。 

さらに、災害時に通信連絡網が十分に機能するよう、訓練を行うだけでなく、日常業務に

おいても防災行政無線等の通信端末を活用するなど、使用方法の習熟を図るものとする。 
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なお、村、公共機関においては、管理するコンピューターシステムやデータのバックアッ

プ対策を講じるとともに、企業等の安全確保への自発的取組を促進する。 

村は、住民が自ら情報を入手できるよう、携帯電話やパソコン等の個人情報端末の活用方

法の周知を図るとともに、住民等へ避難情報等を伝達するために使用する手段について、事

前に周知しておく。 

（２）災害時の機能確保 

各情報通信管理者は、災害に強い通信網を構築するため、有・無線系、地上系・衛星系等

による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化を推進する。また、停電時の電源確保のた

め、非常用電源設備の整備を促進する。 

 

第３ 情報連絡員（県リエゾン）との連携 

村は、福島県地域防災計画において定める県と村の相互協力の手段として、大規模災害の初

動期に県から村に派遣される情報連絡員（県リエゾン）との連携を図る。 

 

【派遣を行う基準】 

（１）ＮＴＴ回線や携帯電話だけでなく、県総合情報通信ネットワークによる連絡も困難になっ

た場合等、県と村の間で通信が途絶え又は困難になった場合 

（２）村において災害対策本部を設置する要件の災害が発生した場合 

（３）その他、災害対策地方本部長が必要と認めた場合 

 

【業務内容】 

（１）地方本部と派遣先（村）間の情報伝達の支援 

ただし、県と村との通信が途絶している場合、携行した衛星携帯電話等を活用 

（２）派遣先（村）の被害情報や要望事項を積極的に収集し、地方本部への速やかな報告及び地

方本部に報告した内容について派遣先（村）との共有 

（３）派遣先（村）の承諾を得て災害対策本部会議等に出席し、被災の実態を調査するなど、状

況の把握や分析、関係機関との共有 

（４）県が所有している情報の派遣先（村）への積極的な提供 

（５）その他、災害対策地方本部長が指示する業務 

 

【派遣の終了】 

（１）派遣先（村）と県との通信状況が回復した時 

（２）派遣先（村）において、緊急時対応が終了したとき 

（３）派遣先（村）において、災害対策本部が解散したとき 
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第３節 気象等観測体制 

 

 自然災害による被害を軽減するため、気象等観測施設の整備を図るとともに、防災関

係機関相互の連絡通報体制の整備を推進する。 

 

第１ 大玉村地域の観測所の整備状況 

１ 雨量観測施設 

（１）大玉村役場 

（２）アットホームおおたま 

（３）大玉村玉井字問屋場 

（４）大玉村玉井字東光 

（５）大玉村大山字象目田 

 

２ 防災情報提供システム 

福島地方気象台からの気象、地象及び水象情報を福島県が提供を受け、福島県総合情報通信

ネットワークシステムの端末機により村へ伝達される。 

（１）気象、高潮及び波浪に関する特別警報 

（２）気象、高潮、波浪及び洪水に関する警報及び注意報 

（３）土砂災害警戒情報 

（４）指定河川洪水予報 

（５）気象情報 

（６）台風情報 

（７）天気予報 

（８）ナウキャスト（降水、雷、竜巻） 

（９）アメダス 

（10）大津波警報 

（11）津波警報 

（12）津波注意報 

（13）地震に関する情報 

（14）噴火情報等 

※高潮、波浪、津波関連の情報は、本村については該当しない。 

 

３ 統一河川情報システム 

(一財)河川情報センターが、気象庁のデータ及び各地のテレメータから送られた気象情報、

河川水位情報等を、福島県総合情報通信ネットワークシステムの端末機を通して村へ提供され

る。また、村内３河川に危機管理型水位計を設置し、警戒水位等の情報を携帯電話やパソコン

等の個人情報端末にリアルタイムで配信が可能となっている。 

 

第２ 気象観測体制の充実 

村は、各気象観測機関との連携を図りながら、自然災害を未然に防止するため、気象観測施
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設等の充実と情報収集の改善に努め、気象観測体制の充実を図る。 
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第４節 災害別予防対策 

 

 水害、土砂災害及び風害、雪害の発生を未然に防止するとともに、災害の拡大を防止

するための各種対策について定める。 

 

第１ 水害予防対策 

本村には、阿武隈川・安達太良川・杉田川・百日川の一級河川が流れており、河川の増水に

より住宅浸水被害から生命・財産・生産力を守るため、警戒と防御に最善の努力を傾注し、被

害を最小限に押さえる必要がある。 

本村の地形特性上、阿武隈川の支流となる安達太良川や杉田川等における洪水対策が主とな

っているが、平成30年の西日本豪雨や令和元年の東日本台風では、各地の河川（高梁川、千曲

川、多摩川等）においてバックウォーター現象（通常は本流と支流が合流して水が流れていく

が、本流の水位が上昇したことにより支流側の水が行き場を失い逆流してしまうことで、支流

の堤防が決壊もしくは溢れることで河川の氾濫を引き起こす現象）が発生しており、本村にお

いても対策を進めていく必要がある。 

村は、阿武隈川支流の安達太良川や杉田川等について、浸水想定区域が指定・公表された場

合は洪水ハザードマップを作成し、予報等や避難情報等の伝達経路、避難所等の避難措置につ

いて、地域住民への周知徹底を図るとともに、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受け

つつ、過去の浸水実績を把握したときにはこれを水害リスク情報として住民、滞在者その他の

者へ周知するものとする。 

また、水害を予防するために、水防活動の充実を図り、さらに、下記の事業を行うものとす

る。 

  

1 河川等の対策 

（１）河川・水路等の改修 

（２）流下土石により河床が上昇し、流水断面が不足する堆積土砂の除去 

（３）ため池等老朽化施設の改修 

（４）農業用排水路及び生活排水路の整備 

（５）洪水ハザードマップ整備の促進 

 

２ 災害危険箇所 

村地域防災計画に記載する災害危険箇所のうち、河川に関するものは、資料編記載のとおり

である。 

 

第２ 土砂災害予防対策 

台風や集中豪雨等による土砂災害を未然に防止するため、危険箇所の解消を図るための事業

を推進する。また、県と連携を図り危険箇所への標識設置等による住民等への周知徹底及び警

戒・避難に資する監視体制の強化を促進する。 

 

１ 土砂災害防止事業 
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地形、地質との関係から山地が崩壊する危険性のある箇所には、土砂流出や崩壊等を防止す

る工事や、植林による防止策を実施する。 

 

２ 土砂災害等発生危険区域 

（１）土石流危険渓流として指定された箇所             （資料１－３） 

（２）急傾斜地崩壊危険箇所として指定された箇所          （資料１－４） 

（３）砂防指定地として指定された箇所               （資料１－６） 

（４）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域          （資料１－３） 

 

３ 土砂災害の被害予防対策 

（１）土砂災害危険区域の周知、特に危険区域内の住民に対し危険性を周知徹底すること。 

（２）危険区域内の住民に対しては、大雨注意報、大雨警報及び台風情報をもれなく伝達するこ

と。 

（３）相当量の降雨があったとき又はある見込みのときは、時期を失することなく住民に避難勧

告をすること。この場合において、住民が自主的に避難するよう指導すること。 

（４）避難場所においては、指定の場所又は自主的に判断した場所とし、消防団員が常に誘導で

きるよう努めること。 

 

４ 土砂災害警戒区域における対策 

（１）村地域防災計画への記載 

村は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達に関する事項、避難場所及び避難経

路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、救助その他必要な警戒避難

体制に関する事項について定める。 

（２）要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制 

村は、村地域防災計画において、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設で土砂災害のお

それがあるときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設（社会福祉施設、学校、

医療施設等）の名称及び所在地について定めるものとする。名称及び所在地を定めた施設に

ついては、村は、村地域防災計画において、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災害

に関する情報等の伝達について定めるものとする。 

村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

関係機関の協力を得て、避難確保に関する計画を策定し、それに基づき、避難誘導等の訓練

を実施するものとする。 

また、村は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認するよう努めるものとする。 

（３）土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 

村は、大玉村土砂災害ハザードマップを令和元年９月に作成し、土石流、地すべり及びが

け崩れなどが発生した場合に被害を受けるおそれのある区域に、土砂災害特別警戒区域、土

砂災害警戒区域として示すとともに、土砂災害に関する情報の伝達や土砂災害のおそれがあ

る場合の避難地に関する事項等について住民への周知を図っている。 
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５ 避難勧告等の発令基準の周知 

村は、県及び福島地方気象台が発表する気象情報を、関係機関及び住民へ伝達することとす

る。 

また、避難勧告、避難指示（緊急）等の発令基準（第２編 第２章 第９節 避難（Ｐ121））

をあらかじめ関係機関及び住民へ周知することとする。 

 

６ 要配慮者支援 

緊急時における情報伝達手段、方法を確立し、関係機関相互の支援体制の整備、確立に努め

る。 

 

第３ 風害予防対策 

季節風や台風の強風による家屋、農業施設の被害を防ぐため、風害予防対策を講じる。 

１ 風害防止対策 

季節風の強い冬季間や台風期における住宅・構造物に及ぼす被害を予防するため、次の事業

を行う。 

（１）防風林の植樹 

村の緑化とも併せ、防風林の植樹について積極的に啓発し、促進する。 

（２）家屋建築の際の指導 

特に季節風の常風地域に家屋等を建築する者に対し、防風についての助言を行う。 

（３）建築物等の危険防止の指導 

道路管理者は、看板、広告物、その他の構築物を定期あるいは台風期前に調査し、危険防

止策を講ずるように指導する。 

（４）農業施設及び農作物の指導 

ビニールハウス等の農業施設及び果樹園等について防風対策を促進するよう指導する。 

 

第４ 雪害予防対策 

大雪等による被害から交通、通信及び電力等の生活関連施設を確保し、村の日常生活の安定

と産業経済の停滞を防止するため、関係機関は以下のような雪害対策を推進し、災害の軽減に

努める。 

１ 道路交通の確保 

冬季間の道路交通を確保するため、道路管理者は迅速かつ的確な除雪体制を図る。（原則と

して降雪量１５cm以上とし、幹線道路とする。） 

また、道路の凍結等により道路交通に著しい支障が出ると予想される地域においては、滑り

止め用砂や融雪剤の散布によりスリップの防止や、道路管理者の行う交通規制状況について情

報を提供するなどの方策を講じる。又、車両の滑り止め対策の広報を行うものとする。 

 

２ 鉄道輸送の確保 

冬期間の鉄道輸送を確保するため、鉄道事業者は、融雪用機材の整備・保守点検及び除排雪

要員の確保等について計画的な推進を図るものとする。とくに、踏切事故防止のため、あらか

じめ責任者を定め、踏切除排雪体制の強化を図る。 
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３ バス交通の確保 

バス事業者は、全線の運行を把握し、利用者に対して的確に情報提供できるよう情報収集連

絡体制の整備を図るものとする。 

 

４ 通信及び電力供給の確保  

通信及び電力の供給を確保するため、関係機関は雪害対策用資機材の整備・保守点検及び要

員等について計画的な推進を図るものとする。 
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第５節 火災予防対策 

 

 火災の発生を未然に防止し、火災が発生した場合に被害の軽減を図るため、消防力の

強化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化などに関する対策を実施する。 

 

第１ 消防力の強化 

１ 消防力の強化 

村は、「消防力の整備指針」による目標の達成に向け、消防施設・設備の整備にあたり、年

次計画を立て、各種補助事業等の活用により充実強化を図り、また、消防団員については、技

術の向上と組織の活性化及び適正な配備に努める。 

（１）消防団員の確保 

消防団は、地域社会における消防防災の中核として重要な役割を果たしている。しかしな

がら社会環境の変化に伴い、団員減少の課題に直面していることから、行政は消防団員の処

遇改善や教育訓練の充実等を図り、団員確保を支援する。また、公務員の加入促進を図ると

ともに、事業所や大学等に対して消防団活動の理解と協力を要請する。 

（２）消防施設・設備の整備 

消防力の強化のために、消防整備計画に基づき、消防ポンプ自動車等の更新を年次計画に

より図る。 

また、消防屯所の増・改築及び無線設備の更新については、年次的に整備の検討を加え、

活動環境の整備を図る。 

（３）団員の教育 

消防活動に必要な知識及び技術を備えた消防団員、｢信頼される消防人｣を養成するため団

員の資質向上に努め、福島県消防学校、福島県消防協会の行う教育訓練を受講させるほか、

消防団においても随時訓練を行う。 

  

２ 消防水利の整備 

消防水利基準に基づき、消火栓（地上式・地下式）、防火水槽（原則として40t級）、地域

水利、プール及び自然水利等の機能維持及び新設を行い、有効利用が図れるよう点検にも十分

配慮する。 

 

第２ 広域的な応援体制の整備  

１ 広域的な応援体制の整備 

村及び安達地方広域行政組合消防本部は、隣接市町及び隣接消防本部等と消防相互応援協定

の締結を促進するとともに、既存の相互応援協定についても随時見直しを行い、円滑な応援体

制の整備を図る。 

 

２ 緊急消防援助隊等の派遣要請及び受入体制 

消防組織法第44条第１項の規定に基づき、知事が消防庁長官に緊急消防援助隊等の消防広域

応援を要請する際の手続き等についてマニュアル化を行うなど、県、消防本部、市町村間で応

援を受ける場合を想定した受援計画及び応援出動する場合の応援計画を策定している。 
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第３ 火災予防対策 

１ 火災予防思想の普及啓発 

住民に対する防火思想の普及及び火災予防の徹底を図るため、春・秋の全国火災予防運動等

を通じて啓発、広報紙、広報車、防災行政無線等による広報等を行い普及の徹底に努める。 

また、ライフラインの復旧時に出火する場合もあるので、「大規模地震時の電気火災の発生

抑制対策の検討と推進について（大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会）」を踏

まえた感電ブレーカーの設置推奨のほか、電気のブレーカーの遮断確認及びガスの元栓閉鎖な

ど避難時における対応についての普及啓発を図る。 

 

２ 住宅防火対策の推進 

住宅防火対策については、消防庁発出の「新たな住宅防火対策の推進について（平成13年消

防予第91号消防庁長官）」の「住宅防火基本方針」を踏まえた対策を推進する。 

また、村は、消防団員による巡回指導、私設消防組織・女性消防協力隊等の組織育成強化と

防火指導員の養成を行い、民間防火の徹底を図る。 

特に、被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、障がい者等の家庭について優

先的に住宅防火診断等を実施する。 

 

３ 防火管理制度の効果的運用 

防火管理制度は、防火管理の実施を消防法第８条及び火災予防条例第55条の３で義務付けら

れた制度で、火災による人的、物的損害を最小限にとどめるため、防火対象物（消防法第８条

に規定するもの）の防火管理体制を強化し、失火の防止・出火の早期通報・初期消火及び避難

誘導を確実に行える体制を確立する必要がある。 

また、設置義務のある防火対象物（消防法第８条に規定するもの）には必ず防火管理者が置

かれるように選任・解任届けを励行させる。 

 

第４ 初期消火体制の整備 

１ 消火器等の普及 

村は、災害発生時における初期消火の実行性を高めるために、消防関係機関と協力して、各

家庭における消火器の設置及び維持管理、使用方法等について普及啓発に努める。 

また、消火器の設置義務のない事業所等においても、消火器具の積極的な設置を行うよう指

導する。さらに、住宅火災の早期避難に有効な住宅用火災報知器の設置についても啓発する。 

 

２ 自主防災組織の初期消火体制の整備 

村は、地域ぐるみの初期消火体制の確立のため、自主防災組織を中心とし、消火訓練や防火・

防災講習会などを通じて、初期消火に関する知識、技術の普及を図る。 

また、地域の自主防災組織が有効に機能していくため、防災活動への支援や防災意識向上の

ための取組を実施する。 

さらに、私設消防組織による消火用資機材等の整備を支援し、地域における初期消火の体制

強化に努める。 
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３ 家庭での初期消火 

村は、家庭における火災発生時の初期消火の重要性について啓発指導するため、一般家庭を

対象とした火災警報器の設置及び消火器具の使用方法、初期消火の具体的方法等について広報

及び講習会を実施する。  

 

第５ 火災拡大要因の除去計画 

１ 道路等の整備 

計画的な道路網、緑地帯及び公園の整備を促進し、延焼の効果的な抑止を図るとともに、緊

急輸送路・避難路の確保及び円滑な消防活動環境の確保に努める。 

 

２ 建築物の防火対策 

村は、公共建築物は原則として耐火構造とするが、公共建築物等における木材の利用の促進

に関する法律及び「ふくしま県産材利用推進方針」の目的等を十分にかんがみたうえで耐火構

造の要否を判断するものとする。 
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第６節 建造物災害・文化財災害予防対策 

 

 近年、建築構造は多種化しており、その用途や設備も多様化しているため、建造物

対策は種別・状況に応じて行う必要がある。 

 また、災害から文化財を保護するためにとるべき措置について定める。 

 

第１ 建造物災害予防 

１ 不燃性及び耐震性建築の促進対策 

一般の建築物については、防災化の利点と効果を啓発し、建築材料の不燃材の使用や、構造

においても合理的かつ力学的に耐震性、耐火性の高い建築物への改修等に向けた指導を行う。 

 

２ 公共建築物の対策 

公共建築物の地震や火災、災害に対する安全性の確保と、被災を未然に防止するため、建築

基準法第12条の規定により、定期的に、資格を有する者に建築物及び建築設備（以下本項にお

いて「建築物」という。）の状況を点検させ、耐震性・耐火性の向上のための補修・補強又は

改善等を行うなど、建築物の適切な維持管理を図る。 

 

３ ブロック塀の安全対策 

（１）ブロック塀の建築については、建築基準法施行令の規定に適合する構造とする。 

（２）ブロック塀に代わるものとして、生垣の推進を図る。 

 

第２ 文化財災害予防 

１ 文化財災害予防対策 

教育委員会は文化財等の防火のため、大玉村文化財保護条例（昭和61年条例第６号）により

必要な措置を行い、災害時における防災対策を定めておくものとする。 

また、文化財保護強調週間（11月１日～７日）及び文化財防火デー（１月26日）等の行事を

通じて、防火・防災意識の高揚を図る。 

指定文化財は（資料編 資料２－１１）のとおり。 

２ 防災設備等の整備強化 

文化財所有者・管理者等は、火災報知設備、非常警報設備、防火壁、消火栓、消火用水及び

避雷設備等の防災設備の整備に努めるとともに、定期的な保守点検を実施するものとする。 

３ 火災予防体制の強化 

文化財所有者・管理者等は、文化財収蔵場所及び周辺における火気使用の制限、焚火、禁煙

区域の設定等の防火措置を徹底するとともに、非常時の迅速な連絡通報体制の整備に努めるも

のとする。 

４ 予防査察の徹底 

教育委員会は、県・消防機関と連携を図り、文化財施設について定期的に予防査察を実施し、

文化財所有者・管理者等に対し改善点を提示するとともに、防火管理体制の徹底を期するもの

とする。 

５ 訓練の実施 
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教育委員会、県、消防機関及び文化財所有者・管理者は、相互に協力し、火災発生時等にお

ける消火活動の円滑な対応を図るため、防火訓練あるいは図上訓練を随時実施するものとする。 
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第７節 電力・ガス施設災害予防対策 

 

台風、洪水、雷、風雪害等に対する災害予防の対策を講じ、電気施設及びガス施設

の被害を軽減し、安定した電力及びガス供給の確保を図るとともに、施設の破損等に

よる二次災害を防止することを目的とする。 

    

第１ 電力施設災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、災害対策組織を整備し、

防災体制を確立しておくとともに、その組織の運営方法及び関係機関との連携・協調の体制に

ついても定めておくものとする。 

 

２ 事業計画 

（１）災害予防のための設備計画 

風水害の対策については、各設備とも計画設計時に建築基準法及び電気設備に関する技術

基準等による風水害対策を十分考慮するとともに、既設設備の弱体箇所の補強や、必要に応

じた設備の設置により対処するものとする。 

（２）施設の耐震性の強化計画 

ア 送電設備 

① 架空電線路 

地震力の影響は、氷雪、風圧及び不平均張力による荷重に比べて小さいので、これら

を考慮した設計を行うものとする。 

② 地中電線路 

油槽台設計については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

イ 変電設備 

機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、

電気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づき設計を行うものとす

る。建築については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

ウ 配電設備 

軟弱地盤箇所について、根かせの増加取付等による支持物基礎の補強、変台コマの取付

けや捕縛方法の強化等で柱上変圧器の設置を行う。 

（３）電気工作物の調査・点検等 

電気工作物は、常に法令に定める電気設備技術基準に適合するよう確保し、さらに事故の

未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には特

別の巡視）並びに自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査を行うものとする。 

（４）災害対策用資機材の確保 

本店及び店所は、災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努めるも

のとする。 

（５）災害対策用資機材の輸送体制の確立 

本店及び店所は、災害対策用資機材の輸送計画を策定しておくとともに、車両等の輸送力
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の確保に努めるものとする。 

（６）防災訓練等の実施 

ア 本店及び店所は、従業員に対し、災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パン

フレット等の配布、検討会の開催等により防災意識の高揚に努めるものとする。 

イ 営業所は、災害対策を円滑に推進するため、年１回以上防災訓練を実施するとともに、

村等が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

 

第２ ガス施設（ＬＰガス）災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれのある場合又は発生した場合に対処するため、初動措置段階における

組織として、災害対策に関する規程及び保安規程に基づく体制を整備し、初動措置として実施

すべき事項を明確にしておくものとする。 

 

２ 事業計画 

台風等による風水害の応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止

や供給停止の早期復旧を図るための防災計画を策定し、段階的に推進していくものとする。 

（１）ＬＰガス設備の強化計画 

ア 消費先の容器置場等 

火気との距離確保のための隔壁等を設置する場合は、耐震性を考慮して施工する。また、

既設の隔壁等についても耐震性の評価を行い、必要に応じ、強化等の措置を講ずるものと

する。 

イ 容器の転落・転倒防止措置 

容器の転落・転倒防止については、省令に基づく措置を講ずることはもちろんのこと、

適正な鎖掛け等を実施し、定期点検を実施するものとする。 

ウ 耐震性配管への切替 

埋設配管は、耐震性の高い配管を設置するものとし、既設埋設配管についても計画的に

耐震性の高い配管へ切替を行うものとする。 

エ 安全器具の設置 

マイコンメーターは災害防止に効果があることから、設置の推進を図るとともに、使用

時間遮断機能搭載のＳ型マイコンメーターや集中監視システムの導入を図り、より高度な

保安の実現に努めるものとする。 

オ ガス放出防止器等の設置 

容器等からのガス漏れを防止するため、ガス放出防止器の設置を図るものとする。 

なお、設置にあたっては、災害発生時において、容器のバルブの閉止が困難な高齢者世

帯等を優先的に行う等配慮するものとする。 

（２）情報収集のための無線等通信設備の整備 

災害発生直後の供給区域内の被害情報の収集や緊急措置の実施のための連絡を迅速かつ

的確に行うための情報通信設備を整備しておくものとする。 

（３）防災資機材の管理等 

次の防災資機材及び常備品を備え、定期的に数量を確認し、使用可能な状態に管理してお
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くものとする。ただし、事業者において確保が困難な場合は調達ルートを確立しておくもの

とする。 

ア 修理用工具類 

イ 車両、機械 

ウ 点検用工具類 

エ 非常食、飲料水 

オ 救急医薬品 

カ 緊急支援用物資（カセットコンロ・カセットボンベ等） 

キ 補修用・仮設住宅用機器（充てん用容器・ガスメーター・調整器等） 

（４）復旧計画の策定 

円滑かつ効率的な復旧作業を行うため、あらかじめ次の事項を考慮し、 (一社)福島県Ｌ

Ｐガス協会が設置する現地対策本部と事前に協議し、復旧計画を定めておくものとする。復

旧作業の優先順位は、原則として人命にかかわる箇所、官公署、避難場所等の優先順位を考

慮して策定するものとする。 

ア 住宅地図の整備・管理の在り方 

イ 集合住宅の開栓の在り方 

ウ 合理的な緊急点検の方法 

（５）防災訓練の実施 

災害発生時に迅速かつ的確に防災活動を実施するため、できる限り実践に即した訓練を実

施するものとし、村及び県の防災計画との関連も考慮した活動・対応とする。 

（６）防災関係機関との相互協力 

ガス洩れ等による爆発事故等が発生した場合、適切に対応できるよう、防災関係機関との

責任分担を明確にしておくとともに、必要な相互協力ができるよう協議しておくものとする。 

 

 



42 

第８節 緊急輸送路等の指定 

 

村は、災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の輸送を行うため、

各拠点との有機的連携を考慮し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに、それぞれ

の計画に基づき、その整備を図る。 

    

第１ 県指定の緊急輸送路等 

県指定の緊急輸送路で、村内を通る路線は以下のとおりである。 

１ 第１次確保路線 

県内の広域的な輸送に不可欠な主要幹線道路で最優先に確保すべき路線 

 

種 別 路 線 名 区         間 

国 道  ４ 号 大山字堂ケ久保～大山字壇 

 

２ 第２次確保路線 

県地方災害対策本部と村災害対策本部等の主要拠点と接続する幹線道路で、優先的に確保す

べき路線 

 

種 別 路 線 名 区         間 

一般県道 石筵・本宮線＋ 

大橋・五百川停車

場線 

玉井字水口 ～ 玉井字町（町・宮ノ前線） 

村道 町・宮ノ前線 玉井字町（大橋・五百川停車場線） ～  

玉井字星内（大玉村役場） 

 

３ 第３次路線 

第１次、第２次確保路線以外の緊急輸送道路 

 

第２ 村緊急輸送路の指定 

村は、村内における緊急輸送路を確保するため、村緊急輸送路の指定をする。 

１ 第１次確保路線 

広域的な輸送の不可欠な国道等の主要幹線道路で最優先に確保すべき路線。上記の県指定第

１次確保路線の範囲とする。 

 

２ 第２次確保路線 

市町村災害対策本部等の主要拠点と接続する幹線道路で優先的に確保すべき路線。上記の県

指定第２次確保路線の範囲と下記の路線の範囲とする。 
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種 別 路 線 名 区         間 

一般県道 
大橋・五百川停車場線 玉井字町（村道町・宮ノ前線） ～ 

玉井字大壇（玉井小学校） 

一般県道 
大橋・五百川停車場線 玉井字寺久根 ～ 

玉井字大橋（本宮・土湯温泉線） 

一般県道 
須賀川・二本松線 大山字馬尽（村道神原田・馬尽線） ～ 

大山字諸田向（村道大山・松沢線） 

主要地方道 
本宮・土湯温泉線 大山字玉貫（国道４号） ～ 

大山字大皿久保（村道安達太良線） 

村 道 
町・宮ノ前線 玉井字星内（大玉村役場） ～  

       大山字神原田（本宮・土湯温泉線） 

村 道 
大壇線 玉井字大壇（県道大橋・五百川停車場線） ～ 

       玉井字大壇（玉井小学校） 

村 道 
神原田・馬尽線 大山字馬尽（県道須賀川・二本松線） ～ 

       大山字谷地（大山小学校） 

村 道 
町尻・当地内線 玉井字町尻（県道石筵・本宮線）～ 

大山字藤ノ木（北部ふれあいセンター） 

村 道 
大山・松沢線 大山字玉貫（国道４号） ～ 

大山字諸田向（村道大山・松沢線） 

村 道 
安達太良線 大山字大皿久保（県道本宮・土湯温泉線） ～ 

     玉井字長久保（アットホームおおたま入口） 

村 道 
アットホームおおたま

線 

玉井字長久保（村道安達太良線） ～ 

       玉井字長久保（アットホームおおたま） 

村 道 
的場４号線 玉井字的場（村道町・宮ノ前線） ～ 

       玉井字的場（大玉中学校） 

    

３ 第３次確保路線 

第１次、２次確保路線以外の緊急輸送道路 

 

第３ 臨時ヘリポート 

１ 消防防災ヘリコプター 

村は、風水害、地震等の大規模災害に対する空路からの高度な救助、救急及び消火活動等や

物資受入の拠点として、消防防災ヘリコプター臨時離着陸場を次のとおり指定する。 

 

名   称 所  在  地 管 理 者 面積 ㎡ 

大玉村民運動場 大玉村大山字六社山6-2 教育委員会 13,000 

アットホームおおたまグラウンド 大玉村玉井字長久保53-3 村長  6,700 
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２ 救急医療用ヘリコプター（ドクターヘリ） 

村は、救急患者の治療開始時間及び救命救急センターへの搬送時間の短縮、救命率や機能回

復率を向上させるため、ドクターヘリ臨時離着陸場を次のとおり指定する。 

 

名   称 所  在  地 管 理 者 面積 ㎡ 

大玉村民運動場 大玉村大山字六社山6-2 教育委員会 13,000 

アットホームおおたまグラウンド 大玉村玉井字長久保53-3 村長  6,700 

 

第４ 緊急輸送路等の整備 

緊急輸送路等に指定された施設の管理者（ヘリコプター臨時離着陸場を除く）は、それぞれ

の計画に基づき、その施設の整備を図る。  
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第９節 避難対策 

 

風水害やそれに伴う土砂災害では、迅速に安全な場所へ避難することが人命を守るう

えで重要となるため、村において適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図るととも

に、高齢者、乳幼児、疾病者及び障がい者等「要配慮者」の多様なニーズにも配慮した

避難体制の確立を図るものとする。 

    

第１ 避難計画の策定 

村は、風水害による浸水、家屋の倒壊、急傾斜地の崩壊、山崩れ、地すべり等の災害発生時

又は災害発生のおそれがある場合に、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、次の事項を内容

とした避難計画を策定する。 

なお、避難計画の策定にあたっては、避難先の伝達方法、避難の長期化、県外も含めた市町

村間を越えた広域避難の際のコミュニティを維持しながらの避難先の指定についても考慮する。 

特に、村は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、高

齢者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難勧告

及び避難指示（緊急）のほか、一般住民に対して避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとと

もに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策

と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者等避難開始を

伝達する必要がある。 

また、村は、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等の発令について

関係機関の協力を得ながら、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、

避難すべき区域、指定緊急避難場所やタイミング、判断基準、伝達方法を明確にしたマニュア

ルの作成及び必要に応じた見直しの実施に努めるものとする。その際、水害と土砂災害、複数

河川の氾濫等、複合的な災害が発生することを考慮するものとする。 

さらには、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所への移

動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うこと

がかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、近隣の安全な場所

への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、村は、日頃から住民等への周知徹底

に努めるものとする。 

特に、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行う

など、実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓発に努めるものとする。 

村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を

絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を上げた体制の構築

に努めるものとする。 

 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）を発令する基準 

（１）避難勧告等の判断基準の策定について 

村は、「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府（防災担当））の設定例等を踏まえ、

定量的かつわかりやすい指標を用いた避難勧告等の判断基準を策定するものとする。 

また、避難勧告の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましいが、避難のため
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の時間的余裕がない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告等を発令するもの

とする。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周知するものとする。避難勧告等

の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合

が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告したり、屋内での安全確保措置の区

域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発

令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう

努めるものとする。 

ア 洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川及び水位周知河川については、

水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の

発令基準を策定するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や施

設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、同様に具体的な避難勧告等

の発令基準を策定することとする。 

イ 土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報が発表された場合に直

ちに避難勧告等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定する

ものとする。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて村をいくつかの地域に分割

したうえで、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険度の高まっている領域が含ま

れる地域内のすべての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発

令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

（２）指定行政機関等による助言 

村は、上記の判断基準を策定する場合、指定行政機関、指定地方行政機関又は県に対し助

言及び策定に関する支援（以下、「助言等」という。）を求めることができる。この場合、

助言等を求められた指定行政機関、指定地方公共機関又は県は、その所掌事務に関して必要

な助言等を行う。 

各災害に関する避難勧告等の判断基準を策定する場合に、主に助言等を求める機関は以下

のとおり。 

・水  害 福島地方気象台、河川管理者（県河川整備課、各建設事務所等）、 

県（災害対策課） 

・土砂災害 福島地方気象台、砂防施設等の管理者（県土木総務課、各建設事務所等）、 

県（災害対策課） 

 

２ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）の伝達方法 

３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区等（※資料１－８） 

４ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

５ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

（１）給水措置 

（２）給食措置 

（３）毛布、寝具等の支給 

（４）衣料、日用必需品の支給 

（５）負傷者に対する応急救護 

（６）暖房器具の準備 



47 

（７）女性や子育て家庭等（授乳室等）のニーズへの配慮 

（８）ペットとの同行避難のためのケージ等の支援 

 

６ 指定避難所の管理に関する事項 

（１）避難所の管理者（原則として本村職員を指定）及び運営方法 

（２）避難者受入中の秩序保持 

（３）避難者に対する災害情報の伝達 

（４）避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

（５）避難者に対する各種相談業務 

 

７ 指定避難所の整備に関する事項 

（１）受入施設 

（２）給食施設 

（３）給水施設 

（４）情報伝達施設 

（５）衛生施設（仮設トイレ、防疫・清掃用資機材等） 

（６）授乳室、更衣室等女性やこどもの安全を確保するための施設 

（７）ペット等の保管施設 

 

８ 要配慮者に対する支援に関する事項 

（１）情報の伝達方法 

（２）避難及び避難誘導 

（３）避難所における配慮等 

（４）大玉村保健センター、大玉村地域包括支援センターの活用等 

 

９ 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 

（１）広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

（２）標識、誘導標識等の設置 

（３）住民に対する啓発 

（４）防災訓練の実施等 

 

第２ 指定緊急避難場所の指定等 

村が策定する避難計画において定める指定緊急避難場所は、災害対策基本法第49条の４の規

定に基づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

１ 指定緊急避難場所の指定 

村は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認

めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のた

めの立ち退きの確保を図るため、下記に定める基準に適合する施設又は場所を、洪水その他の

異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定する。また、村は、災害の想定等に応

じて、近隣市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町に設けるものとする。 
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（１）災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、居住者等に開放され、救助者等の

受入に供するべき屋上その他の部分について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しく

は移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであること。 

（２）洪水、がけ崩れ、土石流及び地すべり、大規模な火事、大量の降雨により雨水を排水でき

ないことによる浸水、噴火に伴い発生する火山現象が発生した場合において住民の生命又は

身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域内にあるものであること。ただし次

に掲げる基準に適合する施設についてはこの限りではない。 

ア 当該異常な現象により生ずる水圧、震動、衝撃その他の予想される事由により当該施設

に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下その他構造耐力上支障のある事態を生じ

ない構造のものであること。 

イ 洪水、浸水等が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあっては、想

定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入の用に供すべき屋上その他の部分が

配置され、かつ避難上有効な階段その他の経路があること。 

（３）上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。 

ア 延焼火災の発生するおそれが大きい地域にあっては、避難場所と避難路の選定を合わせ

て確実に避難が可能となるように体系だった選定を行う。 

イ 学校のグラウンド等を選定する場合、臨時ヘリポート、応急仮設住宅建設予定箇所等と

重複しないように調整する。 

ウ 誘導標識を設置する場合、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し、どの災

害の種別に対応した避難場所であるかを明示する。また、災害種別一般図記号を用いた標

識の見方について周知する。 

 

２ 管理者の同意 

村は、指定緊急避難場所として指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者の

同意を得るものとする。 

 

３ 知事への通知等 

村は、指定緊急避難場所として指定をしたときは、その旨を知事（災害対策課）に通知する

とともに、公示する。 

 

４ 管理者の届出義務 

指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由によ

り現状に重要な変更を加えようとするときは、村に届けるものとする。 

 

５ 指定の取消 

村は、指定緊急避難場所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認めるときは、指定を

取り消し、その旨を知事（災害対策課）に通知するとともに、公示する。 

 

第３ 指定避難所の指定等 

村が策定する避難計画において定める指定避難所は、災害対策基本法第49条の７の規定に基
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づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

１ 指定避難所の指定 

村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案

し、災害が発生した場合における適切な避難所（避難のための立ち退きを行った居住者、滞在

者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な

被災した住民その他被災者を一時的に滞在させるための施設）の確保を図るため、下記に定め

る基準に適合する公共施設その他施設を指定避難所として指定する。また、一般の避難所では

生活することが困難な要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所として指定するよう努めるも

のとする。 

村は、指定管理施設を指定避難所とする場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に

関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

（１）被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 

（２）速やかに被災者等を受入、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は

設備を有するものであること。 

（３）想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。 

（４）車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 

（５）主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させることが想定

される者にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること、

要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されていること、

災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限

り確保されること。 

（６）上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。 

ア 指定避難所における避難者１人あたりの必要面積は、おおむね３平方メートル以上とす

る。 

イ 指定避難所は、要避難地区のすべての住民を収容できるよう配置する。 

ウ 指定避難所は、崖くずれや浸水などの自然災害により被災する危険がないところとする。 

エ 原則として耐震構造（昭和56年以前に建築されたものは耐震診断を行い、安全が確認さ

れたもの）の耐火・準耐火建築物とし、障がい者や高齢者、女性等の生活面での障害が除

去され、ユニバーサルデザインへの配慮がなされている施設とする。 

 

２ 管理者の同意 

村は、指定避難所として指定しようとするときは、当該指定避難所の管理者の同意を得るも

のとする。 

 

３ 知事への通知等 

村は、指定避難所として指定をしたときは、その旨を知事（災害対策課）に通知するととも

に、公示する。 

 

４ 管理者の届出義務 

指定避難所の管理者は、当該指定避難所を廃止し、又は改築その他の事由により現状に重要
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な変更を加えようとするときは、村長に届けるものとする。 

 

５ 指定の取消 

村は、指定避難所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認めるときは、指定を取り消

し、その旨を知事（災害対策課）に通知するとともに、公示する。 

 

６ 指定した施設の整備 

村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、避難生活の環境を良好に保つために、

換気、照明等の施設の整備に努めるものとする。 

村は、指定避難所において、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源等のほか、要配

慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資する

テレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。 

村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、常備薬、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

村は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保

や通信設備の整備等を進めるものとする。 

また、村及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門

家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

 

第４ 指定緊急避難場所等を指定する場合の留意点 

１ 指定緊急避難場所と指定避難所の関係 

指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。 

 

２ 地域との事前協議 

災害発生時に指定緊急避難場所等の施設開放を地域や行政区で実施できるようにするなど、

被災者を速やかに受入れるための体制の整備を地域と協議のうえ進める。 

 

３ 学校を指定する場合の措置 

学校を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定する場合は、基本的には教育施設である

ことに留意しながら、指定緊急避難場所や指定避難所として機能させるため、教育委員会及び

学校と使用施設の優先順位、避難所運営方法（教職員の役割を含む。）等について事前の協議

を行っておく。 

 

４ 県有施設の利用 

村は、地域の実情等を考慮し、県有施設を指定緊急避難場所又は指定避難所として指定する

ときは、運営方法について運営管理者及び財産管理者とあらかじめ協議する。 

なお、村から指定避難所等として指定された施設の運営管理者は、財産管理者と協力し、指

定避難所としての施設等の整備に努めるものとする。 

 

５ その他の施設の利用 
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村は、指定した避難所で不足する場合、又は避難が長期化する場合に備え、宿泊施設等との

協議を行ったうえで、あらかじめ協定を締結するなど日頃から連携を図っておく。 

 

第５ 避難路の選定等 

避難計画の避難路の選定基準等はおおむね次のとおりとする。 

１ 避難路は、おおむね８メートル以上の幅員とするが、この基準により難いときは地域の実情

に応じて選定する。 

２ 避難路は相互に交差しないものとする。 

３ 避難路沿いには危険性の高い場所がないなど安全性に配慮する。 

４ 周辺地域の状況及び災害の状況により使用不可能となった場合を考慮し、複数の道路を選定

する。 

 

第６ 避難場所等の居住者等に対する周知 

災害時における避難の万全を期すため、広報紙、掲示板、パンフレット等により、住民に地

域内の指定避難所、指定緊急避難場所、避難路及び避難勧告方法について、周知を図る。 

指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生するお

それのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについて、日

頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互

に兼ねる場合においては、特定の災害について当該施設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについて、日頃から住民等への周知徹底に

努めるものとする。 

村は、住民等に対し、あらかじめ、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努

めるものとする。この際、村は、住民等が主体的に避難所を運営できるよう配慮することに努

めるものとする。 

村は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、以下の情報が記載されたハザー

ドマップ等の印刷物を各世帯に提供するとともに、インターネット等により居住者等がその提

供を受けることができる状態にするよう努める。 

（１）異常な現象が発生した場合において住民の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認め

られる土地の区域を表示した図面 

（２）災害に関する情報伝達方法 

（３）指定緊急避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立

退きを確保するうえで必要な事項 

 

第７ 学校、医療機関等における避難計画 

学校、医療機関及びその他防災上重要な施設の管理者は、それぞれ消防計画の中に以下の事

項に留意して避難に関する計画を作成し、避難対策の万全を図る。 

 

１ 学校等の避難計画 

学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命の
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安全を確保するために、次の事項に留意して学校等の実態に即した適切な避難対策を定める。 

また、村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼

稚園等の施設との連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 

（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置 

（５）避難場所、経路、時期及びその指示伝達方法 

（６）避難場所の選定、受入施設の確保及び教育、保健、衛生及び給食の実施方法等 

（７）避難者の確認方法 

（８）児童生徒等の父母又は保護者等への引渡方法 

（９）通学、通園時に災害が発生した場合の避難方法 

 

２ 社会福祉施設等における避難計画 

社会福祉施設等においては、それぞれの地域の特性を考慮するとともに、対象者の活動能力

等についても十分配慮して定めておく。 

（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置（自動車の活用による搬出等） 

（５）避難の時期（事前避難の実施等）及びその指示伝達方法  

（６）避難所及び避難経路の設定並びに受入方法 

（７）避難者の確認方法 

（８）家族等への連絡方法 

（９）避難時の近隣住民等の協力体制の確保 

 

３ 医療施設等における避難計画 

医療施設等においては、患者を他の医療機関、又は安全な場所へ集団的に避難させる場合を

想定し、被災時における医療施設内の保健、衛生の確保、入院患者の移送先施設の確保、転送

を要する患者の臨時受入場所、搬送のための連絡方法と手段、病状の程度に応じた移送方法、

搬送用車両の確保及び病院周辺の安全な避難場所及び避難所についての通院患者に対する周

知方法等をあらかじめ定めておく。 

 

４ その他防災上重要な施設の避難計画 

店舗等の不特定多数の者が出入りする施設においては、利用者の行動内容等を考慮したうえ

で、避難場所、経路、時期並びに誘導及び指示伝達の方法について定めておく。 

 

５ 広域避難計画 

医療機関や社会福祉施設等の管理者は、県外も含めた市町村間を越えた広域避難を想定し、

搬送方法も含めた避難計画の策定に努めることとする。 
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第８ 新型コロナウイルス等の感染症対策 

１ 宿泊施設等の活用 

（１）宿泊施設等を避難所として開設する必要性の検討 

ア 村は、可能な限り多くの避難所の開設を検討し、避難所として開設可能な公共施設等の

活用についても十分検討したうえで、なお不足が予測される場合は、宿泊施設等の活用を

検討する。 

イ 避難所として宿泊施設等を活用するときは、協定に基づき実施する。 

 

２ 避難所開設・運営訓練の実施 

避難所運営訓練は、避難所運営に際しての必要人員の検討、役割分担、手順、課題等を確認

するにあたって有効であるため、感染拡大防止に配慮のうえ、「新型コロナウイルス感染症対

策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン」を参考としつつ、積極的に実施する。 
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第１０節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

 

災害時には、広域的あるいは局地的に、救助や医療(助産)救護を必要とする傷病者

が発生することも予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、その機

能が停止することも予想される。 

 村は、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保するとともに、被

害の軽減を図るために必要な医療（助産）救護・防疫体制の整備充実を図る。 

    

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

１ 医療（助産）救護活動体制の確立 

村は、災害時における医療（助産）救護活動体制について、南消防署、日本赤十字社福島県

支部、安達医師会、安達歯科医師会、安達管内医療機関と調整し、その体制の確立を図るもの

とする。 

 

２ 災害時医薬品等備蓄供給体制の確立 

村は、災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について「福島県災害時医薬品等備蓄

実施要綱」・「福島県災害時衛生材料等備蓄事業実施要綱」・「福島県災害時医薬品等供給マ

ニュアル」に基づき調達計画を策定する。 

 

３ 血液確保体制の確立 

村は、災害時における血液の不足に備え、平時の献血促進について住民への普及啓発を図る。 

 

４ 後方医療体制の確立 

救護所や救急告示医療機関等では対応できない重症病者等を搬送し、治療及び入院等の救護

を行う後方医療機関として、二次医療施設の一層の充実が図られるよう、県、その他の機関に

要請する。 

 

５ 傷病者等搬送体制の整備 

（１）搬送手段の確保 

村、消防機関等は、現場及び救護所から後方医療機関までの重症患者の搬送や医療救護班

等の輸送について、陸送、空送等複数の手段を確保しておく。 

（２）搬送経路、搬送拠点の確保 

震災等により搬送経路となるべき道路が被害を受けた場合や重症患者の航空輸送を考慮

し、後方医療機関への複数の搬送経路や広域搬送拠点を確保しておく。 

（３）ヘリコプター搬送 

ヘリコプター離発着箇所の指定と後方医療機関までの搬送体制を確立させておく。 

 

６ 医療関係者を中心とした防災訓練の実施 

村は、県と協力し、災害発生時に迅速かつ円滑な医療（助産）救護活動が行われるよう医療

関係者を中心とした定期的な防災訓練等の実施に努める。 
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第２ 防疫対策 

１ 防疫体制の確立 

村は、被災地における防疫体制の確立を図る。 

 

２ 防疫用薬剤等の備蓄 

村は、防疫用薬剤及び資機材の備蓄を行うとともに、調達計画の確立を図る。 

 

３ 感染病患者等に対する医療体制の確立 

被災地において感染症患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者の発生が予測されることか

ら、村は隔離病棟の把握と患者又は病原体保有者の搬送体制の確立を図る。 

 

第３ 応援医療体制の整備 

災害発生時に、村内に多くの負傷者が発生した場合、安達管内医療機関における医師の不足、

医療資機材の不足が生ずる可能性があるため、村及び関係医療機関は広域的医療協力を得るた

めの調整・整備を図る。  
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第１１節 食料等の調達・確保、防災資機材等の整備及び廃棄物処理計画の

運用 

 

    

 

 

 

 

 

 

第１ 食料、生活物資等の調達及び確保 

１ 食料 

（１）村は非常用食料の備蓄に努めるとともに、あらかじめふくしま未来農業協同組合、村商工

会等食料供給関係事業者等、生産者等と食料調達に関する協定を締結するなどして食料の調

達体制の整備に努める。 

（２）非常用食料としての備蓄品は、乾パン、缶詰、即席麺及びアルファ米等、保存期間が長く

かつ調理不要のものとする。 

また、高齢者、障がい者、乳幼児、病弱者等の利用にも配慮した対応を図るものとする。 

（３）村が備蓄を行うにあたっては、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を考慮し

分散備蓄とするとともに、備蓄拠点を設けたり、指定避難所等に最低限の備蓄を行うなど、

体制の整備に努める。 

また、備蓄数量の設定にあたっては、大規模な災害が発生した場合の被害を想定し、家屋

からの非常持ち出しができない避難者や旅行者等の１日分程度を目安に行うこととし、近接

する市町間の連携による備蓄量の確保など多様な方法によって確保を図る。 

（４）村は、防災週間や防災関連行事等を通じ、自主防災組織や住民に対して、最低３日分、推

奨１週間分の食料の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

（５）村は、災害応急対策に従事又は応援派遣する職員用食料の確保及び備蓄に努める。 

 

２ 生活物資 

（１）村は、住民に最も身近な行政主体として、必要に応じ生活物資の整備に努めるとともに、

ふくしま未来農業協同組合、村商工会、スーパーセンタープラント－５大玉店及びその他小

売業者と物資調達に関する協定の締結などして生活物資の調達体制の整備に努める。 

（２）備蓄及び調達の品目としては、寝具（毛布等）、衣料品（下着、作業着、タオル、おむつ

等）、炊事器具（卓上コンロ、カセットボンベ）、食器、日用雑貨、燃料、簡易トイレ、携

帯充電器、要配慮者向け用品などが考えられる。また避難所での生活が長期化する場合に必

要となる備品の調達の検討を行う。 

（３）備蓄を行うにあたっては、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を考慮した分

散備蓄とするとともに、避難者への提供が容易な指定避難所等に備蓄拠点を設けるなど体制

の整備に努めるものとする。 

また、備蓄数量の設定にあたっては、大規模な災害が発生した場合の被害を想定し、家屋

村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努め

るとともに、災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整

備及び廃棄物処理計画（大玉村災害廃棄物処理計画基礎資料［平成30年３月策定］）

の運用を図る。また、住民は、最低３日分、推奨１週間分の食料、飲料水等の備蓄に

努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）を日頃から備

えておく。 
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からの非常持ち出しができない避難者や旅行者等の１日分程度を目安に行うこととし、近接

する市町間の連携による備蓄量の確保など多様な方法によって確保を図る。 

（４）村は、防災週間や防災関連行事等を通じ、自主防災組織や住民に対して、生活物資や非常

持出品を日頃から備えておくよう啓発するとともに、防災訓練での供与訓練等の実施に努め

る。 

  

第２ 飲料水の確保 

１ 応急飲料水の確保 

（１）村は、発災後３日間は被災者１人１日３ℓに相当する量を目標として、応急飲料水の確保

及び応急給水資機材（給水タンク車、給水タンク、ポリ容器、ポリ袋等）の整備に努めると

ともに、自主防災組織や住民に対しても３日分の飲料水の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

また村は、食料品とともに飲料水（ペットボトル等）についても、広域的な調達能力を有

する販売業者に対し、災害発生時における円滑な供給体制の整備ができるよう要請するもの

とする。 

（２）村は、平常時から応急飲料水を確保するため、湧水、井戸水の把握に努める。 

 

２ 資機材等の整備 

村は、応急給水用として給水タンク、ろ過装置、ポリタンク及びポリ袋等資機材の整備に努

める。 

 

第３ 防災施設資機材等の整備 

１ 防災施設資機材等の整備 

（１）村及び安達地方広域行政組合消防本部は、災害時に必要とされる応急活動用資機材（エン

ジンカッター、発電機、投光機、スコップ、ツルハシ、かけや、水防シート、土のう、ロー

プ等）の整備充実を図る。 

（２）村は、長期間の避難者受入が可能な避難所について、太陽光パネルや発電装置などの資材

整備に努める。 

（３）防火・飲料水兼用水槽の設置 

地震時には、停電や水道管の破裂等の事態が当然に予想される。したがって、消火栓等の

使用が不能となることが考えられるので、なるべく多くの防火用水槽の設置を進めるものと

する。 

（４）小型動力ポンプの整備 

交通障害によって消防ポンプ自動車の活動が制限される場合が多いので、既配置の可搬式

小型動力ポンプの活用を図るものとする。 

（５）消火器の設置 

風水害等に伴う火災の発生に際し、初期消火が効果的に行えるよう、戸別に消火器の備え

付けを奨励するとともに、住民が積極的に消火活動に参加できるよう地域ごとに共同消火機

器等の配置を図るものとする。 

（６）ろ過器等給水設備の整備 

水道施設の被害等により飲料水に欠乏をきたすことが考えられる。このため、プール及び
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消火用水等も飲料水として活用しなければならない場合を想定し、これを浄化するためのろ

過器を整備するものとする。 

（７）救出用機器の整備 

建造物の倒壊に伴う救出対策を効果的に行うためレッカー車・ガス溶断器・エンジンカッ

ター・ジャッキ等の救出機器とともに動力付ノコ、手ノコなどを整備するものとする。被害

現場における応急手当等も夜間、しかも停電下で行わなければならないことも予想されるの

で、発電機、蓄電池、投光機等も整備するものとする。 

 

２ 備蓄倉庫等の整備 

村は、公用施設、公共施設、避難所等における食料等の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に

努める。また、長期間の避難者受入が可能な避難所について、太陽光パネルや発電装置などの

整備に努める。 

 

第４ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立・運用 

１ 災害廃棄物処理計画の運用 

村は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針（以下、「指針」という。）に基づき、適正

かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置き場の確保や運用方針、一

般廃棄物（避難所ゴミや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周

辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等について、平成30年３月に大玉村災害廃棄物処理

計画基礎資料を策定しており、適切な運用を図るものとする。 

また、村は、災害廃棄物に関する情報、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）

や地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に努める

ものとする。 

 

２ 広域処理体制の確立 

村は、県と協力し、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努めるものとす

る。十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、

平時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに、処理施設の能力を維持

し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする。 
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第１２節 防災教育 

 

 村及び防災関係機関は、防災業務に従事する職員の防災知識の向上及び技能の習得を

図るとともに、住民一人ひとりが日頃から災害に対する正しい認識を身につけ、冷静か

つ的確に対応できるよう、防災知識の普及と防災意識の高揚に努め、災害発生の防止、

災害時の被害の軽減を図る。 

 

第１ 住民に対する防災教育 

１ 防災知識の普及啓発時期 

村及び防災関係機関は、災害予防運動期間や災害が発生し易い時期等を通じて、各種講演会、

イベント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止に関する総合的な知識の普及に努めるも

のとする。また、災害による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となること

を踏まえ、警報等や避難勧告等の意味と内容の説明などを行う。また、地域コミュニティにお

ける多様な主体の関わりの中での、防災に関する教育の普及推進に努めるものとする。 

普 及 啓 発 事 項 予 防 運 動 期      間 

１．風水害予防に関する事項 

 

水防月間 

（出水期） 

５月１日～５月31日 

６～10月 

２．土砂災害予防に関する事項 

 

土砂災害防止月間 

がけ崩れ防災週間 

山地災害防止キャンペーン 

６月１日～６月30日 

６月１日～６月７日 

５月  ～６月 

３．火災予防に関する事項 

   

春季全国火災予防運動 

秋季全国火災予防運動 

文化財防火デー 

３月１日～３月７日 

11月９日～11月15日 

１月26日 

４．雪害予防に関する事項  

雪崩防災週間 

12月  ～３月 

12月１日～12月７日 

５．地震災害に関する事項 防災とボランティア週間 

防災とボランティアの日 

防災週間 

防災の日 

津波防災の日 

１月15日～１月21日 

１月17日 

８月30日～９月５日 

９月１日 

11月５日 

 

２ 普及の内容 

村及び防災関係機関は、住民に対し、災害時のシミュレーション結果等を示しながらその危

険性を周知するとともに、次の事項について普及啓発を図るものとする。 

（１）最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパ

ー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、負傷の防止や避

難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物との同

行避難や避難所での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の

家庭での予防・安全対策 

（２）この地域防災計画に定める指定避難所等、応急救護方法、住宅内外の危険箇所の把握 



60 

（３）警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の発令時にと

るべき行動 

（４）様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）での災害発生時にとるべき行動、指定緊

急避難場所や指定避難所での行動 

（５）災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじめ

決めておくこと 

 

３ 普及の方法 

各種防災訓練、講習会、講演会、座談会等を開催するとともに、村広報紙、村防災行政無線、

村ホームページの活用のほか、新聞、テレビ、ラジオ等の広報媒体の利用を図る。 

 

４ 地域防災力の向上 

村は、地域に根ざした防災教育の実施に努めるとともに、ハザードマップを公共施設などに

掲示するだけでなく、防災訓練時に積極的に活用するなどして、地域全体の防災力の向上を図

る。 

 

第２ 防災上重要な施設における防災教育 

村及び防災関係機関は、病院、社会福祉施設、ホテル、旅館等の不特定多数の者を受入れる

施設においては、災害発生時において特に大きな人的被害が発生しやすいため、管理者に対し、

各種会議等を通じて防災教育の徹底を図る。 

１ 医療機関等における防災教育 

医療機関等は、災害発生時に自力での避難が困難な人が多く利用しており、地震発生時にお

いて特に大きな人的被害を受け易いため、管理者に対し、地震に対する防災教育を徹底するも

のとする。 

特に、災害発生情報の伝達、迅速な避難誘導及び救出・救護等に重点を置いた教育、訓練を

日頃から定期的に実施するとともに、利用者等に対しても、災害発生時の避難方法等について、

パンフレット等を活用して理解を得られるよう努めるものとする。 

 

２ 旅館等における防災教育 

（１）避難誘導訓練等の実施 

旅館等の不特定多数の者を収容する施設等においては、地震発生時の情報の伝達及び避難

誘導が最も重要であり、従業員に対する避難誘導訓練等を定期的に実施するものとし、管理

者に対し、講習会、研修会等を通じて防災教育を徹底するものとする。 

（２）防火管理体制の強化 

地震に伴う出火による人的、物的損害を最小限にとどめるため、防火対象物の防火管理体

制を強化し、失火の防止、出火の際の早期通報、初期消火及び避難誘導を確実に行える体制

を確立する必要がある。選任義務のある防火対象物には必ず防火管理者が置かれるよう、選

任・解任届けを励行するものとする。 

 

３ その他不特定多数の人々が集まる施設における防災教育 
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レクリエーション施設等の不特定多数の人々が集まる施設の管理者等は、各施設の特徴に応

じた災害発生情報の伝達方法、迅速な避難誘導等が確実に実施できるように、従業員等に対す

る防災教育及び訓練を実施しておくものとする。 

 

第３ 防災対策に携わるすべての職員に対する教育・研修・訓練 

村及び防災関係機関は、災害発生時における適切な判断及び速やかな災害対応業務の実施、

各種防災活動の円滑な実施を確保するため、防災担当職員だけでなく、各機関に属するすべて

の職員に対し、実践的な訓練や講習会、研修会等を定期的に開催するなど、必要な防災教育を

実施することにより、災害対策に即応できる人材の育成に努め、災害に強い組織をつくり上げ

るものとする。 

また、研修等を通じて、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組を平

常時から構築することに努めるものとする。 

 

第４ 学校教育における防災教育 

１ 趣旨 

学校における防災教育は、安全教育の一環として、自然災害の発生メカニズムをはじめ、災

害時における危険を認識し日常的な備えを行い、状況に応じて的確な判断のもとに自らの安全

を確保するための行動ができるようにすること、災害発生時には進んで他の人々や集団・地域

の安全に役立つことができるようにすることなど、防災対応能力の基礎を培うものである。こ

れらの指導は、学校行事や学級活動を中心に各教科、道徳等、教育活動の全体を通して行うも

のであり、取り上げる内容や指導の方法については学校種別や児童生徒等の発達段階に応じて

工夫をし、特に災害発生時の安全な行動の仕方については実態に即した具体的な指導を行うこ

とが重要である。 

 

２ 学校行事における防災教育 

火災予防週間に、学校行事としての避難訓練や講話を行い防災意識の盛り上がりを醸成し、

段階に応じた内容で実施し、災害時の正しい行動等について教育を行う。 

 

３ 教科目による防災教育 

教科においては社会科教育や理科教育等の一環として、自然災害の仕組み、現在の防災対策、

災害時の正しい行動及び災害時の危険、負傷に対する応急処置等についての教育を行う。 

また、身の回りの環境を災害の観点から見直すことにより、防災を身近な問題として認識さ

せ、災害時に周囲の危険に気付き、的確な判断の下に安全な行動ができるようにする。 

 

４ 教職員に対する防災研修 

村教育委員会は、教職員の防災に係る知識を習得させるための研修を定期的に実施する。ま

た、防災組織や職員会議を通して、教職員の防災に対する意識を高揚するとともに、災害発生

時の児童生徒等に対する的確な指示、誘導や初期消火及び負傷者に対する応急手当等防災に関

する専門的な知識の習得及び技能の向上を図る。 
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第５ 災害教育の伝承 

１ 災害教育資料の収集、公開 

村は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模

災害に対する各種資料を収集・整理し適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できる

よう公開に努めるものとする。また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努めるものとする。 

  

２ 災害教訓の伝承の取組 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 

村は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果

や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援

するものとする。 
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第１３節 防災訓練 

 

 災害発生時に迅速かつ的確な行動を行うためには、災害時にどのような行動をとるべ

きか、災害時の状況を想定した日頃からの訓練が重要である。 

 村は、災害対策基本法第48条の規定に基づき、各種の防災訓練を実施し、防災体制の

充実を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図る。また、防災関係機関についてもそれ

ぞれの防災計画に基づき自主的に実施するよう努める。 

 なお、各種の防災訓練の実施にあたっては、高齢者、障がい者等の要配慮者の参加に

ついても配慮するものとする。 

 

第１ 総合防災訓練 

１ 概要 

村は、災害対策基本法第48条の規定に基づき、地震、風水害等の災害を想定し、防災関係機

関、他の地方公共団体、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体及び要配慮者も含めた地

域住民等の参加の下に総合的な防災訓練を実施し、災害応急対策活動の習熟を図る。 

また、村は、単独あるいは他の市町村と合同又は県北地方振興局との共催による総合防災訓

練を定期的に実施するよう努める。 

訓練の実施にあたっては、多数の住民等が参加できるような日程の設定に努めるものとする。 

 

２ 訓練項目 

想定災害の種別、規模等により訓練項目を定めるが、想定災害防御訓練、避難救助訓練、非

常招集訓練・通信連絡訓練等の各項目についてできるだけ多くの項目を実施するよう努める。 

 

３ 実施方法 

関係機関と協議のうえ、「総合防災訓練実施要領」を策定し、要領に定める「被害規模状況」

及び「訓練進行要領」に基づき各参加機関はそれぞれ「細部実施訓練要領」の策定に努め実施

するものとする。訓練の指揮命令系統はそれぞれ各参加機関の系統によるものとし、訓練の円

滑化を図るため、参加機関の連絡員との訓練連絡体制を明確にするものとする。 

 

第２ 個別訓練 

第１に掲げる総合防災訓練のほか、必要に応じて個別訓練を実施するものとする。 

１ 消防訓練 

（１）消防用機械器具操作訓練      （７）破壊消防訓練 

（２）機関運用及び放水演習       （８）出動訓練   

（３）非常招集訓練           （９）林野火災防御訓練   

（４）人命救助訓練            (10) 車両火災防御訓練 

（５）飛火警戒訓練            (11) 危険物火災等特殊防御訓練 

（６）通信連絡訓練           （12）財産保護訓練 

 

２ 避難救助訓練 
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（１）通信連絡訓練（災害情報の伝達・被害報告・対策の連絡の訓練） 

（２）非常招集訓練（災害対策活動機関及び人員の招集訓練） 

（３）避難誘導訓練（避難命令の伝達・誘導方法・避難所の指定・避難誘導隊の組織編成・指揮

命令系統の整備及び適正避難の訓練） 

（４）警備訓練 

災害時の人心の動揺を未然に防ぎ、社会秩序の維持に努めるための訓練、警戒区域の設定、

立ち入り禁止区域の設定及び交通の規制等の訓練を行う。 

（５）救護訓練 

医療機関、医療従事者、日赤、保健福祉事務所等の協力体制の確立及び救護班等の活動訓

練を行う。 

（６）救出訓練 

災害のため生命身体が危険な状態にある者、又は生死不明の状態にある者を捜索、救出し

て、その者を保護する訓練を行う。 

（７）物資輸送と給水訓練 

救助物資の輸送、飲料水の供給の訓練を行う。 

（８）炊き出し訓練 

避難者、災害対策実施者に対しての炊き出し訓練を行う。 

（９）救助訓練 

要救助者の救助訓練を行う。 

 

３ 動員訓練 

災害対策活動の従事者に対し災害応急対策責任者が実施する非常招集訓練を行う。 

（１）非常招集命令の伝達、示達 

伝達、示達の内容は、命令者、集合日時、場所、服装、携行品、招集の理由等を明示した

非常招集命令票により、正確な伝達を原則とする。略電報、電話及び口頭による伝達も正確

を期するよう留意し実施する。 

（２）集合の方法 

第一義的に迅速に行うべきものであるが、訓練においては集合通路の崩壊等を想定して実

施するものとする。 

（３）点検 

ア 伝達方法、内容の確認点検 

イ 受令時間の確認点検 

ウ 受令地から集合地までの距離、所要時間の確認点検 

エ 集合人員の確認点検 

 

４ 水防訓練 

水防活動に必要な知識の習得、情報伝達等を徹底させるため、水防訓練を実施するものとす

る。 

 

５ 通信連絡訓練 
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災害の予防、応急対策の際の人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序維持のため

に訓練を実施する。 

（１）有線訓練 

有線訓練は有線系統によって非常通報を迅速かつ的確に実施する訓練 

（２）無線訓練 

無線訓練は、防災行政無線等により、情報等の迅速かつ的確な伝達のほか、無線機の操作、

無線統制、通信手続き等に関する訓練 

（３）中継訓練 

無線による防災関係機関相互における中継訓練 

 

６ 災害対策本部運営訓練 

村及び防災関係機関は、災害発生時の本部の設置、職員の動員配備、本部会議の招集、県情

報連絡員（リエゾン）との連絡等、本部の運営を適切に行うため、災害対策本部運営訓練を実

施する。 

 

７ 避難所設置運用訓練 

村は、避難所の開設、職員派遣、連絡や運営体制等を確認するため、避難所となる施設の管

理者及び行政区等の協力を得て、避難所設置運用訓練を実施する。 

 

８ 土砂災害防災訓練 

村及び防災関係機関は、土砂災害時における情報の受伝達及び被害状況の把握を迅速かつ適

切に行えるよう土砂災害防災訓練を実施するとともに、住民避難訓練等を通じ住民の土砂災害

に対する防災意識の高揚を図る。 

 

９ 訓練の評価と地域防災計画等への反映 

村は訓練の実施後においては地域防災計画、各種行動マニュアル等が現実的に機能するかど

うか点検・評価を行い、問題点を明らかにするとともに、必要に応じて防災体制等の改善を図

るとともに、次回の訓練に反映させるものとする。 

 

第３ 事業所、自主防災組織、住民等への訓練 

１ 概要 

災害時に自らの安全を確保するためには、住民相互の協力の下、自衛的な防災活動を実施し

ていくことが重要であり、災害時の行動に習熟するとともに、関連する防災関係機関との連携

を深めておく必要がある。 

 

２ 事業所（防火管理者）における訓練 

学校、病院、工場、事業所、その他消防法で定められた防火管理者は、その定める消防計画

に基づき、訓練を毎年実施するものとする。 

また、地域の一員として、村、消防署、地域の防災組織の行う防災訓練への積極的な参加に

努めるものとする。 
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３ 自主防災組織における訓練 

自主防災組織は、地域住民の防災行動力の強化、防災組織の高揚、組織活動の習熟及び関連

防災機関との連携を図るため、村及び消防署等の指導の下、地域の事業所とも協調して組織的

な訓練の実施に努める。 

 

４ 住民の訓練 

住民一人ひとりの災害時の行動の重要性にかんがみ、村、防災関係機関は、防災訓練に際し

て広く住民の参加を求め、住民の防災意識の普及啓発、防災意識の高揚及び防災行動力の強化

に努める。 

住民は、防災対策の重要性を理解し、各種の防災訓練へ積極的・自主的な参加、家庭での防

災に関する話し合い等防災行動の継続的な実施に努める。 
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第１４節 自主防災組織の整備 

 

 災害発生の防止、災害発生時の被害の軽減を図るには、防災対策を講じるとともに、

地域住民が「自らの命と地域は自分達で守る」という意識のもとに、自主防災組織を中

心に、地域における相互扶助活動を行うことが重要である。 

 さらに、企業に対しても災害時に果たす役割を十分認識させ、防災活動の推進に努め

させることが重要である。 

 

第１ 自主防災組織の育成指導 

本村においては、自主防災組織の組織化が進んでいない状況であるが、村及び防災関係機関

は、自主防災組織の設置及び自主防災活動の充実を促進するため、地域住民に対し自主防災組

織の必要性等について積極的に広報活動を展開するとともに、研修会、防災訓練等を開催し、

これらの行事を通じて地域住民の連帯意識を醸成し、コミュニティ活動の中核としての自主防

災について十分な理解を得られるよう努める。なお、その際、女性の参画の促進に努めるもの

とする。 

また、村は自主防災組織整備計画を策定し、計画的な組織化と育成を図るとともに、災害時

において有効な自主防災活動が図られるよう、組織の充実強化のための指導及び自主防災組織

の中心となるリーダー育成のための研修を行い、さらに自主防災組織の資機材の整備や活動拠

点の整備に努める。 

 

第２ 自主防災組織の編成基準 

自主防災組織の編成にあたっては、地域に密着して迅速かつ的確な災害応急活動が行えるこ

とが重要であり、また、近隣住民の密接な連携を確保する点からも、行政区の単位規模で組織

されるようにする。なお、次の点に留意し組織を編成する。 

１ リーダーをはじめ役割分担が明確になるので、行政区の役職と兼務する形式で組織すること

が重要である。 

２ 他地域への通勤等により昼間人口が減少する地域においては、日中の活動が確保できる規模

とする。 

３ 地域内に事業所がある場合は、事業所と協議のうえ、事業所の自衛消防組織を地域の自主防

災組織に参画するよう連携をとる。  

４ 自主防災組織は防災活動実施のため、基本事項について規約等を設け、その活動内容を明確

にする。 

５ 自主防災組織の活性化と連携を図るため研修会や連絡協議会等を開催する。 

 

第３ 自主防災組織の活動 

１ 自主防災計画の策定 

自主防災組織は、災害に対し効果的な活動ができるよう、あらかじめ自主防災計画を策定し、

次の事項について記載しておくものとする。 

（１）各自の任務分担 

（２）地域内での危険箇所 
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（３）訓練計画 

（４）各世帯への連絡系統及び連絡方法 

（５）出火防止、初期消火、応急手当の実施方法 

（６）避難場所、避難経路、避難の伝達方法 

（７）消火用水、その他の防災資機材等の配置場所の周知及び点検方法 

 

２ 日常の自主防災活動 

（１）防災意識の普及等 

万一の災害発生に迅速かつ的確に対応するため、日頃から集会所等を活用して正しい防災

知識の普及啓発に努める。なお、地域内における高齢者、障がい者、外国人等のいわゆる要

配慮者の確認にも努める。 

（２）防災訓練等の実施 

災害発生時において迅速かつ適切に対処するためには、日頃から実践的な各種訓練等を行

い地域住民各自が防災活動に必要な知識及び技術を習熟し、また、活動時の指揮連絡系統を

明確にしておく必要がある。そのために、自主防災組織が主体となり、行政区及び消防署等

の協力のもとに、次のような訓練を実施する。 

ア 災害情報の収集伝達訓練 

災害時における防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、また、地

域の被害状況をこれらの関係機関に正確に通報する訓練を実施する。 

イ 消火訓練 

初期消火、火災の拡大・延焼を防ぐため、実際に消火器等の消防用資機材を使用した消

火訓練を行い、消火に必要な機器操作技術及び知識を習得する。 

ウ 救出・応急手当の実施訓練 

災害に伴う負傷者に対しては、消防署員が来るまでの間、地域において住民が一致協力

して負傷者の救出・手当を行うことが重要であることから、救出用資機材の使用方法や自

動体外式除細動器（ＡＥＤ）の操作方法等の習熟に努めるとともに、消防署の指導のもと

に適切な応急処置方法の習得に努める。 

エ 給水給食訓練 

各家庭の限られた資機材を利用しての食料の確保や、配給方法などについて習熟を図る。 

オ 避難訓練 

各家庭の非常持出品を準備するとともに、避難誘導班を中心として秩序ある避難ができ

るようにする。また、避難に際しては、要配慮者の安全確保並びに避難の誘導、支援方法

についての確認訓練も併せて行うものとする。 

カ 避難所運営訓練 

避難所における自主運営組織の立ち上げと管理、村との連絡体制、物資の配給方法など

の訓練を行う。 

（３）防災用資機材の整備・点検等 

自主防災組織は、災害時に迅速かつ適切な活動を行うために、活動に必要な防災資機材の

整備に努めるとともに、資機材の定期的な点検を実施し、非常時においても確実に対応でき

るよう備えるものとする。 
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第４ 企業防災の促進 

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）を十分認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応

じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実

施に努めるものとする。具体的には、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など防災活動の推進に

努めるものとする。 

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業

務に従事する企業等は、村が実施する企業等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の

実施に協力するよう努めるものとする。 

このため、村及び各業界の民間団体は、こうした取組に資する情報提供等を進めるとともに、

企業の経営者から一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企業

の防災に係る取組の積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図るものとする。また、村

は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びか

け等を行うものとする。 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの

避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

 

第５ 自主防災体制 

１ 事業所・住民の防災体制 

（１）特殊建物等 

学校、病院、共同住宅等多数の人が利用する特殊建築物の管理者は、法令により義務づけ

られている事項のみならず、積極的に災害に備える体制を整備し、人命の安全を確保するも

のとする。なお、防火管理者は、関係機関と連携を保ちつつ、自主防災体制の整備を図り避

難対策、初期消火、情報の伝達等の消防計画を策定しておくものとする。 

また、自主防災訓練等は関係機関の協力を得て実施するように努めるものとする。 

（２）危険物施設等 

危険物施設についても特殊建築物と同様とするが、災害に対しての応急対策の円滑化及び

被害の拡大防止を図るものとする。 

（３）その他の事業所等 

その他の事務所、事業所等においても自主防災体制の整備を図り出火防止、初期消火、避

難、救護、情報の伝達等災害応急活動が確保されるような自主防災体制の整備に努めるもの

とする。 

（４）地域住民等 

地域住民は、自主的に出火防止、初期消火、避難の実施、救護、情報の伝達並びに災害応

急活動等を行う地域の自主防災体制の整備に努めるものとする。 

 

２ 地区防災計画の作成 
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各行政区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防災力の向上

を図るため、共同で防災訓練の実施、物資等の備蓄、要配慮者等の避難支援体制の構築等自発

的な防災活動の推進に努めるものとする。この場合、必要に応じて、当該地区における自発的

な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として村防災会議に提案するな

ど、村と連携して防災活動を行うこととする。 

村は、村地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう各行政区内の住民及び当該地区に事

業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、村地域防災計画に地区防災

計画を定めるものとする。 
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第１５節 要配慮者対策 

  

高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者（児）及び外国人等いわゆる「要配慮者」

が災害の発生時において犠牲になる場合が多くなっている。 

こうした状況を踏まえ、今後は、要配慮者の防災対策を積極的に推進していくことが

従来以上に重要な課題となっている。 

 

第１ 全体計画において定める全般的事項 

村は、下記の事項を細目としてあらかじめ定めた全体計画を地域防災計画の下位計画として

位置づけ、作成するものとする。 

 

（１）名簿作成に関する関係部署の役割分担 

（２）避難支援等関係者（民生児童委員、消防団）への依頼事項 

（３）支援体制の確保 

（４）具体的な支援方法について避難行動要支援者と打合せを行うにあたって調整等を行う者 

（５）あらかじめ避難支援等関係者に名簿情報を提供することに不同意であった者に対する支援

体制 

（６）避難支援に協力を依頼する企業団体等と協定締結 

（７）避難行動要支援者の避難場所 

（８）避難場所までの避難路の整備 

（９）避難場所での避難行動要支援者の引継方法と見守り体制 

（10）避難場所からの避難先及び当該避難場所への運送方法 等 

 

第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

村は、村内に居住する要配慮者のうち、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合

に、自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援

を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努める。また、避難行動要支援

者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護

する必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下「避

難行動要支援者名簿」という。）を作成し、定期的に更新するものとする。 

（１）避難行動要支援者の範囲 

本村における避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件

に該当するものとする。 

ア 要介護度３～５の認定を受けている者 

イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障がい者（心臓、じん臓

機能障がいのみで該当するものは除く） 

ウ 療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

エ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

オ 村の生活支援を受けている難病者 



72 

カ 一人暮らし高齢者 

キ 高齢者のみ世帯の者 

（２）避難行動要支援者名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記

録する。 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする理由 

キ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に際し村が必要と認める事項 

（３）要配慮者情報の利用及び取得 

ア 村内部での情報集約 

避難行動要支援者に該当する者を把握し、避難行動要支援者名簿を作成するため、関係

部局で把握している要介護高齢者、障がい者等の情報を集約する。 

イ 都道府県等からの情報の取得 

避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、災害対策基本法第49条

の10第４項の規定に基づき、関係都道府県知事その他の者に対して、村が把握していない

要配慮者の情報の提供を依頼する。 

（４）避難行動要支援者名簿の更新と共有 

村は、避難行動要支援者名簿を最新の状態に保つため、定期的に避難行動要支援者名簿の

総確認を行うとともに、日頃から以下の方法により、避難行動要支援者の把握に努める。名

簿を更新した場合は、避難行動要支援者名簿を情報提供している避難支援等関係者にも定期

的に周知する。 

ア 転入者の把握 

避難行動要支援者の要件に該当する要介護高齢者、障がい者等が、新たに転入してきた

場合、関係部局はその情報を避難行動要支援者名簿の作成・管理を行う部局に連絡する。 

イ 要介護認定等の変更 

避難行動要支援者の要件に該当していなかった要介護高齢者、障がい者等が、要介護認

定等の変更により、新たに避難行動要支援者の要件に該当するようになった場合や避難行

動要支援者の要件を満たさなくなった場合、関係部局は避難行動要支援者名簿の作成・管

理を行う部局に連絡する。 

ウ 死亡や転出 

避難行動要支援者の死亡や転出が確認された場合、関係部局は避難行動要支援者名簿の

作成・管理を行う部局に連絡する。 

エ 長期入院・入所 

避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期入所したことを把握した場合、関係部局は避

難行動要支援者名簿の作成・管理を行う部局に連絡する。 
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２ 避難行動要支援者名簿の利用及び提供 

避難行動要支援者名簿は、村が行う避難支援等の実施のため内部で利用するとともに、いざ

というときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施のため、避難行動要支援者本人から同意を得た

うえで、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供する。 

（１）避難支援等関係者の範囲 

避難支援等関係者の決定においては、消防機関、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、

福祉事業者等に限定せずに、地域住民等に日常からの避難行動要支援者と関わる者や高齢者

や障がい者等の多様な主体の参画を促し、地域に根ざした幅広い団体の中から、より多くの

避難支援等関係者を確保する。 

（２）適正な情報管理 

避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適正な情報管理を図るよう、

以下の事項に留意して行う。 

ア 避難行動要支援者名簿には、秘匿性の高い個人情報も含むため、当該避難行動要支援者

を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 

イ 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十

分に説明する。 

ウ 施錠可能な場所に避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導する。 

エ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導する。 

オ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を取扱う者に限定するよう指導する。 

カ 名簿情報の取扱状況を報告させる。 

キ 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催する。 

  

３ 避難のための情報伝達 

村は、災害が発生するおそれがある場合は、「大玉村避難勧告等の発令基準」に基づき、避

難勧告等を適切に発令し、その発令にあたっては要配慮者が円滑に避難できるよう以下に留意

して行う。 

（１）避難準備・高齢者等避難開始等の発令・伝達 

避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難にあたっては、「自主避難の呼びかけ」、「避難

注意情報」等の「避難準備・高齢者等避難開始」の発令が重要であるため、適切に発令する

ものとし、その発令・伝達にあたっては、高齢者、障がい者等にもわかりやすい言葉や表現

を使って行う。 

（２）多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時等は、迅速かつ着実に避難指示が伝達できるよう、各種情報伝達の特徴を

踏まえ、防災行政無線、広報車による情報伝達に加え、携帯端末等による緊急速報メールを

活用するなど複数の手段を組み合わせる。また、避難行動要支援者の特性に応じて、ＦＡＸ

やＳＮＳ等を活用して情報伝達を行う。 

 

４ 避難行動要支援者の避難支援 

避難行動要支援者の生命又は身体を保護するため、災害発生時には、避難支援等関係者が、
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あらかじめ村から提供された避難行動要支援者名簿を基に避難支援等を行うとともに、村は平

時からの情報提供について同意していない避難行動要支援者の情報も、避難支援等関係者に提

供し、避難支援等の協力を要請する。 

（１）避難支援等関係者等の対応原則 

避難支援等関係者等はあらかじめ村から提供された避難行動要支援者名簿をもとに、避難

行動要支援者の避難支援等を行うが、避難支援等の実施にあたっては、避難支援等関係者本

人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることを前提としたうえで、できる範囲で行う

ものとする。 

（２）避難支援等関係者等の安全確保措置 

村は、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対して、避難の必要性や避難行動要支援

者名簿の活用等について説明するとともに、避難支援等を行う避難支援等関係者の安全確保

のための措置をとる。 

 

５ 個別計画の策定 

災害時の避難支援を実効性のあるものとするため、避難支援プラン（個別計画）の策定を積

極的に行う。 

 

第３ 社会福祉施設における対策 

１ 施設等の整備 

社会福祉施設等の管理者は、利用者が要介護高齢者や障がい者（児）等であり、災害時にお

いては移動等の問題などから「避難行動要支援者」となるため、施設そのものの安全性を高め

ることが重要である。ついては、定期的な施設点検、整備計画等により利用者の安全を確保す

る。 

 

２ 組織体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、災害発生の予防や災害が発生した場合における迅速かつ的確な

対応を行うため、あらかじめ防災組織を整備し、施設職員の役割分担、動員計画、緊急連絡体

制等を明確にしておく。 

特に、夜間における消防署等への通報連絡や入所者の避難誘導体制は、職員が手薄であるこ

とや、照明の確保が困難である等悪条件が重なることから、これらの点を十分考慮した組織体

制を確保する。 

また、施設の管理者は、村との連携のもとに、社会福祉施設等相互間並びに他の施設、近隣

住民並びにボランティア組織との日常の連携が密になるよう努め、入所者の実態等に応じた協

力が得られるよう体制づくりを行うものとする。さらに、入所者を施設相互間で受入れるため

の協定を結ぶなど施設が被災した後の対応についても検討しておく。 

 

３ 緊急連絡体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、災害発生に備え、消防機関等へ早期通報が可能な非常通報装置

を設置する等、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、施設相互の連携協

力関係の強化を図るため、村の指導の下に緊急連絡体制を整備する。 
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４ 避難確保計画等の作成 

社会福祉施設等の管理者は、施設内の避難通路確保のため、天井等の落下防止及び備品等の

転倒防止策を講じるともに、次の事項を考慮し、あらかじめ避難計画を作成しておく。 

また、水防法・土砂災害防止法の改正に伴う浸水想定区域・土砂災害警戒区域の要配慮者利

用施設の避難確保計画の作成・避難訓練の実施に際しては、村は県と連携し、要配慮者利用施

設の所有者又は管理者に対して確実に避難確保計画を作成するよう働きかけるとともに、避難

確保計画の作成及び避難訓練の実施について、定期的に確認するとともに、必要な支援を行う。 

（１）防災情報の入手体制 

（２）地域の実情に応じた避難所等（村指定の避難所等）及び避難経路の確保並びに避難誘導及

びその指示伝達の方法 

（３）自力避難の困難な避難行動要支援者等の避難誘導方法並びに自主防災組織・事業所等との

協力体制 

（４）集団的に避難する場合の保健衛生対策及び給食の実施方法 

（５）施設利用者の受入に関する災害協定を締結した施設等との連携 

（６）保護者等への安否の連絡及び引き渡し方法 

 

５ 防災教育・防災訓練の実施 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や災害時に

とるべき行動についての理解や関心を高めるため、定期的に防災教育を実施する。 

また、施設の職員や入所者が、災害時の切迫した危機的状況下にあっても適切な行動がとれ

るよう各々の施設の構造や入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練を定期的に

実施する。 

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設にあっては、職員が手薄になる夜間におけ

る防災訓練も定期的に実施するよう努めるものとする。 

さらに、職員に対して、災害に起因する入所者の過度の不安状態（パニック）、感情の麻痺、

無力感等の症状（心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ））の顕在化に備え、症状、対処方法

等についての理解を深めさせる教育を実施するものとする。 

 

第４ 在宅者に対する対策 

１ 情報伝達体制の整備 

村は、一人暮らし高齢者、障がい者（特に音声による情報伝達の困難な聴覚障がい者や理解

力・判断力に障がいのある知的障がい者）、高齢者世帯、要介護者等の安全を確保するため、

災害時通報システム等による情報伝達体制の整備に努める。また、在宅者の安全性を高めるた

め、住宅用自動消火装置、住宅用火災警報器等の設置など必要な補助・助成措置を講ずるもの

とする。 

 

２ 防災知識の普及啓発 

村は、要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配付するとともに、地域の

防災訓練等への参加も促すなど、災害に対する基礎的知識等の理解を高めるよう努める。 
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また、災害による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となることを踏まえ、

警報等や避難勧告等の意味と内容の説明など、啓発活動を行うものとする。 

 

３ 支援体制及び避難用器具等の整備 

村は、災害発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、民生児童委員等と連携し、

行政区長会等の協力を得て、避難行動要支援者に関する情報（住民、情報伝達体制、必要な支

援内容）を平常時から収集し、一人ひとりの避難行動要支援者に対してできるだけ複数の避難

支援等関係者を定める等、具体的な避難支援計画の策定に努める。 

特に発災初期においては、防災関係機関の対応が著しく制限されることから、行政区長会、

自主防災組織等において地域住民による救出、避難誘導活動を行うことが重要となる。 

また、村は避難行動要支援者が避難する際に使用する避難用器具等の整備に努める。 

     

第５ 外国人への防災対策 

村は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人も要配慮者として位置づけ、災害発生時に

迅速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づくりに努めるとともに、住民登録時

等の多様な機会に防災対策の周知に努めるものとする。 

１ 多言語による広報の充実 

２ 指定緊急避難場所、避難標識等の災害に関する表示板の多言語化・ピクトグラム表示 

３ 外国人を含めた防災訓練、防災教育 

４ 外国人の雇用又は接触する機会の多い企業、事業所等に対する防災教育等の指導、支援 

 

第６ 指定避難所等への移送 

村は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に指定避難所又は福祉避難所へ移送

するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定める

よう努めるものとする。 

 

第７ 指定避難所における要配慮者支援 

１ 指定避難所における物理的障壁の除去（ユニバーサルデザイン化） 

指定避難所として指定する施設は、障がい者や高齢者などの生活面での物理的障壁が除去さ

れ、ユニバーサルデザインの配慮がなされている公的施設とすることを原則とするが、やむを

得ずユニバーサルデザイン化されていない公的施設を指定避難所として指定する場合には、多

目的トイレ等の設備を速やかに設置できるようあらかじめ体制の整備に努めるとともに、スロ

ープ等の段差解消設備については、事前準備に努めておくものとする。また、介助、援助を行

うことができる部屋を別に設けるなど、要配慮者の尊厳を尊重できる環境を整備するよう努め

るものとする。 

 

２ 福祉避難所の指定 

村は、保健センター等、避難所の生活において特別の配慮を必要とする者が避難できるよう

な機能を有する施設等を福祉避難所としてあらかじめ指定しておくものとし、避難生活を支援

するために必要となる専門的人材の確保に関して、関係団体等との連携を図り、災害時に人的
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支援を得られるような受入体制を構築する。 
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第１６節 ボランティアとの連携 

 

大規模な災害発生時における県内外からのボランティアの申し入れに対して、村及び

関係機関・団体は、相互に協力し、ボランティアの受付、調整等を行うための体制の整

備を図るものとする。 

また、ボランティアの受入に際しては、医療、看護、高齢者介護や外国人との会話力

等ボランティアの技能が効果的に生かされるよう配慮する。 

   

第１ ボランティア団体等の把握、登録等 

各地から申し出されるボランティアは、組織化された集団ではない場合が多く、村が個々の

ボランティア活動を把握することは困難であると思われる。 

そのため、村は、村社会福祉協議会などと連携を図り、ボランティア団体及び専門的な知識、

技能を持つボランティアの把握に努める。 

 

第２ ボランティアの受入体制の整備 

１ 村からの情報提供 

被災地外のボランティアは情報がないと効果的な活動が行われにくいので、村は、関係機関

等と連携を図りながら、情報提供の窓口を設けるなど、情報提供に努める。 

 

２ コーディネート体制の整備 

村は、社会福祉協議会等やボランティア関係団体等と連携を図りながら、あらかじめコーデ

ィネートを行うボランティアセンターの体制を整備しておく。 

また、自発性に基づくボランティアの特性を生かすため、ボランティア関係団体が組織運営

の主体となるよう努める。 

なお、村は、災害時におけるボランティア活動の拠点となる施設の提供についてもあらかじ

め検討しておく。 

 

３ ボランティア活動保険 

村は、ボランティア活動中の事故や賠償事故に備えボランティア活動保険の普及啓発を図る。 

 

第３ ボランティアの種類 

ボランティア活動には、自分の時間と労務を被災地に提供することを主目的とする一般ボラ

ンティアと、専門知識、技能を有する専門職ボランティアの２つが考えられる。 

専門職ボランティアには、医師や看護師の資格を持つ医療ボランティア、介護福祉士の資格、

あるいは介護職等の経験を持つ介護ボランティア、建物の倒壊・外壁等の落下の危険度を調査

し、建築物使用の可否の判定にあたる応急危険度判定士、外国人の通訳を行う通訳ボランティ

ア、消防・警察業務に知識、経験を有する救急・救助ボランティア、アマチュア無線の免許を

有する無線通信ボランティアなどが考えられる。 

さらに、災害時においてボランティアを円滑に受入れ、効果的な活動に導くボランティアコ

ーディネーターが重要である。 
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村は、前記の専門職ボランティアやボランティアコーディネーターなどの育成方法等につい

て検討していく。 

 



80 

第１７節 危険物施設等災害予防対策 

 

台風等風水害による危険物等貯蔵施設に係る危険物災害を未然に防止するため、自主

保安体制の強化と危険物施設の構造・設備を充実強化させることにより、危険物施設等

の安全性を高めるなどの防災対策の確立を図るものとする。 

   

第１ 危険物施設災害予防対策 

１ 現況 

現在、石油類をはじめ種々の危険物は、エネルギー源、各種産業における原材料として欠く

ことができず、また、生活様式の高度化により広く一般家庭に浸透している。 

 

２ 防災体制の確立 

危険物取扱事業者は、危険物取扱施設の不備を除去し、災害による危険物の漏洩、延焼等の

二次災害の発生防止に努め、また二次災害が発生した場合に対処するため、初動措置として実

施すべき事項を明確にしておくものとする。 

 

３ 事業計画 

（１）施設強化計画 

危険物取扱事業者は、災害発生時における事故防止のため、日常点検、定期点検等により、

危険物取扱施設が消防法等に規定する技術上の基準に適合し維持されるよう管理を徹底し、

また、危険物の漏洩、落下、延焼等の防止が図られるよう施設の改善に努めるものとする。 

（２）予防教育計画 

危険物取扱事業者は、事業所従事者に対し、災害時の危害防止対策や防災体制等について

の災害予防教育を実施し、災害発生時の被害の減少を図るものとする。 

（３）防災資機材等の整備等 

災害防止作業に必要な防災資機材等を常に使用可能な状態とするための整備、点検を行う

ものとする。 

（４）防災訓練の実施 

災害発生後に迅速かつ的確に防災活動を行えるよう、できる限り実践に即した訓練を実施

するものとする。 

（５）自主保安体制の確立 

村は、関係事業所の自主保安体制を向上させ、災害時の事故発生を抑止するため、次の措

置を講ずる。 

ア 危険物取扱者制度の効果的運用 

① 危険物保安監督者の選任、解任の届出を徹底させる。 

② 危険物取扱者保安講習の受講について関係機関の協力を得て、個別通知等により受講

率の向上を図る。 

イ 施設の維持管理及び危険物取扱い等の安全確保 

① 危険物施設保安員の選任を指導する。 

② 危険物の取扱い等について技術上の基準を遵守するよう指導する。 
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③ 危険物取扱い等の安全確保のため予防規定の作成及び必要に応じて見直しを指導す

る。 

 

４ 安全対策の強化 

村は、災害発生時における危険物による二次災害の発生及び拡大を防止するため、保安体制

の確立、適正な施設の維持管理及び貯蔵取扱基準の遵守を図り、危険物取扱施設、公道上での

移動タンク貯蔵所等の消防機関等による予防査察指導の強化、効率化を図る。 

 

第２ 高圧ガス施設災害予防対策 

１ 現況 

高圧ガスについては、各種工場、冷凍倉庫から医療機関に至るまで幅広く使用されており、

高圧ガスの貯蔵、消費、移動等にあたっては、事業所職員等に対し、保安教育等災害防止対策

を行う必要がある。 

 

２ 防災体制の確立 

高圧ガス取扱事業者等は、災害が発生するおそれがある場合、又は発生した場合に対処する

ため、初動措置として実施すべき事項を明確にしておくものとする。 

 

３ 事業計画 

（１）災害予防のための設備計画 

過去の風水害等による被害想定を行い、設備等の強化を段階的に実施するものとする。 

（２）予防教育計画 

保安統括者及び製造保安係員等に対し、保安教育講習を実施し、災害防止の徹底を図るも

のとする。 

（３）防災資機材等の整備等 

復旧作業に必要な防災資機材等を整備しておくものとする。 

ただし、自社による整備が困難な場合は、関係団体等からの調達ルートを確立しておくも

のとする。 

（４）防災訓練の実施 

災害発生時に迅速かつ的確に防災活動を実施するため、行政機関の防災計画との関連も考

慮して、災害対策本部の活動、現地対応等について、できる限り実践に則した訓練を実施す

るものとする。 
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第１８節 災害時相互応援協定の締結 

 

大規模災害発生時は、被災自治体だけで災害対策を実施することは不可能であり、自

治体間の協力や民間企業などと連携して災害対策を実施する必要がある。また、ＣＳＲ

（企業の社会的責任）の一環として、災害対応への協力に積極的な企業も増加している

ため、被災住民だけでなく帰宅困難者等への対応、役務の提供など、様々な場面での企

業、団体からの協力を得るための災害時応援協定の締結を促進する。 

   

第１ 市町村等との相互援助協定等の締結 

村域に甚大な被害が発生した場合、迅速な災害応急活動を行うため、他市町村等と災害応援

協定を締結している。今後は、この協定に沿って広域的な連絡体制、応援体制の確立を図ると

ともに、効果的な支援のシステムについて構築していく。 

また、災害発生時、支援物資やサービスが緊急になる場合に備えて、物資や役務の供給力を

持つ民間事業者・団体との応援協定締結を推進する。 

なお、相互応援協定書一覧は、資料編（資料３－５及び資料３－６）を参照する。 

 

第２ 応援協定の公表 

村は、民間事業者、団体等と締結している災害時応援協定の締結先と内容について公表し、

住民へ周知することにより、災害が発生した際に被災者が円滑に支援を受けられるように努め

るものとする。 
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第２章 災害応急対策計画 
 
第１節 応急活動体制 

 

 村内の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、村長が設置する機関が

災害対策本部である。村長を本部長として村職員をもって組織し、災害予防及び災害応

急対策の実施を任務とする機関である。 

 

第１ 災害対策本部の設置 

村内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において村長が必要と認めたときは、

次の基準により、災害対策基本法第23条の２の規定に基づく大玉村災害対策本部を設置する。 

１ 設置基準 

（１）大規模な災害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 

（２）災害が発生し、その規模からして特に対策を要するとき。 

（３）災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。 

２ 解散基準 

本部長は、当該災害にかかる応急対策がおおむね完了した場合又は予想された災害の危険性

が解消されたと認めた場合は本部を解散するものとする。ただし、設置が前項（３）の基準に

なった場合は、当該法の規定に基づく救助が完了した場合に解散する。 

３ 災害対策本部の設置・廃止時の通報先 

村長は、本部を設置、又は解散したときは、速やかに次に掲げる者のうち必要と認める者に

通報する。 

（１）福島県・隣接市町・指定地方行政機関等 

（２）陸上自衛隊（第44普通科連隊）  

（３）警察署 

（４）消防機関 

（５）災害相互応援協定を締結している自治体等 

４ 村長不在時の対応 

村長が不在時の非常時において、村長による災害対策本部の設置が困難な場合は、第１順位

副村長・教育長、第２順位住民福祉部長、第３順位総務部長が行う。  

 

第２ 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害の規模、その他の状況により必要があると認めたときは、本部員の中から現

地災害対策本部長を指名し、名称、所管区域及び場所を定めて現地災害対策本部を設置する。 

また、国、県による現地災害対策本部が設置された場合は、当該現地対策本部と連絡調整を

図りつつ、国、県が実施する対策に対して、協力等を行う。 

 

第３ 村災害対策本部組織 

村災害対策本部の組織編成及び事務分掌は、「大玉村災害対策本部条例」及び「大玉村災害

対策本部規定」の定める所により、次のとおりとなっている。 
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（１）  大 玉 村 災 害 対 策 本 部 組 織 編 成 表 

 
別表第１  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔◎ 部長  ○ 副部長 （長）班長〕 

住民生活課生活安全係（長）・住民国保係 

総務課総務係（長）・政策推進課情報広報係 

議会事務局 

総務課財政係（長）、政策推進課企画係 

税務課賦課係（長）・評価係・収納係 

建設課建設係（長）・管理係 

建設課上下水道係（長） 

産業課村おこし係（長）・農政係・商工観光係 

農業委員会農地係 

教育総務課学校教育係（長）・教育総務係 

生涯学習課社会教育係・文化振興係・社会体育係 

玉井幼稚園・大山幼稚園 

 
 財務第２班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 財務部 
 
 

 
 財務第１班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 総務第２班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 大玉村消防団 
 
 

  
 各 分 団 
 
 

 
 団員 
 
 

 
 災害対策本部 
 現場指揮者 
 
 

 
 出納部 
 
 

 
 出 納 班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 教育部 
 
 

 
 教 育 班 
 
 

 
 農政部 
 
 

 
 農 政 班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 土木第２班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 災害対策副本部長 
 
 

 
 総務部 
 
 

 
 総務第１班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 災害対策本部長 
 
 

 
 土木第１班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 土木部 
 
 

 
 班員 
 
 

本部長 

村  長 

副本部長 

副 村 長 

教育長 

本部付 

消防団長 

 

本部員 

住民福祉部長 

総務部長 

産業建設部長 

教育部長 

消防団副団長 

住民生活課長 

総務課長 

政策推進課長 

税務課長 

健康福祉課長 

再生復興課長 

産業課長 

建設課長 

会計管理者 

議会事務局長 

教育総務課長 

生涯学習課長 

農業委員会事務局長             

 

副本部員 

課長補佐 

 

 

村   長 副 村 長 

教 育 長 

◎住民福祉部長 

○住民生活課長 

○議会事務局長 

課長補佐 

◎総務部長 

○総務課長 

○税務課長 

〇政策推進課長 

課長補佐 

 

◎産業建設部長 

○建設課長 

課長補佐 

◎産業課長 

○農業委員会事務局長 

課長補佐 

 

健康福祉課社会福祉係（長） 

健康福祉課保健係（長）・健康長寿推進係 

高齢福祉係 

再生復興課環境保全係（長）・原発災害対策係 

 
 厚生第３班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 厚生第２班 
 
 

 
 班員 
 
 

 
 厚生部 
 
 

 
 厚生第１班 
 
 

 
 班員 
 
 ◎健康福祉課長 

○再生復興課長 

課長補佐 

◎会計管理者 出納室出納係（長） 

◎教育部長 

○教育総務課長 

○生涯学習課長 

課長補佐 
 

（注）班員は各課員（係員）をもって充てる。 

消防団副団長 
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（２） 大 玉 村 災 害 対 策 本 部 の 事 務 分 掌 

別表第２ 
 

部名 班 名 分 掌 事 務 

各部・班に共通する事務 

１．部・班内職員の動員・配備に関すること。 

２．所管に関する被害状況及び災害対策に関すること。 

３．所管施設の災害予防（避難を含む）及び災害復旧に関するこ

と。 

４．所管する施設が指定避難所、指定緊急避難場所として開設さ

れた場合の協力に関すること。 

５．り災証明書の発行、被災者台帳作成への協力に関すること。 

６．物資集積所の管理及び救援物資の管理・配布への協力に関す

ること。 

７．他部・班の協力に関すること。 

８．その他本部長及び当該部長の指示に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 

総 
 

務 
 

部 

総務第１班 

【住民生活課】 

生活安全係 

住民国保係 

 

 

 

 

 

 

１．災害対策本部の庶務に関すること。 

２．気象情報の収集及び伝達に関すること。 

３．本部長の命令の伝達に関すること。 

４．防災関係機関との連絡調整に関すること。 

５．自衛隊の派遣要請依頼、警察官、県職員及び他市町村職員の

災害派遣要請と活動状況の把握に関すること。 

６．避難誘導、救出に関すること。 

７．指定避難所、指定緊急避難場所の指定及び開設に関すること。 

８．避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）

の発令に関すること。 

９．防災行政無線の運用に関すること。 

１０．災害情報の収集に関すること。 

１１．災害時の交通確保に関すること。 

１２．災害時の緊急通行車両等の確認証明書等の発行等に関するこ

と。 

１３．各部、各班に属さないこと。 

 

総務第２班 

【総務課】 

総務係 

【政策推進課】 

情報広報係 

【議会事務局】 

１．広報、広聴に関すること。 

２．職員の非常招集、動員に関すること。 

３．議会との連絡調整に関すること。 

４．受援体制の確保に関すること。 

５．災害記録に関すること。 

財 
 

務 
 

部 

財務第１班 

【総務課】 

財政係 

【政策推進課】 

企画係 

１．災害応急対策経費の予算措置に関すること。 

２．応急対策のための物品調達に関すること。 

３．応急対策食料品、衣料品、生活必需品の調達に関すること。 

４．村有車両の配備に関すること。 

５．物資集積所の管理及び救援物資の管理・配布に関すること。 

６．庁舎及び公共施設等の被害の調査、応急対策に関すること。 

７．国、県等に対する報告、要望に関すること。 

８．公共交通対策に関すること。 
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部名 班 名 分 掌 事 務 

財務第２班 

【税務課】 

  賦課係 

  評価係 

  収納係 

１．家屋の被害調査に関すること。 

２．村税等の減免及び猶予措置に関すること。 

３．り災証明書の発行に関すること。 

４．被災者台帳の作成に関すること。 

厚 
 

生 
 

部 

厚生第１班 

【健康福祉課】 

社会福祉係 

 

 

 

 

 

１．り災者に対する援護対策に関すること。 

２．災害義援金品の受付及び配分に関すること。 

３．り災者に対する世帯更正資金等に関すること。 

４．労務供給に関すること。 

５．ボランティア団体等の受入に関すること。 

６．被災地における心身障がい者（児）世帯の援護対策に関する

こと。 

７．日本赤十字社活動に関すること。 

８．福祉避難所の設置に関すること。 

厚生第２班 

【健康福祉課】 

保健係 

健康長寿推進係 

高齢福祉係 

 

１．被災地における感染症の予防に関すること。 

２．災害時における応急医療及び助産に関すること。 

３．医薬品、その他衛生資材の配達配分に関すること。 

４．環境衛生、食品衛生の保持に関すること。 

５．被災地における被災者のメンタルケアに関すること。 

６．要介護認定者の支援に関すること。 

７．高齢者、一人暮らし・高齢者のみ世帯に関すること。 

８．被災地における高齢者世帯の援護対策に関すること。 

９．（福祉）避難所の運営に関すること。 

１０．要配慮者利用施設管理者等が作成する避難確保計画及び避難

訓練実施への支援に関すること。 

厚生第３班 

【再生復興課】 

  環境保全係 

  原発災害対策係 

 

 １．災害廃棄物の処理に関すること。 

２．遺体の収容及び捜索等に関すること。 

３．災害時の愛玩動物（ペット）対策に関すること。 

４．環境放射線モニタリングに関すること。 

５．避難者のスクリーニング及び除染に関すること。 

６．防疫に関すること。 
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部名 班 名 分 掌 事 務 

土 
 

木 
 

部 

土木第１班 

【建設課】 

建設係 

管理係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．道路、橋りょう等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．交通不能箇所の広報及びう回路の決定に関すること。 

３．除雪対策に関すること。 

４．応急対策に要する資材調達に関すること。 

５．応急仮設住宅の用地確保・建設・応急処理及び入居選定に関

すること。 

６．がれき処理、障害物除去に関すること。 

７．災害復旧資材等の輸送に関すること。 

８．緊急輸送路の確保に関すること。 

９．農地、溜池、用排水路、樋門、堤とう等農業用施設の被害調

査及び応急復旧に関すること 

１０．河川及び砂防施設に関すること。 

１１．水防活動に関すること（水防資材の調達含む。）。 

１２．林道施設及び治山施設の被害の調査並びにその応急復旧に関

すること。 

１３．被災建物、被災宅地の応急危険度判定に関すること。 

１４．災害時の通行の禁止又は通行の制限に関すること。 

土木第２班 

【建設課】 

  上下水道係 

１．上水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．飲料水の確保に関すること。 

３．農業集落排水施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

農 
 

政 
 

部 

農 政 班 

【産業課】 

  村おこし係 

  農政係 

  商工観光係 

【農業委員会】 

  農地係 

１．農業災害の調査及びその応急対策に関すること。 

２．農業気象に関すること。 

３．農産物の技術対策に関すること。 

４．農業災害補償及び営農資金のあっせんに関すること 

５．家畜伝染病の予防及び防疫並びに家畜飼料の調整に関するこ

と。 

６．森林病害虫の防除及び駆除に関すること。 

７．商工業関係の被害調査及びその対策に関すること。 

８．観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

教 
 

育 
 

部 

教 育 班 

【教育総務課】 

学校教育係 

教育総務係 

玉井幼稚園 

大山幼稚園 

【生涯学習課】 

  社会教育係 

  文化振興係 

  社会体育係 
 

１．園児、児童、生徒の避難に関すること。 

２．教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

３．被災児童及び生徒に対する学用品の支給に関すること。 

４．被災児童及び生徒の保健管理に関すること。 

５．被災地の義務教育の確保及び教職員の動員に関すること。 

６．災害時の応急教育対策に関すること。 

７．指定避難所・指定緊急避難場所（学校等）の供与に関するこ

と。 

８．災害時の応急給食に関すること。（学校関係） 

９．社会教育施設及び体育施設の被害調査、応急復旧に関するこ 

と。 

１０．被災地の教育関係職員の福利厚生に関すること。 

１１．文化財等の保全に関すること。 
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部名 班 名 分 掌 事 務 

出
納
部 

出 納 班 

【出納室】 

  出納係 

１． 災害応急対策に要する経費の経理に関すること。 

 
 

第４ 災害救助法が適用された場合の体制 

村は、災害救助法が適用された場合は、法に基づく救助事務の実施又は県が行う救助事務の

補助を行うが、この場合の体制についても前項と同様の体制とする。 

 

第５ 部隊間の活動調整 

災害現場で活動する警察・消防・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置し、活

動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整、必要に応

じた部隊間の相互協力を行う。また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等

とも密接に情報共有を図りつつ、連携して活動するものとする。 

 

第６ 新型コロナウイルス等の感染症対策 

災害対策本部の運営等に際して、人と人との接触の低減を図り、「三つの密」（①密閉空間、

②密集場所、③密接場面）を避けることをより一層推進する。 

【工夫の例】 

・災害対策本部設置場所の工夫 

・災害対策本部設置場所の座席配置の工夫 

・災害対策本部設置場所の換気の徹底 

・手洗い、咳エチケット、マスク着用の徹底 

・共同で使用する物品・機器等の消毒の徹底 

・電話やＴＶ会議システム等の活用 

 

（１）災害対策本部のみならず、出先機関での各種会議や広域物資拠点など人が密集することが

想定される場所についても、適切な空間の確保への配慮等を行う。 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応下における災害対策本部のレイアウトは「新型

コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応のポイント」に示すレイアウト（例）を参考とす

る。 
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第２節 職員の動員配備 

 

 災害発生時に、初動体制をいち早く確立するため、職員の配備基準を明確にするとと

もに、職員の動員伝達方法、自主参集の基準等を定める。 

 

第１ 配備の基準 

（ア）村は、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ災害発

生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、非常配備の体制をとるもの

とする。 

（イ）各部長は、本部の事務分掌に基づき、各班の配備基準を定め、これを班員に徹底し

ておくものとする。 

 

別表第３ 

１ 大玉村災害対策本部非常配備に関する一般基準 

 配 備 基 準 
配 備 内 容 

職  員 消 防 団 

事 

前 

配 

備 

１． 震度４の地震が発生した 

とき。 

２．気象注意報（大雨、洪水等）

が発表され、警報の発表が

予想されるときで、村長が

配備を指令したとき。 

３．その他状況に応じて村長が

配備を指令したとき。 

・情報収集、連絡のため、

大玉村災害対策本部組織

の各対策部長以上を配備

する。 

また、状況に応じ次期の

配備体制が円滑に行える

体制を整える。 

（全職員自宅待機） 

・全団員自宅待機。 

 

 

警 

戒 

配 

備 

１．震度５弱の地震が発生した

とき。 

２．大雨警報、暴風警報、暴風

雪警報、洪水警報、大雪警報、

土砂災害警戒情報が発表さ

れたときで、村長が配備を指

令したとき。 

３．その他状況に応じて村長が

配備を指令したとき。 

・課長補佐以上を動員し、

情報収集、連絡、応急対策

を実施する。さらに状況に

応じて、職員の招集を実施

する。 

災害発生とともに、その

まま直ちに非常活動が開

始できる体制をとる。 

・団長からの指示により災

害発生が予想される地域

分団は警戒体制につく。 
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 配 備 基 準 
配 備 内 容 

職  員 消 防 団 

第 

一 

次 

非 

常 

配 

備 

１．震度５強の地震により、人

的被害及び住宅被害等が発

生したとき。 

２．大雨、洪水等の警報が発表

され、広範囲にわたる災害の

発生が予想されるとき、又は

被害が発生したとき。 

３．大雨警報（浸水害又は土砂

災害）の危険度分布（気象庁

ＨＰ）により、村域内に「非

常に危険」が表示されたと

き。 

４．避難準備・高齢者等避難開

始の発令（警戒レベル３）が

検討される災害の発生が予

想されるとき。 

５．その他状況に応じて村長が

配備を指令したとき。 

・大玉村災害対策本部を設

置する。 

・警戒配備に加えて、各班

長以上で非常活動ができ

る体制をとる。 

・事態の推移に伴い、速や

かに第二次非常配備に移

行できる体制をとる。 

・団長命令により全団員警

戒体制につく。 

災害発生地域分団より順

次出動。 

関係地域外分団は屯所を

拠点に警戒体制につく 

 

 

第 
二 
次 

非 

常 

配 

備 

１．震度６弱以上の地震が発生

したとき。 

２．大雨警報（浸水害又は土砂

災害）の危険度分布（気象庁

ＨＰ）により、村域内に「極

めて危険」が表示されたと

き。 

３．避難勧告及び避難指示（緊

急）の発令（警戒レベル４）

が検討される災害の発生が

予想されるとき。 

４．気象（波浪を除く）及び火

山噴火に関する特別警報が

発表されたとき。 

５．局地的に激甚な災害が発生

し、なお拡大のおそれがある

とき。 

６．村内各地に大規模な災害が

発生し、又は発生するおそれ

があり、広域的な応急対策が

必要又は必要となると認め

られるとき。 

７．村内全域に応急対策が必要

と認められるとき。 

８．その他状況に応じて村長が

配備を指令したとき。 

・被災地区において、救助

救護活動を行うため、ま

た、他地域への被害拡大を

防止するため、災害対策本

部を設置し全員体制とす

る。 

 また、本部は各機関に支

援の要請を行う。 

・団長命令により全団員出

動、非常災害救助活動及び

災害防圧にあたる。 

 

 

 

 

  ※ 上記は一般的な基準のため、状況に応じ臨機応変に対処するものとする。 
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第２ 非常参集及び非常連絡 

（１）災害対策に関わる部署の職員は、勤務時間外において気象警報等が発表され、災害の発生

が予想されるとき、又は火災が発生し、なお拡大のおそれがあるとき（警戒配備該当）は、

以後の状況の推移に注意しすみやかに関係部署と連絡をとり、所定の業務にあたる。 

（２）宿日直勤務を命ぜられた職員は、警戒配備に該当する気象通報を覚知したときは、直ちに

生活安全係長に通報する。 

 

第３ 職員の配備体制 

１ 事前及び警戒配備下の活動 

（１）事前配備下の活動 

事前配備下における活動の要点は、おおむね次のとおりとする。 

ア 住民福祉部長は、県災害対策課その他関係方面と連絡をとり、気象情報・対策通報等を

防災行政無線で住民に伝達するとともに、現地の情報を収集するものとする。 

イ 産業建設部長は、水位、流量等に関する情報を収集するものとする。 

ウ 関係各部長・課長は庁内の指定場所に参集し、相互に情報を交換して、当該情勢に対応

する措置を検討するものとする。 

エ 事前配備につく職員は、自己の所属する部の所定の場所に待機するものとする。 

オ 事前配備にあたる各課の責任者は、住民福祉部長からの情報又は連絡に即応して随時、

待機職員に対し必要な指示を行うものとする。 

カ 事前配備につく職員の人数は、状況により各部長が増減するものとする。 

（２）警戒配備下の活動 

ア 活動の要点 

警戒配備下の活動の要点は、おおむね次のとおりとする。 

① 各部長は次の措置をとり、その状況を随時、住民福祉部長に連絡するものとする。 

・ 状況把握を当該部の職員に徹底させ、所要の人員を配置につかせる。 

・ 関係各部及び関係のある外部機関との連絡を密にし、協力体制を整備する。 

② 住民福祉部長は、必要があると認めるときは、報道機関等の協力を求め、災害に関す

る情報の周知を図るものとする。 

イ 情報の収集・伝達及び被害状況の掌握 

各部長は、情報の収集及び伝達の体制を強化するとともに、被害が発生した場合には次

によりその状況を的確に掌握するものとする。 

① 各部長は、それぞれの所掌事務に関する被害の状況を掌握し、次により住民福祉部長

に報告するものとする。 

・ 被害が累積する見込みのときは、集計日時を明記し随時通知する。 

・ 被害の全般の状況が把握されているか否かを明らかにするとともに、これが不明の

地域についてはその範囲を付記する。 

・ 通知の様式は、別に定めるものとする。 

② 住民福祉部長は、各部長からの被害状況に基づき被害を集計するものとする。 

③ 各部長は、自らの部に直接関係のない被害の状況であっても住民その他から緊急の報

告を受けたときは、速やかに、これを関係部長に伝達するものとする。 
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④ 住民福祉部長は、消防機関等の非常配備状況等の災害応急対策実施状況を収集するも

のとする。 

（３）本部設置前における分掌事務 

本部設置前における災害応急対策にかかる分掌事務は、本部の分掌事務に準ずるものとす

る。 

 

２ 災害対策本部の活動要領 

災害対策本部の配備は、「災害対策本部設置後の配備基準」によるほか活動の要点は、おお

むね次のとおりとする。 

（１）第一次非常配備下の活動 

ア 本部の機能を円滑ならしめるため、災害対策本部を会議室に開設する。 

イ 災害対策本部総務部長（住民福祉部長）及びその他の関係部長は、情報の収集及び伝達

の体制を強化するものとする。 

ウ 災害対策本部総務部長（住民福祉部長）は、関係各部長と相互の連絡を密にし、客観情

勢を判断するとともに、応急措置について必要のある都度随時これを本部長に報告するも

のとする。 

エ 災害対策本部各部長は、次の措置をとり、その状況を随時本部長に報告するものとする。 

・状況を部の職員に周知徹底し、必要に応じ班を編成し、所要の人員を配置につかせる。 

・消防団及び関係のある外部の機関との連絡を密にし、協力体制を整備する。 

オ 本部長は、必要に応じ、災害対策本部会議を招集するものとする。 

（２）第二次非常配備下の活動 

第二次非常配備が指令された後、及び被害が発生した後は、災害対策本部各部長は災害対

策活動に全力を集中するとともに、その活動状況を随時本部長に報告するものとする。 

非常参集及び非常連絡 

ア 災害対策本部の職員は、勤務時間外において災害が発生したとき、又は災害が発生する

おそれがあると判断したときは、以後の状況の推移に注意し、速やかに本部に連絡をとり、

又は自らの判断で所定の場所に参集するものとする。 

イ 宿日直員は、気象情報機関からの災害に関する情報を受理したときは、直ちに災害対策

本部総務第一班長（生活安全係長）にその旨を報告し、その指示を受けるものとする。 

（３）災害対策本部員会議 

ア 災害対策本部員会議（以下「会議」という。）は会議室で開催するものとする。 

イ 災害対策本部員は、所掌事項に関する必要な資料を会議に提出するものとする。 

ウ 災害対策本部員は、会議の招集についてその必要性を認めたときは、災害対策本部総務

部長（住民福祉部長）にその旨を申し出るものとする。 

（４）本部事務局員 

ア 本部事務局員は、災害対策本部長の指名するものをもって充てる。 

イ 本部事務局員は、本部に常駐し、災害応急対策の推進にあたるものとする。 

ウ 本部事務局員は積極的に相互協力を行い、被害及び災害対策に関する全般の情報・資料

の収集及びその整備に努め住民に情報を伝達する。 

（５）情報及び被害報告の取扱い 
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ア 警報・注意報等の取扱い 

福島地方気象台並びに県の防災機関から伝達される災害に関する警報・注意報等の情報

は随時確認することとし、変化する状況を把握する。   

イ 被害状況のとりまとめ 

災害対策本部各部長は、所掌に関する被害状況をとりまとめ災害対策本部総務部長（住

民福祉部長）に報告するものとし、総務部長は、全般的な被害状況について県の防災機関

へ報告するとともに、災害に対処するための資料として村の防災機関に配布するものとす

る。 

 

３ 動員計画 

（１）動員系統 

災害対策のための動員は、災害対策本部の配備の区分に従い、電話・防災行政無線あるい

は伝令等のうち最も速やかに行える方法により行うものとする。 

 

  動員（招集）系統図                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）非常配備動員計画の作成 

災害対策本部各部の長は、災害対策本部の組織に基づき、非常配備動員計画を作成し、平

常時から所属職員に対し周知徹底するものとする。 

ア 動員伝達系統図 

イ 非常参集予定者 

ウ 非常参集場所 

エ 勤務時間外の対応  

 

第４ 職員の服務 

１ 勤務時間内の留意事項 

（１）災害情報に注意し、内容により、会議、出張を中止し、原則として勤務場所を離れない。 

（２）正規の勤務時間が終了しても、所属長の指示があるまで指定された場所で待機する。 

（３）自らの言動によって住民に不安や誤解を与えてはならない。 

 

２ 勤務時間外の留意事項 

（１）災害が発生し、インターネット・テレビ・ラジオ等の情報により、村内全域又はそれに相

当する被害が生じたと察知したときは、参集命令を待つことなく、自主的に大玉村役場に参

配備の決定 

（災害対策本部長） 

災害対策本部 

副本部長 

災害対策本部員 

（部長） 

災害対策本部員 

（課長） 
各班長 各班員 

消防団長 消防団員 
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集する。 

（２）災害の状況により、大玉村役場に参集することが困難な場合は所属長の指示に従う。 

（３）遠距離通勤職員は、参集について事前に所属長と協議しておく。 

（４）職員又は職員の家族が直接的にり災した場合は、緊急参集は実質的に不可能であるため、

自らの被害状況等を報告し所属長の指示に従う。 

（５）参集の際は、災害活動に適した服装とし、被害の状況に応じて数日分の食料と水を持参す

る。参集途上において、可能な限り被害状況等を把握し、参集後直ちに所属長又は上司に報

告すること。 

（６）出動に際しては、職員各位が安全面を考慮し、可能な限り安全装備品及び作業に必要な備

品等を持参する。 
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第３節 災害情報の収集伝達 

 

 風水害等の災害が予想されるとき、予・警報等の関係情報を迅速かつ確実に伝達

する必要がある。 

 また、災害が発生した場合、災害状況調査及び災害情報の収集は、その後の災害

応急対策の体制整備、災害復旧計画の策定の基本となるものであり、迅速・的確に

行う。 

 

第１ 気象特別警報・警報・注意報等について 

福島地方気象台よりの情報を、迅速かつ確実に関係機関及び住民に伝達し、防災措置の適切

な実施を図り、被害を最小限に防止する。 

１ 定 義  

予  報：観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。 

特別警報：大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災害の起こ

るおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報。 

警  報：大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそ

れがある場合、その旨を警告して行う予報。 

注意報 ：大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがあ

る場合に、その旨を注意して行う予報。 

情  報：気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合

や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説

する場合等に発表される。 

※本村においては、波浪、高潮に関する情報は対象外。 

 

２ 特別警報・警報・注意報の発表基準等 

（１）特別警報の発表基準 

現象の種類 現在想定している基準 

大雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想され

る場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や

同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮※ 高潮になると予想される場合 

波浪※ 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと

予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

※ 本村においては対象外 
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（２）警報・注意報の発表基準 

（令和２年８月６日現在）発表官署 福島地方気象台 

大玉村 

府県予報区 福島県 

一次細分区域 中通り 

市町村等をまとめた地域 中通り中部 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 16 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 105 

洪水 

流域雨量指数基準 
杉田川流域=14.6，百日川流域=6.5，安達太良川流

域=8.8，七瀬川流域=７ 

複合基準※２ － 

指定河川洪水予報 

による基準 
阿武隈川上流［本宮］ 

暴風 平均風速 18m/s 

暴風雪 平均風速 18m/s雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ 25cm 

山沿い 12時間降雪の深さ 35cm 

波浪※１ 有義波高  

高潮※１ 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 ８ 

土壌雨量指数基準 70 

洪水 

流域雨量指数基準 
杉田川流域=11.6，百日川流域=5.2，安達太良川流

域=７，七瀬川流域=5.6 

複合基準※２ 阿武隈川流域=（５，57.7） 

指定河川洪水予報 

による基準 
阿武隈川上流［本宮］ 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ 10cm 

山沿い 12時間降雪の深さ 20cm 

波浪※１ 有義波高  

高潮※１ 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 融雪により被害が予想される場合 

濃霧 視程 100m 

乾燥 
①最小湿度 40％、実効湿度 60％で風速８m/s以上 

②最小湿度 30％、実効湿度 60％ 

なだれ 
①24時間降雪の深さが 40cm 以上 

②積雪 50cm 以上で日平均気温３℃以上の日が継続 

低温 

夏期：最高・最低・平均気温のいずれかが平年より４～５℃以上低い日が

数日以上続くとき 

冬期：浜通り、中通り中部、中通り北部の平地：最低気温が－８℃以下、

又は－５℃以下の日が数日続くとき 

霜 
早霜、晩霜期におおむね最低気温２℃以下（早霜期は農作物の生育を考

慮し実施する） 

着氷・着雪 大雪注意報の条件下で気温が－２℃より高い場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

※１ 本村においては対象外 

※２ （表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値 
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【警報・注意報発表基準一覧表の解説】 

（１）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を

適用することが適切でない状態となることがある。このような状態がある程度長期間継続する

と考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定し

て「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

【大雨及び洪水警報・注意報基準表の解説】 

（１）大雨警報については、雨量基準に到達することが予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、

土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に到達する

と予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表する。 

（２）土壌雨量指数基準値は１km四方毎に設定しているが、土壌雨量指数基準には、市町村等の域

内における基準値の最低値を示している。 

（３）洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 10.5 以上｣を意味する。 

 

（参考） 

表面雨量指数：表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨

が地表面にたまっている量を示す指数。詳細は表面雨量指数の説明 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/hyomenshisu.html ）を参照。 

土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害リスクの高まりを示す指標で、土壌中に貯ま

っている雨水の量を示す指数。詳細は土壌雨量指数の説明 

（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html ）を参照。 

流域雨量指数：流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨による、下流の対象地点の洪水害リスク

の高まりを示す指標で、降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流

れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を示す指数。詳細は流域雨量指数の説明 

（ http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ryuikishisu.html ）を参照。 
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（３）主な気象警報等発表時における村や住民の対応 

村の対応 住民の行動 

気象警報等の種類 警
戒
レ
ベ
ル 

 
 
 

 

※ 
大雨 

暴
風 

大
雪 

暴
風
雪 (土砂災害) (浸水害) 

・担当職員の連絡態勢確

立 

・気象情報や雨量の状況

を収集 

・注意呼びかけ 

・警戒すべき区域の巡回 

・気象情報に気をつけ

る 

・テレビ、ラジオ、気

象庁ＨＰなどから最

新の気象情報を入手 

・窓や雨戸など家の外

の点検 

・避難所の確認 

・非常持出品の点検 

大雨注意報 

強
風
注
意
報 

大
雪
注
意
報 

風
雪
注
意
報 

警
戒
レ
ベ
ル
１
・
２ 

・警報の住民への周知 

・避難所の準備、開設 

・必要地域に避難準備・

高齢者等避難開始の

発令 

・応急対応態勢確立 

・必要地域に避難勧告、

避難指示（緊急）の発

令 

・避難の呼びかけ 

・避難の準備をする 

・避難所へ避難 

・危険な場所に近づか

ない 

・日頃と異なったこと

があれば、役場など

へ通報 

・暴風警報については、

安全な場所に退避 

 

大雨 

警報 

(土砂災害) 

大雨 

警報 

(浸水害) 

暴
風
警
報 

大
雪
警
報 

暴
風
雪
警
報 

警
戒
レ
ベ
ル
３
・
４ 

土

砂

災

害 

警

戒

情

報 

・特別警報が発表され非

常に危険な状況であ

ることの住民への周

知 

・直ちに最善を尽くして

身を守るよう住民に

呼びかけ 

・直ちに命を守る行動

をとる（避難所へ避

難するか、外出する

ことが危険な場合は

家の中で安全な場所

にとどまる） 

大雨 

特別 

警報 

(土砂災害) 

大雨 

特別 

警報 

(浸水害) 

暴
風
特
別
警
報 

大
雪
特
別
警
報 

暴
風
雪
特
別
警
報 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

※警戒レベル１～２は気象庁予報部が、警戒レベル３～５は大玉村が発表する。 

 

３ 情報 

（１）全般気象情報、東北地方気象情報、福島県気象情報 

気象の予報等について、特別警報･警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別

警報･警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表す

る。 

（２）土砂災害警戒情報 

福島県と福島地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨

による土砂災害発生の危険度がさらに高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判

断や住民の自主避難の参考となるよう、発表対象外区域となっている湯川村を除き原則とし

て市町村ごとに発表する。なお、これを補足する土砂災害警戒判定メッシュ情報で、実際に

危険度が高まっている場所を確認することができる。土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警

報（土砂災害）が発表されているときは、避難勧告等の対象地区の範囲が十分であるか等、

既に実施済みの措置の内容を再点検し、その結果、必要に応じて避難勧告の対象地域の拡大
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等のさらなる措置を検討する必要がある。 

（３）記録的短時間大雨情報 

県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観

測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)

したときに、福島県気象情報の一種として発表する。この情報が発表されたときは、土砂災

害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っ

ている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の｢危険

度分布｣で確認することができる。 

（４）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかけ

る情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気

象状況になっているときに、会津・中通り・浜通りの地域単位で発表する。なお、実際に危

険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。竜

巻注意情報は、竜巻発生確度ナウキャストで発生確度２が現れた地域に発表するほか、目撃

情報が得られて竜巻等が発生するおそれが高まったと判断した場合にも発表する。この情報

の有効期間は、発表から１時間である。 

 

４ その他 

（１）火災気象通報 

消防法第22条第１項の規定に基づく気象状況の通報は、おおむね次のとおりとする。 

『イ』の基準：実効湿度60％以下、最小湿度40％以下で平均風速８m/s以上吹く見込みの

場合。 

『ロ』の基準：平均風速12m/s以上の風が１時間以上継続して吹く見込みの場合。ただし、

降雨・降雪中は通報しない場合もある。 

（２）スモッグ気象情報 

大気汚染防止法の規定により、光化学オキシダント濃度が注意報発令基準に達しそうな場

合に県知事が行う緊急の措置に資するための気象情報。 

※「光化学スモッグ注意報」等は、福島県の発令基準により発令される。 

注意報基準：オキシダント濃度0.12ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件から見て

継続すると認められるときに発令される。 

（３）大気汚染気象通報及び電力気象通報 
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５ 防災気象情報の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁 

仙台管区気象台 

NHK 福島放送局 

福島テレビ 

福島中央テレビ 

福島放送 

テレビユー福島 

ラジオ福島 

国土交通省東北

地方整備局福島

河川国道事務所 

陸上自衛隊福島

駐屯地第 44 普

通科連隊 

福島地方気象台 

東日本電信電話（株） 

西日本電信電話（株） 

福島県警察本部 

福島県 郡山北警察署 

（本宮分庁舎） 

大玉駐在所 

 

大玉村 

安達地方広域行

政組合消防本部 

（南消防署） 

地域住民 

消防庁 

庁内関係

機関 

防災情報提供ｼｽﾃﾑ 

Ｊ-
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ 

 

ｱﾃﾞｽｵﾝﾗｲﾝ 

防災情報 

提供ｼｽﾃﾑ 気象通信系 
総合情報通信 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

（
必
要
に
応
じ
） 

※波線は特別警報発表時の伝達義務（放送機関はＮＨＫ福島放送局のみ） 

県北地方振興局 

県北建設事務所 

二本松土木事務所 
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第２ 被害状況等の収集、報告 

１ 被害調査 

村及び防災関係機関は、災害が発生した場合、直ちに村内の被害状況について調査を行う。

特に、大規模な災害が発生した時、又は発生が予想される時は、県と連携し必要に応じ警察署、

その他の関係機関と緊密な連携を取り、写真撮影及びビデオ等の画像情報を活用する等、早期

かつ適切な情報の収集に努める。村は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体

制のもと、適切な対応がとれるよう努めるものとする。 

（１）情報の収集 

ア 被害状況の掌握 

① 災害が発生した場合における各部門別の被害の状況は、２（４）に定める「災害情報・

被害報告系統図」によりそれぞれの事項に関し、関係各対策部において掌握する。災害

対策本部各部において掌握した被害状況を各対策部長がとりまとめ、災害対策本部総務

部長（住民福祉部長）に報告する。 

② 関係対策部長は所管する事項以外の被害について、他の機関等から応急対策の措置を

要する緊急の報告を受けたときは、これを担当対策部長に伝達する。 

イ 夜間及び休日等の被害報告の収集及び要領 

被害が予想される状況下にある場合には、関係課は待機し状況の掌握に努める。被害が

予想されない突発的な災害で関係機関から通報があった場合には、宿直員及び日直員は直

ちに「休日及び勤務時間外災害通報連絡表」（資料編 資料１－１１）により必要な連絡

を行う。 

ウ 被害報告の収集要領 

① 被害報告の収集は、災害発生の初期においては人的被害及び住民が当面の生活を維持

することに直接関係する住家、医療衛生施設、社会福祉施設、電力・水道・通信等、生

活関連施設の被害の状況を優先して収集する。 

② 上記の災害の規模・状況が判明次第、公共施設、商業施設等その他の被害状況を速や

かに調査・収集する。 

（２）応急対策報告の収集 

防災関係機関は、被害報告と併せて、当該機関に則った防災体制、災害応急対策、措置状

況を報告する。 

（３）防災情報の通報 

防災関係機関から収集した各種災害情報、気象情報、水防情報等を総合分析し、これらの

災害情報のうちから関係防災機関が災害応急対策を講ずるうえで必要な防災情報を「災害情

報・被害報告系統図」により、当該防災機関に通報する。 

  

２ 被害状況等の報告 

（１）報告の系統図 

              

           

  

 

大 玉 村 県北地方振興局 県災害対策課 総務省消防庁 
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（２）県等への報告 

ア 村は、県が指定する様式及び日時により、被害状況の調査内容をまとめ、速報と確定を

区分して具体的に報告する。  

イ 県への報告は、福島県総合情報通信ネットワークの「防災事務連絡システム」により村

から県災害対策本部へ報告することを基本とし、併せて福島県県北地方振興局にも報告す

る。 

ウ 村は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況及び応援の必要性等を連絡する。被

災等により防災事務連絡システムが使用できない場合、村は電話、ＦＡＸ、電子メール等

により県へ報告するものとする。 なお、いずれの場合においても県へ報告することがで

きない場合は、直接、国（総務省消防庁）へ被害状況等の報告を行う。県北地方振興局へ

報告することができない場合においては、直接、県災害対策課に報告を行う。また、大規

模な災害等により、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が

殺到する場合は、その状況を直ちに電話により総務省消防庁及び県災害対策課に報告する。 

 

被害状況の報告先 

【県】 

ＮＴＴ回線 024-521-7194 (FAX)024-521-7920 

総合情報通信 

ネットワーク 

衛星系 TN-8-10-201-2632、2640 (FAX)TN-8-10-201-5524 

地上系 TN-8-11-201-2632、2640 (FAX)TN-8-11-201-5524 

 

【国(消防庁等)】 

区 分 

回線別 

平日（9:30～18:15） 

※ 応急対策室 

左記以外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話 

FAX 

03-5253-7527 

03-5253-7537 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

消防防災無線 
電話 

FAX 

90-49013 

90-49033 

90-49102 

90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電話 

FAX 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 

TN-048-500-90-49102 

TN-048-500-90-49036 

   （注） ＴＮは、内線から無線への乗入れ番号 

 

エ 村は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害、火災、土砂災害の

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

範囲から直ちに県へ報告するものとする。通信の途絶等により県に報告できない場合は、

直接国（総務省消防庁）へ報告するものとする。特に、行方不明者の数については、捜索・

救助体制の検討等に必要な情報であるため、村は、住民登録の有無にかかわらず、村内で

行方不明となった者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努め

るものとする。また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行ってい

ることが判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者な

ど住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡する
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ものとする。 

オ 道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、村

は、国、県及び指定公共機関と協力し、それぞれの所管する道路のほか、通信、電気、ガ

ス、上下水道等のライフラインの途絶状況及び復旧状況について把握するものとする。ま

た、村は、村内における備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有無の把握に

努めるものとする。 

（３）県へ報告すべき災害 

災害対策基本法第53条第１項の規定に基づき報告する災害は以下のとおりとされている。 

ア 村において災害対策本部を設置した災害 

イ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められ

る程度の災害 

ウ ア又はイに定める災害になるおそれのある災害  

（４）災害情報・被害報告系統図 
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（５） 報告の内容と種類 

ア 被害報告の種類は、被害の発生と推移に従い、次の３種類とする。 

① 概況報告（被害即報） 

被害が発生した場合、その都度行う報告 

② 中間報告 

被害状況を掌握した範囲でその都度行う報告。なお、被害が増加する見込みのときは、

集計日時を明記するものとする。 

③ 確定報告 

被害の状況が確定した場合に行う報告。 

イ 報告の様式 

① 報告様式は別に定める被害状況報告書によるものとする。 

② 概況報告及び中間報告は、確定報告の様式に準じた内容により行うものとする。 
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第４節 通信の確保 

 

 村及び防災関係機関は、災害発生時の情報連絡体制を最優先とし、連絡責任者を

配置するなど、迅速かつ円滑な通信連絡体制の整備に努める。 

 

第１ 通信手段の確保 

１ 災害時の通信連絡 

（１）村及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害

が起きたときの復旧要員の確保に努めるものとする。特に孤立地域の通信手段の確保につい

ては、特段の配慮を行うものとする。 

（２）村及び防災関係機関が行う災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害情報の収

集伝達、その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として有線通信（加入電話）、無線

通信、県総合情報通信ネットワーク及び村防災行政無線により速やかに行う。 

（３）加入電話を使用する場合には、回線の状況により「災害時優先電話」を利用する。 

（４）村及び防災関係機関は、電子メールを災害発生時の連絡手段として活用し、速やかな情報

連絡を行うものとする。 

その際、電子メールの情報が対応されずに埋没することのないよう、情報の受け手は速や

かに内容を確認のうえ対応、若しくは担当部署への割り振りを行う。 

 

２ 通信の統制 

災害発生時においては、加入電話及び無線通信とも混乱することが予想されるため、各通信

施設の管理者は、必要に応じ適切な通信統制を実施し、円滑な通信の疎通に努める。 

 

３ 各種通信施設の利用 

（１）非常無線通信の確保 

村及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政無線等が使用不能になったときは、アマチ

ュア無線局の協力を得てその通信手段の確保を図るものとする。 

（２）通信施設所有者の相互協力 

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑に実施するため、相互の連絡を密に

し、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行う。 

（３）非常通信実施時期 

非常通信は、次の２つの場合その取扱いを開始するものとする。 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することが著

しく困難であるときに、非常通報を疎通するための無線局が実施すること。 

イ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を疎通するために総

務大臣が無線局に実施を命じたとき。 

（４）災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の利用 

村は、災害応急対策に必要な通信機器及び災害発生による通信設備の電源供給停止時の応

急電源（移動電源車）について、必要に応じ、東北電力ネットワーク㈱に貸与を要請する。 
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第２ 村防災行政無線の運用 

１ 災害時の通信連絡 

災害時における災害情報の伝達若しくは被害状況の収集、その他応急対策に必要な指示、命

令、応援要請等は、村防災行政無線を活用し行う。 

 

２ 村防災行政無線の運用 

村防災行政無線については、「大玉村防災行政無線局管理運用規程」に基づき運用する。 

 

第３ 福島県総合情報通信ネットワーク 

１ 災害時の通信連絡 

県全域を一つに結ぶ無線通信によるネットワークである。災害時には、情報の収集・一斉指

令等の機能を発揮する。 

防災通信機能の拡充・強化を目的に、衛星系と地上系による通信の多ルート化、機械設備・

電源装置の二重化を確保し整備されているので、県庁・各市町村、消防本部との通信手段とし

て活用する。 

 

第４ 東日本電信電話（株）福島支店の措置 

１ 加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合においては、通信不能区域をな

くし、又は重要通信の確保を図るため、次の措置を講ずるものとする。 

（１）交換機又は伝達路の被災に伴って発生する電話輻輳、あるいは災害時における電話網の復

旧にあたっては、交換機の迂回中継機能を活用し最大の疎通を確保する。 

（２）回線の規制又は迂回を行う場合の措置の程度は、規制回線又は迂回回線のサ－ビスレベル

が、管理限界内に維持される程度までとする。ただし、重要回線を確保するための回線規制

又は迂回措置はこの限りではない。 

（３）専用線等は、原則として規制の対象としない。 

（４）災害の発生直後等に生ずる電話の輻輳とその影響を極力防止するため、関係事業所におい

てトラヒック状況（呼量）を監視するとともに、迅速に必要措置を講じる。 

（５）電気通信設備の被災により、疎通に著しく支障がある場合には、被災地からの発信通話の

疎通を優先する。ただし、この場合においては、電話網における異常の波及を防止するため

に、着信通話の疎通を考慮して行う。 

（６）非常・緊急通話の疎通確保及び手動台の異常輻輳防止のため、必要により利用制限、通話

時間の制限等、各種措置を講じる。 

（７）災害時における被災者との相互連絡をメッセージ録音、再生により伝達する災害用伝言ダ

イヤル（１７１）、災害用伝言板（Web１７１）、災害用伝言板（ⅰモード携帯、スマート

フォン）を活用し、被災地に集中するトラヒック（呼出量）を分散する。 

 

２ 東日本電信電話(株)の無線の運用 

（１）ポータブル衛星通信システムの配備 

災害等によって交換機、伝送路及び加入者ケーブルなどが故障した場合、通信の孤立を防
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止するためにポータブル衛星通信システムを使用し、通話（最大８回線及びインターネット

１回線）を確保する。 

（２）加入者系デジタル無線装置の配備（ＴＺ－403Ｄ） 

交換機の故障、または加入者ケーブルの損傷等により発信もしくは着信不能となったとき

に、重要通信の確保並びに災害時用公衆電話（特設公衆電話）等を設置する場合を対象とし

通話（最大８回線）を確保する。 
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第５節 相互応援協力 

 

 災害時においては、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、他の地方公共団体

及び関係機関と相互の応援協力により適切な応急救助を実施する。 

 

第１ 県等に対する応援要請 

１ 村長は、災害応急対策（広域避難対策、役場機能の低下、喪失、移転対策を含む。以下同じ。）

を実施するため必要があると認めるときは、知事（県総務部）に応援（職員の派遣を含む。以

下同じ。）若しくは応援のあっせんを求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。

また、大規模な災害の発生時においては、国や他の地方公共団体の応援職員の派遣に備え、災

害対策本部と近接した執務スペースを確保する。 

 

２ 村長は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときは、他の市町村に対し、応

援を求めることができる。 

 

３ 村長が知事に職員の派遣、職員の派遣のあっせん若しくは応援を求め、若しくは災害応急対

策の実施を要請し、又は他の市町村長に応援を求める場合、次に掲げる事項について口頭又は

電話をもって要請し、後日文書により処理するものとする。 

（１） 災害状況の説明及び応援を求める理由 

（２） 応援を要請する機関名 

（３） 応援を要請する職種別人員、物資等 

（４） 応援を必要とする場所、期間 

（５） その他必要な事項 

 

４ 知事の指示 

災害対策基本法第72条に基づき、知事が村長に対し、応急措置の実施について必要な指示、

又は他の市町村長を応援すべきことを指示された場合、知事の指示に係る応援に従事する者は、

応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

 

５ 福島県消防防災ヘリコプターの要請 

大規模な林野火災、自然災害の発生時には、消火作業、人命救助、疾病者搬送等防災活動に

対して迅速かつ的確な対応が重要であり、県消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 

（１）出動要請基準   

村長は、災害が発生し、自助努力で対処が困難な場合で緊急性、公共性があり、かつ、人

命及び財産の保護が必要と判断した時には、県知事に対して県消防防災ヘリコプターの要請

を行う。 

（２）出動要請範囲 

県消防防災ヘリコプターの要請範囲は、次に掲げるものとする。 

ア 救急・救助活動 

イ 災害応急対策活動 
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ウ 火災防御活動 

エ 災害予防対策活動 

  

第２ 国に対する応援要請 

１ 村長の応援要請  

（１）村長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、指定地方行政

機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請することができる（災害対策基本法第29条）。 

（２）村長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは知事に対し、指

定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる（災害対策基本法第30

条）。 

 

２ 手続き 

村長は、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請するときは、次

の事項を記載した文書をもって行う。 

また、村長が、知事に対して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣のあっせんを

求めるときも同様とする。 

（１）派遣を要請する理由 

（２）派遣を要請する職員の職種別人員数 

（３）派遣を必要とする期間 

（４）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（５）その他職員の派遣について必要とされる事項 

派遣された職員の身分の取扱いに関しては、災害対策基本法施行令第１７条に定めるとお

りである。 

 

第３ 公共的団体等との協力 

１ 村は、区域内における公共的民間団体及びボランティア団体等から、次のような協力を得な

がら、効率的な応急対策活動を行うものとする。 

なお、これら団体等の協力業務及び協力方法について、災害時における活動が効率的に処理

できるよう事前協議等によりその内容の周知徹底を図るものとする。 

（１）異常現象、災害危険箇所等を発見した場合に、村その他関係機関に連絡すること。 

（２）災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。 

（３）災害時における広報広聴活動に協力すること。 

（４）災害時における出火の防止及び初期消火に関し協力すること。 

（５）避難誘導、避難所内被災者の救援業務に協力すること。 

（６）被災者に対する炊き出し、救援物資の配分等に協力すること。 

（７）被害状況の調査に協力すること。 

（８）被災区域内の秩序維持に協力すること。 

（９）り災証明書交付事務に協力すること。 

（10）その他の災害応急対策業務に関すること。 
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２ 公共的団体及びボランティア団体等は次のとおりで、災害時における活動が能率的にできる

よう連絡会議等を開催するとともに、防災訓練等の実地訓練を行い、意識の高揚を図る。 

（１）大玉村赤十字奉仕団 

（２）安達医師会 

（３）安達歯科医師会 

（４）ふくしま未来農業協同組合 

（５）大玉村商工会 

（６）大玉村女性消防協力隊 

（７）大玉村婦人会 

（８）大玉村行政区長会 

（９）大玉村私設消防組織 

（10）大玉村民生児童委員協議会 

（11）大玉村社会福祉協議会 

（12）大玉アマチュア無線赤十字奉仕団 

（13）大玉村交通教育専門員 

（14）本宮地区交通安全協会玉井・大山分会 

（15）大玉村交通安全母の会 

（16）玉井地区防犯協力会 

（17）大山防犯協力会 

 

第４ 応援協定の締結 

１ 他市町村等との相互応援協定 

村の区域に甚大な被害が発生した場合、迅速な災害応急活動を行うため、他市町村等と災害

応援協定を締結した。相互応援協定書一覧は、資料編（資料３－５及び資料３－６）を参照

する。 

なお、受援計画による受援を行ったときは、計画に基づく経費は、村が負担するものとする。 

 

第５ こおりやま広域連携中枢都市圏によるブロック支援 

災害応急対策実施に伴う人的ニーズが膨大である場合や、多数の村職員が被災し災害対応にあ

たれない等の理由で、本村の職員のみでは要員が不足する場合は、本部長は「こおりやま広域連

携中枢都市圏災害時等の対口支援に関する事務取扱要領」により他自治体からの受援を受ける。 
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第６節 災害広報 

 

 災害時において、被災地住民、住民及び村外関係者に正確かつわかりやすい情報を提

供し、混乱を防止するとともに適切な行動を支援するために、村及び防災関係機関は災

害発生後、連携して広報活動を展開する。 

 

第１ 広報活動 

１ 報道機関、県機関等との連携体制の強化 

村は、防災関係機関と連携を図り、住民及び報道機関に対し広報活動を行うとともに、災害

報道のための資料提供等について報道機関から依頼があった場合、積極的に協力を行うものと

する。 

また、報道機関においても、各防災関係機関から災害広報について依頼があった場合、積極

的に協力するものとする。さらに、指定地方行政機関、公共機関等と相互に連絡を取り合うも

のとする。 

 

２ 住民に対する広報 

村（災害対策本部）は、防災関係機関と調整を図り、住民に対し防災行政無線（戸別受信機

含む）、広報車、ホームページやソーシャルネットワークサービス、携帯電話への緊急速報メ

ール、テレビ・ラジオ、臨時災害ＦＭ局の開設、さらに既存のコミュニティＦＭ放送局等を活

用し、以下の事項について広報活動を行う。 

なお、被災者が必要とする情報は、①避難誘導段階、②避難所設置段階、③避難所生活段階、

④仮設住宅設置段階、⑤仮設住宅での生活開始段階等、災害発生からの時間の経過に伴い、刻々

と変化していくことから、被災者の必要性に即した情報を的確に提供することを心掛けること

が必要であり、これらの情報を災害対応にあたる職員にも周知するよう努めるものとする。 

（１）地域の被害状況に関する情報 

（２）当該地区における避難に関する情報 

ア 避難の勧告に関すること 

イ 受入施設に関すること 

ウ 指定された避難所以外に避難した被災者への支援情報に関すること 

（３）地域の応急対策活動に関する情報 

ア 救護所の開設に関すること 

イ 交通規制、交通機関及び道路の復旧に関すること 

ウ 電気、電話、水道の復旧に関すること 

（４）安否情報、救援物資、義援金の取扱いに関すること 

（５）その他住民に必要な情報（二次災害防止に関する情報を含む。） 

ア 給水及び給食に関すること 

イ 電気、ガス、水道による二次災害防止に関すること 

ウ 防疫に関すること 

エ 臨時災害相談所の開設に関すること 

オ 被災者への支援に関すること 
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カ 犯罪防止、流言飛語の防止呼びかけに関すること 

キ 二次災害防止に関すること 

ク 感染症対策に関すること 

 

３ 市町村間の協力による広報 

村は、サーバ等の被災によりホームページでの情報発信が不可能になった場合、災害時相互

応援協定等により、他市町村にホームページの開設や情報の掲載を代行してもらう仕組みの構

築を検討する。 

 

４ 県及び報道機関に対する発表 

県及び報道機関に対する災害情報の発表はすべて村災害対策本部からの発表とし、逐次的確

に集計し関係機関に対し、メール、電話・ＦＡＸ等により行い有線の手段によることができな

い場合は、防災行政無線の活用により正確になすものとする。 

（１）報道機関等への発表は村長若しくは住民福祉部長の指示により発表する。 

発表にあっては、的確に事実を伝えられるように文例をあらかじめ整備しておくものとす

る。 

（２）警察への発表は村長若しくは住民福祉部長が行う。 

 

５ 広報の方法 

（１）一般広報 

住民に対して広報する際は、非常時における状況・心理を把握し、いたずらに人心を動揺

させることをさけ、災害の現況を確実に広報するものとし、広報媒体は、防災行政無線（戸

別受信機含む）・広報車等を利用し、短時間に最も要領を得るよう広報する。また、広報紙・

チラシ等を作成配布するものとし、これら広報紙・チラシ等は、有事の際の対策と住民の心

構えの啓発のため、平常時における広報活動にも活用するものとする。 

（２）災害情報共有システム（Ｌアラート） 

村は、災害情報共有システム（Ｌアラート）に被害情報や避難勧告等の発令、避難所開設

などの災害情報等を発信し、多様な媒体を通して速やかに住民へ伝達することができるよう

にする。 

（３）要配慮者に配慮した広報の実施 

次のような要配慮者に配慮した広報の実施を心掛ける。 

ア 外国人に対して多言語による広報 

イ 聴覚障がい者に対して文字放送、手話通訳等の実施 

 

６ 災害記録映像の撮影及び収集 

総務第２班長は、災害現場を写真で撮影するとともに各班の被害状況調査に際して撮影した

写真等を収集する。 

   

７ 広報活動計画 

総務第２班長は、次の項目につき、あらかじめ広報活動計画を定めておくものとする。 
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（１）災害広報に使用できる車両の把握、人員等 

（２）公共放送機関との連絡体制の整備 
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第７節 救助・救急 

 

 災害発生後において、生命・身体の安全を守ることは、最優先されるべき課題であり、

人員、資機材等を優先的に投入して、救助活動を実施する。 

 村は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防災関係機関の協力を得ながら救

助・救急活動を行うが、早期救出が生死を分けることになることから、住民及び自主防

災組織においても自発的に救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する

防災関係機関に協力することが求められる。 

 

第１ 自主防災組織、事業所による救助活動 

１ 自主防災組織、事業所の防災組織及び住民は、次により自主的な救助活動を行うものとする。 

（１）組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 

（２）救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に努める。 

（３）自主救助活動が困難な場合は、消防機関又は警察等に連絡し早期救助を図る。 

（４）救助活動を行うときは、可能な限り村、消防機関、警察と連絡を取り、その指揮を受ける

ものとする。  

 

２ 風水害及び土砂災害等による被災者等に対する救助活動が迅速的確に行えるよう、平常時か

ら次の措置を行うものとする。 

（１）救助技術、救助活動の習熟 

（２）救助活動用資機材の点検及び訓練の実施 

（３）地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施 

 

第２ 村による救助活動 

１ 村は、消防機関と協力し、救助対象者の状況に応じた救助班を編成し、人員及び重機等の資

機材を優先的に投入して救助活動を行うものとする。また、警察機関、地域の実情に精通した

住民等と密接に連携して救助作業を実施するものとする。 

なお、これらの状況について逐次、県に報告するものとする。 

 

２ 村は、自ら被災者等の救助活動を実施することが困難な場合、次の事項を示して県に対し救

助活動の実施を要請する。又、必要に応じ民間団体にも協力を求めるものとする。 

（１）応援を必要とする理由 

（２）応援を必要とする人員、資機材等  

（３）応援を必要とする場所 

（４）応援を希望する期間 

（５）その他周囲の状況等応援に関する事項 

 

３ 村は、村内で予想される災害、特に水害、土砂災害、建物等の倒壊による被災者等に対する

救助活動に備え、平常時から次の措置を行うものとする。 

（１）救助に必要な車両、舟艇、資機材、その他機械器具の所在及び調達方法の把握並びに関係
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機関団体との協力体制の確立 

建設業者以外の地域の企業に対しても、救助に有効な資機材、機械器具等の所有の有無等

について、あらかじめ調査し、協力を求めておくこと。 

（２）大雨による土砂崩れ等により孤立化が予想される地域について、孤立者の救助方法、当該

地域との情報連絡体制の確保、救助にあたる関係機関等との相互情報連絡体制等の確立 

（３）自主防災組織、事業所及び住民等に対し、救助活動についての指導及び意識啓発 

（４）自主防災組織の救助活動用資機材の配備の促進 

（５）救助技術の教育、救助活動の指導 

   

第３ 安達地方広域行政組合消防本部による救助・救急活動 

１ 救助・救急活動 

（１）救助・救急は、救命の処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者に対しては、

できる限り、消防団員、自主防災組織及び付近住民の協力を求めて、自主的な処置を行わせ

るとともに、他の防災機関と連携のうえ、救助・救急活動を実施する。 

（２）延焼火災が多発し、同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、火災現場付近を優先に

救助・救急活動を行う。 

（３）延焼火災が少なく、同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、多数の人命を救護でき

る現場を優先に効果的な救助・救護活動を行う。 

（４）同時に小規模な救助・救急を必要とする事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を優

先に救助・救急活動を行う。 

（５）救助活動において、住民等が混乱状態にあるときは警察等に協力を求め、円滑な活動がで

きる体制を確保する。 

 

２ 救助・救急における出動 

（１）救助・救急の必要な現場への出動は、救命効率を確保するため、努めて救助隊と救急隊が

連携して出動する。 

（２）救助活動を必要としない現場への出動は、救急隊のみとし、救命を要する重傷者の救助を

優先に出動する。 

  

３ 救助・救急体制の整備 

消防団員及び住民等に対する救助・救急訓練を行って、消防団等を中心とした各地域におけ

る救助・救急体制の整備を図る。 

 

第４ 警察署の活動  

１ 救助・救出活動 

（１）署長は、被害の程度に応じて、署員を被災地に出動させ、倒壊家屋等からの救出、救助に

あたる。 

（２）活動にあたっては、保有する装備資機材を有効に活用するものとする。 

（３）原則として、救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救急隊等に引き継ぐものとする。 

（４）他の救急救助活動が円滑にできるよう、被災地域での交通整理及び人員整理を行う。又必
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要に応じて立ち入り禁止などの措置を行う。 

 

第５ 広域的な応援 

大規模な災害が発生し、安達地方広域行政組合消防本部のみでの救助・救急活動が困難であ

る場合は、福島県広域消防相互応援協定及び隣接消防相互応援協定等による派遣要請を行う。 

また、必要に応じて、村長は、県を通じて消防庁長官に対して、緊急消防援助隊及び「大規

模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプター等の応援を要請する。 
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第８節 自衛隊災害派遣要請 

 

 災害発生時における自衛隊の派遣要請を行う場合の必要事項、手続き等を明らかに

し、迅速かつ円滑な災害派遣活動が実施されることを目的とする。 

 

第１ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲 

１ 災害派遣要請の基準 

知事は、災害を予防し、又は災害が発生した場合に、人命及び財産を災害から保護するため

に村長、警察署長及び防災関係機関から自衛隊派遣要請の要求を受けたとき、又は自らの判断

により自衛隊の派遣を要すると認めるときは、部隊等の派遣を要請するものとする。 

 

２ 災害派遣要請の範囲 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、災害時における人命又は財産の保護のため必要であ

り、かつ、緊急性、公共性のあるもので、他の機関の応援等により対処できない場合とし、お

おむね次による。 

なお、特に人命にかかわるもの（救急患者、薬等の緊急輸送等）については、災害対策基本

法に規定する災害以外であっても、災害派遣として行う。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）遭難者等の捜索、救助 

（４）水防活動 

（５）消防活動（空中消火を含む。） 

（６）道路又は水路の啓開 

（７）診察、防疫、病害虫防除等の支援（大規模な伝染病等） 

（８）通信支援 

（９）救急患者、医師、その他救難活動に必要な人員等緊急輸送 

（10）救援物資の緊急輸送 

（11）炊飯、給水及び入浴 

（12）救援物資の無償貸付及び譲与（防衛庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省

令第13条、14条） 

（13）危険物の保安及び除去（火薬類、爆発物の保安措置及び除去） 

不発弾の処理は、県警察本部（生活環境課）が窓口となる。 

（14）予防派遣（災害に際し被害が客観的に推定され、かつ急迫している場合でやむを得ないと

認められる場合） 

【具体的な要請例】 

① 孤立集落の発生、長時間の交通の途絶、雪崩による住家倒壊のおそれなど大規模な雪

害が発生するおそれが大きく、他の機関の応援によって対処ができない場合 

② 居住地域に重大な被害をもたらす火山活動のおそれが高く切迫した状態で、噴火警報

（レベル５「避難」又はレベル４「避難準備」）が発令された場合で、他の機関の応援

だけでは対処ができない場合 
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③ 風水害により大量に発生した風倒木を放置した場合、河川等への流出による地域住民

の人命に係る二次災害の発生が予測され、他の機関の応援だけでは対処ができない場合 

（15）その他 

知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものについて関係部隊の長と協議して決定

する。 

 

第２ 災害派遣要請 

１ 災害派遣要請の要求 

村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施す

るため必要があると認めるときは、知事に対して自衛隊災害派遣の要請をするよう求めること

ができる。（自衛隊法第８３条） 

なお、村長不在等の非常時における緊急を要する判断については、第１順位副村長・教育長、

第２順位住民福祉部長、第３順位総務部長の順とする。 

 

２ 災害派遣要請の要求要領 

（１）自衛隊派遣の要請は、村長が県北地方振興局を通じて、知事（県災害対策本部総括班）に

要請するものとする。派遣の要請については、次の事項を明記した文書をもって行うものと

する。ただし、緊急を要し、文書をもってするいとまがない場合は、電話等により直接知事

（県災害対策本部総括班）に要求し、事後文書を送達するものとする。この場合、速やかに

県北地方振興局長へ連絡するものとする。  

ア 提出（連絡）先 県災害対策課、災害対策本部総括班 

イ 提出部数 ２部 

ウ 記載事項 

① 災害の状況及び派遣を要する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

（２）村長は、前項の要求ができない場合は、村を災害派遣隊区とする部隊長に対して災害の状

況を通知することができるものとする。この場合村長は、速やかにその旨を知事に通知しな

ければならない。 

また、通知を受けた部隊長は、特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと認めら

れるときは、人命又は財産の保護のため、部隊等を派遣するとともに、速やかにその旨を知

事に通知するものとする。 

 

◆自衛隊の災害派遣担当窓口 

陸上自衛隊福島駐屯地 

所在地 福島市荒井字原宿１ （電話０２４－５９３－１２１２  ・５９３－１２１３） 

担当者 第４４普通科連隊第３科長（内線２３７番､県防災行政無線２８０－０１番） 

時間外 福島駐屯地当直司令 （内線３０２番、県防災行政無線２８０－０２番） 
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◆文書送達（連絡）先 

県災害対策課   電話 （０２４）５２１－７１９４ 

 

第３ 災害派遣部隊の受入体制 

１ 他の災害救助復旧機関と競合重複の排除 

村は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合することのないよう、最も効率的に作業

を分担するよう配慮する。 

 

２ 作業計画及び資材等の準備 

村は、派遣部隊の活動が円滑かつ効率的に実施できるよう常に関係情報を収集し、派遣部隊

到着後直ちに作業に着手し得るようあらかじめ次の計画をたて、必要とする資機材をすみやか

に整備するものとする。 

また、村役場内に連絡所を設け、災害地の地図を準備し、作業地区、作業内容毎に連絡員を

あらかじめ定めておくものとする。 

（１）作業箇所及び作業内容 

（２）作業の優先順位 

（３）作業に要する資材の種類別保管（調達）場所   

（４）部隊との連絡責任者、連絡方法及び場所 

 

３ 村における自衛隊との連絡体制の確立 

村は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置がとれるよう、連絡交渉の窓口を明確にし、

村役場又は災害現場に村と自衛隊共同の連絡所を設置するものとする。 

 

４ 派遣部隊の受入 

村は、自衛隊派遣が決定されたときは、部隊到着後の作業能力が十分発揮できるよう、関係

機関の長と協議のうえ、次の事項について自衛隊受入の体制を整備するものとし、また出動部

隊及び現地関係機関との連絡調整にあたるために必要な県職員の派遣を受入れるものとする。 

（１）本部事務室 

現地における派遣部隊の本部は、原則として村災害対策本部又は現地対策本部と同一の場

所に設置し、相互に緊密な連絡を図るものとする。 

（２）宿舎 

（３）材料置場、炊事場（野外の適当な広さ） 

（４）駐車場（車１台の基準は３m×８m） 

（５）臨時ヘリポート  

 

第４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において村長、警察官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができる。この場

合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を村長に通知しなければならない。 

（１）警戒区域の設定並びにそれに基づく立ち入り制限・禁止及び退去命令 



120 

（２）他人の土地等の一時使用等 

（３）現場の被災工作物等の除去等 

（４）住民等を応急措置の業務に従事させること。 

なお、自衛隊法の規定により、災害に起因する危険な事態が生じた場合においては、警察

官がその場にいない場合に限り、警告及び避難等の措置をとることができる。 

 

第５ 派遣部隊の撤収 

派遣部隊の撤収は、災害派遣の目的を達し、又は派遣の必要がなくなったと認めた場合に行

うものとする。ただし、撤収にあたっては、関係機関と十分な事前調整をするものとする。 

 

第６ 経費の負担区分 

災害派遣時に要した経費の負担区分は、次のとおりとする。ただし、その区分を定めがたい

ものについては、県・村・部隊が相互調整のうえ、その都度決定するものとする。 

１ 県・村の負担 

災害予防・災害応急対策・災害復旧等に必要な資材・施設の借上料及び損料、消耗品・電気・

水道・汲取・通信費及びその他の経費 

 

２ 部隊の負担整備・損料・更新 

部隊の露営・給食及び装備・機材・被服の整備、損料、更新並びに災害地への往復等の経費 

 

第７ ヘリポート 

村における臨時ヘリポートは「第１章 第８節 緊急輸送路等の指定」に記載のとおりであ

る。なお、留意事項は下記のとおり。 

（１）基準を満たす面積を確保すること。 

（２）着陸地点には、基準のＨ記号を風と平行方向に向けて表示するとともにヘリポート近くに

上空から風向、風速の評定ができる吹流しを掲揚すること。 

（３）危害予防の措置 

ア 離着陸地帯への立入禁止 

離着陸地帯及びその近傍において運航上の障害となるおそれのある範囲には、立ち入ら

ないこと。 

イ 防塵措置 

表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水等措置を講ず

ること。 

ウ 積雪地での措置 

① ホワイトアウトを防止するため、ヘリポートを含め周囲の雪を踏み固めること。踏み

固める位置は、できるだけ進入方向を重視して実施すること。 

② 接地後、スキットののめり込みを防止するため。長さ３ｍ以上の板等を前後に２枚敷

くこと。（使用材、板、古タイヤ等）なお、ソリを装置している場合は不要。 

③ 除雪した雪等の盛り上がり、通常よりローターと地面の間隙が狭くなる場合もあるの

で、ヘリコプターへの接近は姿勢を低くし前方から接近し前方へ離脱すること。 
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第９節 避難 

 

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るため

の行動」とする。 

 災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関は連絡調整を密にし、迅速・適

切な避難誘導に努めるものとする。 

また、高齢者・乳幼児・疾病者・障がい者（児）及び外国人等のいわゆる「要配慮者」

への情報伝達・避難誘導、避難場所における生活等について、特に配慮するものとする。 

 

第１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令及び「屋内安全

確保」の指示 

村長は、風水害による浸水、家屋の倒壊、山崩れ、地すべり等の災害から人命、身体の保護

又は災害の拡大防止のため、必要があると認められるときは、住民等に対して、避難準備・高

齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令及び「屋内安全確保」の指示を行う。 

 

１ 避難の実施機関 

（１）実施の責任者及び基準 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の実施責任者は次のとおり

であるが、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）を発令したとき、

あるいは自主避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡を行うものとする。 

また、災害の発生があると予想される場合においては、人命の安全を確保するため、危険

の切迫する前に十分な余裕を持って、安全な場所へ住民を避難させる必要がある。避難勧告

等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所等への移動を原則とするも

のの、災害の性質や発災時の状況によっては、指定緊急避難場所等へ移動を行うことがかえ

って人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる場合は、近隣の安全な場所へ

の移動、「屋内安全確保」を指示する必要がある。 

このため、特に避難行動や情報面で支援を要する人が早期に避難や安全確保のための行動

を開始できるよう情報提供に努め、住民に対しても、早期に避難等を指示するとともに、避

難の指示等をあらゆる手段を用いて住民に周知徹底する。 

その際、村は、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫すること、その対

象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達することなどに

より、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。 

村は、避難勧告等について、「２ 避難勧告等の判断基準に基づいた発令：Ｐ126」で策

定した避難勧告等の判断基準をもとに、空振りをおそれず、早めに発出することを基本とし、

避難が必要な状況が夜間や早朝となる場合には、早めの避難準備・高齢者等避難開始の発令

等を検討する。 

村は、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始

に係る情報の発令等と併せて指定緊急避難場所等を開放し、住民等に対し周知徹底を図るも

のとする。 
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避難勧告等発出責任者一覧表 

事項 

区分 
実施責任者 措   置 実 施 の 基 準 

避難準備・高

齢者等避難

開始 

村   長 

(災害対策基本法第56条) 

一般住民に対する避難準

備、要配慮者等に対する避

難行動の開始 

人的被害の発生する可能性が高まった場合にお

いて、避難行動に時間を要する者が避難行動を

開始する必要があると認められるとき。 

避難勧告  村   長 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退きの勧告及び立ち

退き先の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、特に必要と認められるとき。 

知   事 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退きの勧告及び立ち

退き先の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害の発生により、村がその全部又は大部分の

事務を行うことができなくなったとき。 

避難指示 

（緊急）等 

 村   長 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退き及び立ち退き先

の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、急を要すると認められるとき。 

 知   事 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退き及び立ち退き先

の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害の発生により、村がその全部又は大部分の

事務を行うことができなくなったとき。 

知事及びその命 

を受けた職員 

(地すべり等防止法第25条) 

立ち退きの指示 地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき。 

知事及びその命 

を受けた職員又 

は水防管理者 

(水防法第29条) 

立ち退きの指示 洪水又は氾濫により著しい危険が切迫している 

と認められるとき。 

 警 察 官 

(災害対策基本法第61条) 

立ち退き及び立ち退き先

の指示 

「屋内安全確保」の指示 

村が避難のための立ち退き若しくは「屋内安全

確保」を指示することができないと認めると

き。 

村長から要求があったとき。 

  警 察 官 

(警察官職務執行法第4条) 

警告及び避難等の措置 重大な災害が切迫したと認められるときは、警

告を発し、又は特に急を要する場合において危

害を受けるおそれのある者に対し、必要な限度

で避難の措置をとる。 

  自 衛 官 

(自衛隊法第94条) 

警告及び避難等の措置 災害により危険な事態が生じた場合において、

警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣

を命ぜられた部隊等の自衛官は避難について必

要な措置をとる。 

※（１）村長以外の者が「避難勧告」及び「避難指示（緊急）」を行った場合、実施後直ちに、

その旨を村長（本部長）に通知しなければならない。 
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（２）避難勧告等の要否を検討すべき情報 

ア 浸水・洪水 

浸水・洪水に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報としては、一般的に、大雨注意

報・警報（浸水害）、大雨特別警報（浸水害）、洪水注意報・警報、指定河川洪水予報、

水位到達情報があり、この他に府県気象情報、記録的短時間大雨情報、大雨警報（浸水害）

の危険度分布、洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値がある。 

イ 土砂災害 

土砂災害が発生するかどうかは、土壌や斜面の勾配、植生等が関係するが、避難勧告等

発令の視点では、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを表す土壌雨

量指数等の長期降雨指標と60分間積算雨量等の短期降雨指標を組み合わせた基準を用い

ている土砂災害警戒情報が判断の材料となる。 

土砂災害に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報としては、大雨注意報・警報（土

砂災害）、土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、大雨特別警報（土砂災害）があり、

このほかに土砂災害警戒判定メッシュ情報がある。 

ウ その他 

村が定める基準に達したとき。 

 

【参考】警報の危険度分布等の概要 

種 類 概 要 

土砂災害警戒判

定メッシュ情報 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で５km四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び

土壌雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新している。 

大雨警報（土砂災害）が発表され、土砂災害によって命が脅かされる危

険性が認められる土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域（以下「土砂災害

警戒区域等」）に「警戒」（赤色）が出現した場合は、当該領域に「避難

準備・高齢者避難開始」、さらに、土砂災害警戒情報等が発表され、「土

砂災害警戒区域等」に「非常に危険」（薄い紫色）が出現した場合は、当

該領域に「避難勧告」を発令することが基本となる。 

大雨警報（浸水

害）の危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km

四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量

指数の予測を用いて常時10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等

が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することがで

きる。 

危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその

他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路をお

おむね１kmごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量

指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表され

たときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

河川の水位が水防団待機水位を越えている場合は、該当領域に「警戒」

（赤色）が出現した時点で「避難準備・高齢者等避難開始」、氾濫注意水
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種 類 概 要 

位を越えている場合は、該当領域に「非常に危険」（薄い紫色）が出現し

た時点で「避難勧告」を発令することが基本となる。 

流域雨量指数の

予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨に

よって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。

６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域

に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指

数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし

時系列で表示したものを、常時 10 分ごとに更新している。 

水位周知河川やその他の河川（洪水予報河川を除く）においては、水防

団待機水位（又は氾濫注意水位）を越え、かつ、流域雨量指数の予測値が

警報基準に達する場合は「避難準備・高齢者等避難開始」、氾濫注意水位

（又は避難判断水位）を越え、かつ、流域雨量指数の予測値が警報基準を

大きく超過する場合は「避難勧告」を発令することが基本となる。 

警報級の可能性 ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］，［中］の２段階で発表さ

れる。当日から翌日にかけては時間帯を区切って，天気予報の対象地域と

同じ発表単位で，２日先から５日先にかけては日単位で，週間天気予報の

対象地域と同じ発表単位で発表される。 

 

（３）指定行政機関等による助言 

村は、避難勧告、避難指示（緊急）又は「屋内安全確保」を指示しようとする場合、指定

行政機関、指定地方行政機関又は県に対し助言を求めることができる。この場合、助言を求

められた指定行政機関、指定地方公共機関又は県は、その所掌事務に関して必要な助言を行

う。 

各災害に関する避難勧告等を発令する場合に、主に助言を求める機関は以下のとおり。 

・水  害 福島地方気象台、河川管理者（県河川整備課、福島河川国道事務所、各建設事

務所等）、県（災害対策課） 

・土砂災害 福島地方気象台、砂防施設等の管理者（県土木総務課、福島河川国道事務所、

各建設事務所等）、県（災害対策課） 

 

（４）防災気象情報と警戒レベル（１～５）相当情報の関係 

平成31年３月の避難勧告等に関するガイドラインの改定により、住民が主体的に避難行動

をとれるよう、次表のように、５段階の警戒レベルによる分かりやすい防災情報の提供につ

いて追記された。 

警戒 

レベル 

住民が 

とるべき行動 

住民に行動を 

促す情報 

住民が自ら行動をとる際の判断に参考

となる情報（警戒レベル相当情報） 

避難情報等 

洪水に関する情報 

土砂災害に 

関する情報 

水位情

報があ

る場合 

水位情報が 

ない場合 
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警戒 

レベル 

住民が 

とるべき行動 

住民に行動を 

促す情報 

住民が自ら行動をとる際の判断に参考

となる情報（警戒レベル相当情報） 

避難情報等 

洪水に関する情報 

土砂災害に 

関する情報 

水位情

報があ

る場合 

水位情報が 

ない場合 

警戒 

レベル５ 

既に災害が発生してい

る状況であり、命を守

るための最善の行動を

とる。 

災害発生情報 

（可能な範囲

で発令） 

氾濫発

生情報 

（大雨特 別

警報（浸水

害））※１ 

（大雨特別警報

（土砂災害））※

１ 

警戒 

レベル４ 

・指定緊急避難場所等

への立退き避難を基本

とする避難行動をと

る。 

・災害が発生するおそ

れが極めて高い状況等

となっており、緊急に

避難する。 

・避難勧告 

・避難指示（緊

急） 

（緊急的又は

重ねて避難を

促す場合に発

令） 

氾濫危

険情報 

・洪水警報の

危険度分布

（非常に危

険） 

・土砂災害警戒

情報 

・土砂災害に関

するメッシュ情

報（非常に危険） 

・土砂災害に関

するメッシュ情

報（極めて危険）
※２ 

警戒 

レベル３ 

高齢者等は立退き避難

する。 

その他の者は立退き避

難の準備をし、自発的

に避難する。 

避難準備・高齢

者等避難開始 

氾濫警

戒情報 

・洪水警報 

・洪水警報の

危険度分布

（警戒） 

・大雨警報（土

砂災害） 

・土砂災害に関

するメッシュ情

報（警戒） 

警戒 

レベル２ 

避難に備え自らの避難

行動を確認する。 

洪水注意報 

大雨注意報 

氾濫注

意情報 

・洪水警報の

危険度分布

（注意） 

・土砂災害に関

するメッシュ情

報（注意） 

警戒 

レベル１ 

災害への心構えを高め

る。 

警報級の可能

性 

   

※１大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋

然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土

砂災害］として運用する。ただし、村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては

用いない。 

※２「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であ

るが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。 

注１）村が発令する避難勧告等は、村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒

レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがある。 

 

また、警戒レベルと避難情報等との関係等は以下のとおりとなっている。 

＜避難情報等＞ ＜防災気象情報＞ 

警戒 

レベル 
避難行動等 避難情報等 

【警戒レベル 

相当情報（例）】 

警戒 

レベル５ 

既に災害が発生している状況で

す。 

命を守るための最善の行動をと

りましょう。 

災害発生情報 

災害が実際に発生して

いることを把握した場

合に、可能な範囲で発令 

〔村が発令〕 

警戒レベル５相当情報 

氾濫発生情報 

大雨特別警報 等 

※１ 
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＜避難情報等＞ ＜防災気象情報＞ 

警戒 

レベル 
避難行動等 避難情報等 

【警戒レベル 

相当情報（例）】 

警戒 

レベル４ 

全員避難 

速やかに避難先へ避難しましょ

う。 

公的な避難場所までの移動が危

険と思われる場合は、近くの安

全な場所や、自宅内のより安全

な場所に避難にしましょう。 

避難勧告 

避難指示（緊急） 

地域の状況に応じて緊

急的又は重ねて避難を

促す場合等に発令 

〔村が発令〕 

警戒レベル４相当情報 

氾濫危険情報 

土砂災害警戒情報 等 

※１ 

警戒 

レベル３ 

高齢者等

は避難 

避難に時間を要する人（ご高齢

の方、障がいのある方、乳幼児

等）とその支援者は避難をしま

しょう。その他の人は、避難の

準備を整えましょう。 

避難準備・高齢者等避難

開始 

〔村が発令〕 

警戒レベル３相当情報 

氾濫警戒情報 

洪水警報 等 

※１ 

警戒 

レベル２ 

避難に備え、ハザードマップ等

により、自らの避難行動を確認

しましょう。 

洪水注意報 

大雨注意報等 

〔気象庁が発表〕 

これらは、住民が自主

的に避難行動をとるた

めに参考とする情報で

す。 警戒 

レベル１ 

災害の心構えを高めましょう。 早期注意情報 

〔気象庁が発表〕 

※１：国土交通省、気象庁、県が発表 

 

２ 避難勧告等の判断基準に基づいた発令 

避難勧告等の避難情報の発令にあたっては、以下の例を参考に、今後の気象予報や河川巡視

等の情報を含めて総合的に判断する。 

避難勧告等の伝達は、村防災行政無線と併用して、広報車による伝達や、携帯電話への緊急

速報メール、消防団等による声かけ等、あらゆる手段を用いて避難情報を迅速かつ確実に住民

に伝達する。なお、事態が切迫し、避難が危険な場合は、自宅等の安全な場所にとどまるよう

呼びかける。 

 

避難勧告等の判断基準（河川の氾濫の場合） 

区分 判断基準 

避 難 準

備・高齢

者等避難

開始 

１：指定河川洪水予報により、次の水位観測所の水位が避難判断水位（レベル３

水位）に到達したと発表され、かつ、水位予測において引き続き水位上昇が見

込まれている場合 

・阿武隈川の本宮観測所［国土交通省］：6.30ｍ 

２：指定河川洪水予報の水位予測により、次の水位観測所の水位が氾濫危険水位

（レベル４水位）に到達することが予想される場合（急激な水位上昇による氾

濫のおそれのある場合） 

・阿武隈川の本宮観測所［国土交通省］：7.90ｍ 

３：次の水位観測所の水位が避難判断水位（レベル３水位）に到達した場合 

・安達太良川の本宮（安達太良川）観測所［福島県］：2.11ｍ 

４：次の水位観測所の水位が一定の水位（氾濫注意水位（レベル２水位）を超え

た状態で、次の①～③のいずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

・安達太良川の本宮（安達太良川）観測所［福島県］：2.00ｍ 
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区分 判断基準 

・杉田川の杉田観測所［福島県］：2.35ｍ 

①上記の観測所より上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合 

②上記の河川の洪水警報の危険度分布で「警戒」（赤）が出現した場合（流域

雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合） 

③上記の観測所より上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

※上記については、河川の状況に応じて①～③のうち、適切な方法を一つ又は

複数選択する。 

５：大雨警報（浸水害）の危険度分布（気象庁）により、村域内に「警戒」が表

示された場合 

６：軽微な漏水・侵食等が発見された場合 

７：避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風

等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 

避難勧告 １：指定河川洪水予報により、次の水位観測所の水位が氾濫危険水位（レベル４

水位）に到達したと発表された場合 

・阿武隈川の本宮観測所［国土交通省］：7.90ｍ 

２：指定河川洪水予報の水位予測により、次の水位観測所の水位が堤防天端高（又

は背後地盤高）を越えることが予想される場合（急激な水位上昇による氾濫の

おそれのある場合） 

・阿武隈川の本宮観測所［国土交通省］ 

３：次の水位観測所の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）

に到達した場合 

・安達太良川の本宮（安達太良川）観測所［福島県］：2.35ｍ 

４：次の水位観測所の水位が一定の水位（氾濫注意水位（レベル２水位）又は避

難判断水位（レベル３水位））に到達し、次の①～③のいずれかにより、引き

続き水位上昇のおそれがある場合 

・安達太良川の本宮（安達太良川）観測所［福島県］：氾濫注意水位2.00ｍ、

避難判断水位2.11 m 

・杉田川の杉田観測所［福島県］：氾濫注意水位2.35ｍ 

①上記の観測所より上流の水位観測所の水位が急激に上昇している場合 

②上記の河川の洪水警報の危険度分布で「非常に危険」（うす紫）が出現した

場合（流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合） 

③上記の観測所より上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

※上記については、河川の状況に応じて①～③のうち、適切な方法を一つ又は

複数選択する。 

５：大雨警報（浸水害）の危険度分布（気象庁）により、村域内に「非常に危険」

が表示された場合 

６：異常な漏水・侵食等が発見された場合 

７：避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け

方に接近・通過することが予想される場合 
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区分 判断基準 

※７については、対象とする地域状況を勘案し、基準とするか判断する。 

避難指示 

（緊急） 

１：次の水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）を超えた状態で、

指定河川洪水予報の水位予測により、堤防天端高に到達するおそれが高い場合

（越水・溢水のおそれのある場合） 

・阿武隈川の本宮観測所［国土交通省］：氾濫危険水位（レベル４水位）7.90

ｍ 

２：次の水位観測所の水位が堤防高（又は背後地盤高）に到達するおそれが高い

場合（越水・溢水のおそれのある場合） 

・安達太良川の本宮（安達太良川）観測所［福島県］ 

・杉田川の杉田観測所［福島県］ 

３：異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高ま

った場合 

４：大雨警報（浸水害）の危険度分布（気象庁）により、村域内に「極めて危険」

が表示された場合 

５：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象区域を限定する） 

６：決壊や越水・溢水が発生した場合（氾濫発生情報等により把握できた場合） 

注意事項 ●避難勧告等の発令にあたっては、村内３河川に設置している危機管理型水位計

による警戒水位情報や村内外の水位観測所・雨量観測所の各種気象情報を含め

総合的に判断する。 

●上記の情報のほか、気象予警報、近隣の雨量などを関連付ける方向で検討する

必要がある。 

避難勧告

等の解除 

●解除については、気象警報等の解除、今後の気象状況等を総合的に判断して行

う。 

●TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）や専門家の派遣を依頼したり、

国、県に対し解除の助言を求める。 

 

避難勧告等の判断基準（土砂災害の場合） 

区分 判断基準 

避難準備・

高齢者等避

難開始 

１：大雨警報（土砂災害）［気象庁］において、村域内に「警戒」（警戒レベル

３相当）が表示された場合 

２：数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定され

る場合 

３：大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土

砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）に切り替える可能性が高い旨

に言及されている場合 

注１ 上記１～３以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見

等に基づき設定が可能な場合は、村内の雨量観測地点や土砂災害危険箇所等

で既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が予想される場

合 
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区分 判断基準 

避難勧告 １：土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が発表された場合 

２：大雨警報（土砂災害）［気象庁］において、村域内に「非常に危険」（警戒

レベル４相当）が表示された場合 

３：土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化

等）が発見された場合 

注 上記１～３以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見等

に基づき設定が可能な場合は、村内の雨量観測地点や土砂災害危険箇所等で

既に累加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が予想される場合 

避難指示 

（緊急） 

１：土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当）が発表され、かつ、大雨警報（土

砂災害）［気象庁］において、村域内に「極めて危険」（警戒レベル４相当）

が表示された場合 

２：土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表

された場合 

３：避難勧告等による立退き避難が十分でなく、再度、立退き避難を居住者等

に促す必要がある場合 

避難勧告等

の発令対象

区域 

●土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）：対象区域内の世帯のみ対象 

●土砂災害警戒区域（土石流）：避難行動を求めるのは警戒区域内の住民 

※隣接地については、幅広くとらえ、対象とする。 

注意事項 ●避難勧告等の発令にあたっては、国や県及び関係機関等に助言を求め、村内

外の雨量観測所の各種気象情報を含め総合的に判断する。 

●上記の情報のほか、気象予警報、近隣の雨量などを関連づける方向で検討す

る必要がある。 

避難勧告等

の解除 

●解除については、気象警報等の解除、今後の気象状況等を総合的に判断して

行う。 

●TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）や専門家の派遣を依頼したり、

国、県に対し解除の助言を求める。 

 

３ 避難勧告及び避難指示（緊急）の内容 

避難勧告、避難指示（緊急）を実施する者は、次の内容を明示して行う。 

（１）避難対象地域 

（２）避難先 

（３）避難経路 

（４）避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

（５）その他必要な事項 

 

４ 避難措置の周知等 

避難勧告又は避難指示（緊急）を行った者は、おおむね次により必要な事項を通知するもの

とする。 

（１）知事への報告 
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村長は、避難のための立ち退きの勧告及び指示、立ち退き先の指示又は「屋内安全確保」

を指示したときは、次の事項について速やかにその旨を知事に報告する。また、住民が自主

的に避難した場合も同様とする。 

ア 避難勧告・避難指示（緊急）、「屋内安全確保」の指示の有無 

イ 避難勧告・避難指示（緊急）、「屋内安全確保」の指示の発令時刻 

ウ 避難対象地域 

エ 避難場所及び避難経路 

オ 避難責任者 

カ 避難世帯数、人員 

キ 経緯、状況、避難解除帰宅時刻等 

避難及び「屋内安全確保」の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するととも

に、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。 

（２）住民への周知 

村は、自ら避難勧告、避難指示（緊急）及び「屋内安全確保」の指示を発令した場合、あ

るいは他機関からその旨の通知を受けた場合は、迅速に住民へ周知するとともに、関係機関

に連絡を行う。なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。 

（３）警察官の措置の報告系統 

ア 災害対策基本法に基づく措置 

警察官→警察署長→村長→知事（県災害対策課） 

イ 職権に基づく措置 

警察官→警察署長→県警察本部長→知事→村長 

（４）自衛官の措置 

 

         →              → 村長 

 

第２ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域の設定権者 

（１）村長（災害対策基本法第６３条） 

（２）警察官（災害対策基本法第６３条、警察官職務執行法第４条、消防法第２８条及び第３６

条） 

（３）消防吏員又は消防団員（消防法第２８条） 

（４）災害派遣を命じられた部隊の自衛官（災害対策基本法第６３条：（１）～（３）の者が現

場にいない場合に限る。） 

（５）知事（災害対策基本法第７３条：村が、その全部又は大部分の事務を行うことができなく

なった場合。） 

 

２ 指定行政機関等による助言 

村は、警戒区域を設定しようとする場合、指定行政機関、指定地方行政機関又は県に対し助

言を求めることができる。この場合、助言を求められた指定行政機関、指定地方公共機関又は

県は、その所掌事務に関して必要な助言を行う。 

自衛官 
災害派遣区域を管轄する

陸上自衛隊駐屯地司令 
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３ 警戒区域設定の時期及び内容 

災害が発生し又は発生しようとしている場合において、生命又は身体に対する危険を防止す

るために特に必要があると認めたときに、警戒区域を設定することとして、必要な区域を定め

てロープ等によりこれを明示し、その区域への立ち入りの制限、禁止等の措置をとるものとす

る。 

 

４ 警戒区域設定の周知 

警戒区域の設定を行った者は、避難勧告又は避難指示（緊急）と同様、関係機関及び住民に

その内容を周知し、避難等に支障のないように措置するものとする。 

 

第３ 避難の誘導 

１ 実施機関 

避難は、災害のため生命・身体の危険が予想され又は危険が迫った場合に行うものであり住

民が自主的に避難するほか、災害応急対策の第一次的責任者である村長又は避難勧告等を発し

た者が、その措置にあたるものとする。 

 

２ 避難勧告等の伝達 

村は、防災行政無線（戸別受信機を含む）と併用して、広報車による伝達や、携帯電話への

緊急速報メール、消防団員等による声かけ等、あらゆる手段を用いて避難情報が迅速かつ確実

に住民に伝達できるよう体制を整備するとともに、住民に対して使用する伝達手段を周知する。 

 

３ 避難誘導の方法 

（１）避難の指令は、「事前避難」及び「緊急避難」に区分して住民に周知し、それぞれの指令

に基づき適切な避難所へ避難できるよう広報する。事前避難の場合は、避難者が自主的判断

により、指定避難所等又は縁先に避難するよう周知する。 

（２）避難の経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たな災害発生のおそれのある

場所を避け、安全な経路を選択すること。 

（３）危険な地点には標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期すること。 

（４）避難誘導はなるべく身体壮健者その他適当な者に依頼し、できれば行政組の単位で行うこ

と。 

（５）高齢者や障がい者等の要配慮者については、適当な場所に集合させ、車両等による輸送を

行うこと。 

 

４ 避難順位及び携行品の制限 

（１）避難の順位はおおむね傷病者・歩行困難な者・高齢者・幼児・子ども・女性、左記以外の

一般住民、災害応急対策従事者、ペット等の順に行う。 

（２）携行品の制限 

避難にあたっては、３日分程度の飲料水及び食料、貴重品（現金、預金通帳、印鑑、有価

証券）、下着類１組、雨具又は防寒具、マスク等感染症対策用品等最小限の日用品（その他
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病人及び乳児の場合は、医薬品、衛生材料、乳製品等、小中学生の場合は教科書、最小限の

文房具及び通学用品）等、危険の切迫の状況にもよるが、できるだけ最小限とする。 

 

５ 避難誘導者 

避難の誘導は消防団員があたり、学校・団体等にあっては、各学校・団体等の職員又は村職

員が誘導にあたる。その責任者は各団体の長があたるものとし、避難命令権者が監督するもの

とする。 

 

６ 避難道路の通行確保 

災害発生時において、警察官等の避難措置の実施者は、避難所への避難を安全かつ迅速に行

うため、自動車の規制、荷物の運搬等を制止するなど通行の支障となる行為を排除、規制し、

避難道路の通行確保に努める。 

上記のほか、災害現場において救出のため必要とする特殊機械器具及び舟艇の調

達については、関係機関又は所有する民間の応援・協力を要請する。 

 

第４ 避難行動要支援者等対策 

１ 情報伝達体制 

（１）社会福祉施設対策 

社会福祉施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員及び入所者に対し、避

難等の情報伝達を行う。なお、情報伝達にあたっては、入所者に対しては、過度に不安感を

抱かせることのないように配慮する。 

（２）在宅者対策 

村は、有線電話あるいは防災行政無線等を活用するとともに地域住民、自主防災組織等の

協力を得て避難行動要支援者及びその家族に対して避難等の情報伝達を行う。 

（３）病院等入院患者等対策 

病院、診療所等施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員及び患者等に対

し、避難等の情報伝達を行う。なお、情報伝達にあたっては、患者に対しては、過度に不安

感を抱かせることのないように配慮する。 

（４）日本語による意思疎通が困難な外国人に対する対策 

村は、ラジオ、テレビ等のマスメディア及び防災行政無線等を通じ多言語での避難等の情

報伝達に努める。 

２ 避難及び避難誘導 

（１）社会福祉施設対策 

社会福祉施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員が入所者を避難場所に

誘導するとともに、他の施設及び近隣住民等の協力を得て入所者の避難誘導を行う。 

また、避難誘導にあたっては、入所者の実態に即した避難用の器具等を用いる。 

（２）在宅者対策 

村は、地域住民、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、避難所に誘導する。避難誘

導にあたっては、避難行動要支援者の実態に即した避難用の器具等を用いる。 

（３）病院入院患者等対策 
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病院、診療所等施設の管理者は、消防計画による組織体制に基づき職員が患者を避難誘導

する。必要に応じて、他の病院、診療所等から応援を得て患者を避難誘導する。 

避難誘導にあたっては、患者の実態に即した避難用の器具等を用い、また避難所としては、

医療・救護設備が整備された病院等とする。 

（４）日本語による意思疎通が困難な外国人に対する対策 

村は、地域住民、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、避難所に誘導する。また、

平時より翻訳機等を整備するよう努める。 

 

第５ 広域的な避難対策 

１ 県内市町村間の避難調整 

（１）村の役割 

村は、大規模な災害により村域を越えた広域避難を行う必要がある場合には、県に対し報

告するとともに、必要に応じて受入先確保の要請を行う。 

（２）村が受入元となる場合の役割 

村は、広域避難を受入れる場合、避難所の開設や被災市町村と協力して避難所の運営を行

う。 

（３）県の役割 

県は、大規模災害により村から村域を越えた広域避難を行うため受入先確保の要請があっ

た場合、村からの避難経路や避難者数の見込み等の情報をもとに、避難者の受入が可能な市

町村を調査、選定し、村と受入先市町村との調整を行う。 

 

２ 社会福祉施設等の要配慮者の広域避難 

村は、社会福祉施設の入所者などを広域避難させる場合は、県及び関係団体と十分に連携し

て、必要に応じて入所者の症状に応じた輸送手段を確保し、広域避難の実施にあたる。 

 

第６ 安否情報の提供等 

１ 照会による安否情報の提供 

村は、災害が発生した場合において、被災者の安否に関する情報について照会があったとき

は、回答することができる。その際は、当該安否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不

当に侵害することのないよう配慮する。 

また、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、消防機関、警察等と協力して、

被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

（１）安否情報照会に必要な要件 

ア 照会者の氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地）その他照会者を特定するために必要な事項 

イ 被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

ウ 照会をする理由 

エ アに係る運転免許証等法律又はこれに基づく命令の規定により交付された本人確認書

類の提示又は提出 

（２）提供する安否情報 
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ア 被災者の同居の親族である場合、被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先 

イ 被災者の親族（ア以外）又は職場の関係者、その他の関係者である場合、被災者の負傷

又は疾病の状況 

ウ 被災者の知人その他安否情報を必要とすることが相当であると認められる者である場

合、被災者について保有している安否情報の有無 

 

２ 被災者の同意又は公益上必要と認める場合 

村は、被災者が照会に際してその提供について同意をしている安否情報については、同意の

範囲内で提供することができる。 

また、公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、被災者に係る安

否情報を提供することができる。 
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第１０節 避難所の設置・運営 

 

 避難所は、災害のために現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で、避難しなけ

ればならない者を一時的に学校その他既設の建物又は応急仮設物等に受入保護すること

を目的とする。 

 

第１ 避難所の設置 

１ 実施機関  

（１）避難所の設置は、村が実施するものとする。 

（２）村で措置不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他関係機関の応援を求めて実施するも

のとする。 

（３）大規模災害などで市町村間を超える広域避難が必要となり、村で開設する避難所だけでは

避難者を受入できない場合、村は相互応援協定等により受入先となる市町村に避難所の開設

を要請する。 

 

２ 村の措置 

村は、あらかじめ避難所となる場所を選定し、避難所用消耗品調達先、器物借上先等を消耗

器材調達先帳簿により把握しておき、災害が発生し、避難所を設置した場合は、速やかに被災

者にその場所等を周知させ、受入れるべき者を誘導し、保護にあたるものとする。 

なお、村はあらかじめ避難所の開設や運営方法等を明確にしたマニュアルの作成に努めるも

のとする。 

（１）避難所の開設 

村長は、災害の発生または災害発生のおそれがある場合には、指定避難所の一部または全

てを直ちに使用できるようにするとともに、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものと

する。 

また、避難所を開設した場合、避難所維持管理の責任者を指定し、避難所に係る情報の把

握に努めるとともに、開設報告及びその収容状況を毎日とりまとめ、県に報告し必要帳簿類

を整理するものとする。 

開設報告事項及び整備帳簿類 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 箇所数及び受入人員 

ウ 開設期間の見込み 

（２）避難所の周知 

村長は、避難所を開設したときは、速やかに住民に周知し、県北地方振興局をはじめ消防

署、警察署、自衛隊等関係機関に連絡する。 

（３）避難所における措置 

避難所における救援措置は、おおむね次のとおりとする。 

ア 被災者の受入 

イ 被災者に対する給水、給食措置 

ウ 負傷者に対する医療救護措置 
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エ 被災者に対する生活必需物資の供給措置 

オ 被災者への情報提供（必要に応じて、避難所にラジオ、テレビ等の災害情報を入手する

機器及び電話、ＦＡＸ、インターネット等の通信機器の設置を図ること） 

カ その他被災状況に応じた応援救援措置。 

なお、避難の長期化に際しては、避難所における生活環境の整備、さらに必要に応じ、プ

ライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 

（４）県有施設の利用 

村は、あらかじめ指定した避難所で不足する場合は県に要請し、被災者を一時受入れるた

め、県有施設の一部の提供を受けるものとし、施設管理者は、受入活動に協力するものとす

る。 

なお、施設管理者は、受入の用に供する施設の部分を明示して提供し、収容した被災者の

管理は村長が実施する。 

（５）その他の施設の利用 

村は、あらかじめ指定した避難所で不足する場合は、県を経由して内閣府と協議のうえ公

的宿泊施設、旅館等の借上げ等により避難所を開設するものとする。 

 

第２ 避難所の運営 

１ 避難所運営の主体 

（１）避難所には、避難所等の運営を行うために村職員（厚生班）の中から必要な人員を派遣す

る。また、避難所の安全の確保と秩序の維持のため、必要により警察官の配置について協議

する。 

（２）行政区及びボランティア等は、避難所の運営に関して村に協力するとともに、役割分担を

確立し、相互扶助の精神により秩序ある避難生活を送るように努める。 

なお、学校が避難所となった場合には、災害発生の初期の段階などに応じて、明確な任務

分担のもとに教職員等の人的支援体制を確立し、避難所の運営を行う。 

（３）避難所においては、被災者が自主的、自発的に避難所の運営組織を立ち上げ、避難所生活

のルールづくりや生活環境を向上するための活動を行えるよう、村や施設管理者が支援を行

う。自主運営組織を立ち上げる際には、女性の参画を求めるとともに、若年、高齢者等の意

見を反映できるものとする。 

（４）避難所は、地域の防災拠点としての性格も合わせ持つことから、避難していないが、ライ

フラインの支障などにより物資の確保が困難な被災者への物資の配布拠点となることも考

慮して、村は協力団体等と連携して避難所の運営を行う。 

 

２ 住民の避難先の情報把握 

村は、大規模災害発生後に広域的に避難した住民の所在と安否を確認するとともに、支援制

度の案内などを確実に伝達するため、避難先を把握する体制を早期に整備する。 

 

３ 避難所での生活が長期化する場合の対策 

（１）設備の整備 

村は、必要に応じて、次の設備や備品を整備し被災者に対するプライバシーの確保、暑さ
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寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等、生活環境の改善対策を順次講じる。 

ア 畳、マット、カーペット      カ 仮設トイレ 

イ 間仕切り用パーティション     キ テレビ・ラジオ 

ウ 冷暖房機器            ク インターネット情報端末 

エ 洗濯機・乾燥機          ケ 簡易台所、調理用品 

オ 仮設風呂・シャワー        コ その他必要な設備・備品 

（２）環境の整備 

避難の長期化に伴うニーズに対応し、プライバシーが確保された女性専用ルームや相談ル

ーム、また避難者同士の交流場所となる談話室や児童生徒等の学習場所などを設置するなど、

避難者の人権に配慮した環境づくりに努める。 

 

４ 要配慮者対策 

（１）避難所のユニバーサルデザイン化等  

障がい者や高齢者、女性等の生活面での障害が除去され、ユニバーサルデザインへの配慮

がなされていない施設を避難所とした場合には、だれもが利用しやすいよう、速やかに多目

的用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

また、一般の避難所に、高齢者、乳幼児、障がい者等の要配慮者が避難することとなった

場合には、介助や援助を行うことができる部屋を別に設けるなど、要配慮者の人権を尊重で

きる環境の整備に努める。 

（２）医療・救護・介護・援護措置  

村は、医療・救護を必要とする者に対して、医療・救護活動のできる避難所に避難させる

ものとする。また、介護や援護を必要とする者に対して、避難所にヘルパーを派遣するとと

もに、個人・団体のボランティアに介護や援護を依頼するものとする。 

（３）健康支援活動の実施 

村は、県及び関係機関等の協力を得ながら、避難所で生活する児童や高齢者等の要配慮者

に対して、保健師等による巡回健康相談及び指導、精神科医等によりメンタルヘルスケア（相

談）を行うものとする。 

（４）栄養・食生活支援の実施 

村は、妊産婦、乳幼児、虚弱高齢者、要医療者、糖尿病や食物アレルギー等で食事療法が

必要な者等について栄養相談を実施し、併せて特別用途食品の手配や、調理方法等に関する

相談を行うものとする。 

また、避難の長期化等を考慮して、必要に応じ県や関係団体等と連携して栄養管理に配慮

した食品の提供及び給食、炊き出し等を実施するものとする。 

（５）施設、設備の整備 

村は、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等の要配慮者に配慮

した施設、設備の整備に努めるものとする。 

 

５ 指定避難所以外の被災者への支援 

（１）在宅被災者及び車中生活をおくる被災者への支援 

村は、避難所に避難している被災者だけでなく、在宅の被災者及びやむを得ず車中生活を
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送る被災者等に対しても、避難者の情報の早期把握に努め、避難所において食料や生活必需

品、情報の提供を行う。 

（２）指定避難所以外の施設に避難した場合の支援 

村は、関係機関等との連携、連絡先の広報等を通じるなどの方法を講じ、指定避難所以外

の施設等に避難した被災者の避難状況を速やかに把握し、食料・飲料水、生活必需品等を供

給するとともに、施設管理者の了解が得られれば避難所として追加指定する。 

なお、災害対策活動の拠点となる施設（村庁舎等）に避難した者については、各種の支援

措置の円滑化を確保する観点からも、指定避難所に移転するよう求めることが必要である。 

 

第３ 新型コロナウイルス等の感染症対策 

１ 避難所における過密状態の防止等 

発災した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、あらかじめ指定し

た指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所

の開設を図るとともに、宿泊施設等の活用等も検討する。 

（１）宿泊施設等の活用 

ア 速やかな避難所の開設 

① 宿泊施設等を避難所として開設する必要があると判断した場合には、村は、被災状況、

二次災害の可能性などの安全面を直ちに施設管理者等に確認のうえ、宿泊施設等を避難

所として速やかに開設する。 

② 運営管理については、宿泊施設等の管理責任者が行い、避難者の体調管理等は村が行

う。 

イ 優先的に避難する者に対する避難先の案内 

① 大型の台風の接近が予想されるなど大規模な災害の発生が見込まれ、事前に確保した

避難所よりも多くの避難所が必要となり、避難所として宿泊施設等を活用することが予

想される場合、村は、事前に宿泊施設等の施設管理者等に空室状況等の確認及び受入の

ための調整を行う。 

② 上記の確認結果を踏まえ、当該宿泊施設等に優先的に避難する者としてリストに掲載

されている者の受入が可能であり、避難所として当該宿泊施設等を開設することについ

て調整が整い、当該リストに掲載されている者が避難を希望する場合は、直接当該宿泊

施設等に案内する。 

ウ 避難者の受入 

① 優先的に避難する者に対する避難先の案内を行う場合は、リストに掲載されている者

の情報を開設した宿泊施設等の管理責任者に提供し、リストに掲載されている者の避難

が完了した後、宿泊施設等の管理責任者は村へ報告を行う。 

② 濃厚接触者等に該当する者は、村が開設する避難所に受入れ、人権が侵害されるよう

な事態が生じないよう適切な配慮に努める。 

③ 避難者の健康状態の確認について、厚生部厚生第２班は適切な対応を事前に検討のう

え、「避難所における感染対策マニュアル」における症候群サーベイランスの内容も参

考として、できるだけ宿泊施設等への到着時に行う。 

エ 避難所の運営管理 
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① 避難者名簿の整備、炊き出しその他による食料の供与、飲料水の供給、被服、寝具そ

の他生活必需品の給与、宿泊施設等と避難所又は自宅の移動手段の確保等生活環境の確

保に努める。 

② 避難者向けに周知する情報について、指定避難所等と同様に提供する。 

③ 宿泊施設等において避難者に発熱・咳等の症状が出た場合は、専用のスペースを確保

する。また、避難者が感染症に感染した場合の対応について、県の関係部局と十分に連

携のうえで、事前に検討し、これに沿って対応を行う。 

④ 避難所運営にかかわる職員の健康状況の把握等を行う。 

オ 県への支援要請 

村のみでは、災害時に避難所として開設可能な宿泊施設等の確保が不足する場合は、県

に支援を要請する。 

（２）親戚や知人の家等への避難 

災害時に避難生活が必要な被災者に対しては、避難所が過密状態になることを防ぐため、

可能な場合は親戚や知人の家等への避難を検討するよう周知する。 

 

２ 避難所内の対策 

（１）避難者の健康状態の確認 

避難者の健康状態の確認について、適切な対応を事前に検討のうえ、「避難所における感

染対策マニュアル」における症候群サーベイランスの内容も参考として、できるだけ避難所

への到着時に行うものとする。また、避難生活開始後も、定期的に健康状態について確認を

行う。 

（２）基本的な感染対策の徹底 

物品等は、定期的に、また目に見える汚れがあるときに、家庭用洗剤を用いて清掃するな

ど、避難所の衛生環境をできる限り整える。 

（３）十分な換気の実施、スペースの確保等 

ア 避難所内については、十分な換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保す

るよう留意する。 

イ 避難所全体のレイアウト・動線、健康な者の滞在スペースのレイアウトについては、「新

型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応のポイント」（令和２年６月15日、府政防第

1274号等）に示すレイアウト（例）を参考とする。 

（４）発熱·咳等の症状がある人のための専用スペースの確保 

ア 発熱・咳等の症状がある人は、専用のスペースを確保すること。その際、スペースは可

能な限り個室にするとともに、できるだけ専用のトイレを確保する。 

イ 同じ兆候・症状のある人々を同室にすることについては、できるだけ避ける。やむを得

ず同室にする場合は、パーティションで区切るなどの対策をとる。 

ウ 発熱・咳等の症状がある人の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、動

線を分ける。 

エ 避難所のスペースの利用方法等について、事前に施設管理者等と調整を図る。 

オ 発熱・咳等の症状がある人を同室にする場合のレイアウトは「新型コロナウイルス感染

症を踏まえた災害対応のポイント」に示すレイアウト（例）を参考とする。 
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（５）濃厚接触者のための専用スペースの確保 

ア 濃厚接触者は、可能な限り個室管理とする。難しい場合は専用のスペースと専用トイレ、

独立した動線をできる限り確保する。 

イ 一般の避難所で十分な個室管理ができない場合には、濃厚接触者専用の避難所の確保も

検討する。 

ウ 避難所における濃厚接触者への対応については、村及び県、保健所が十分に連携したう

えで、適切な対応を事前に検討する。 

エ 濃厚接触者をやむを得ず同室にする場合のレイアウトは「新型コロナウイルス感染症を

踏まえた災害対応のポイント」に示すレイアウト（例）を参考とする。 

（６）避難者が新型コロナウイルス等の感染症を発症した場合の対応 

ア 新型コロナウイルス等の感染症を発症した場合の対応については、県及び保健所と連携

のうえ、適切な対応を事前に検討する。 

イ 避難所から病院への移送を含め、村及び県、保健所、医療機関が十分に連携のうえで、

適切な対応を事前に検討するとともに、発災時の対応を行う。 

 

３ 必要な物資の備蓄 

（１）新型コロナウイルス等の感染症対策に必要な物資や資材の備蓄を進める。 

（２）災害時においてより迅速かつ効率的な物資支援を実現するため、「物資調達・輸送調整等

支援システム」（内閣府）への情報入力・活用を行う。 

 

４ 適切な避難行動の周知 

災害時に避難生活が必要な方に対しては、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な

場合は親戚や友人の家等への避難検討を周知する。 
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第１１節 医療（助産）・救護 

 

 大規模な災害発生時には、広域あるいは局地的に、医療（助産）・救護を必要とする

多数の傷病者の発生が予想される。このため被災地の住民に応急的に医療を施し、又は

助産の処置を確保しその保護を図るものとする。 

 

第１ 医療機関の被害状況等の収集、把握 

村は、医療（助産）救護体制の確立を図るとともに、県北保健福祉事務所及び安達医師会等

と連携し、医療機関の被害状況の収集、把握に努める。 

村は収集した医療機関の被害状況を、防災行政無線等により住民に情報提供する。 

 

第２ 医療（助産）救護活動 

村及び各医療関係団体は、福島県災害救急医療マニュアル及び災害時の医療救護に関する協

定に基づき、被災状況に応じ速やかに災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班を編成し、

被災地内で医療（助産）救護活動を行うとともに、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を編

成し、精神保健医療活動を実施する。 

 

１ 村の活動 

（１）村は、保健師等からなる救護班を編成するとともに、必要に応じ安達医師会などの協力を

得て、医師、看護師等で編成する医療救護班を編成し、災害の程度に即応した次の救護活動

を行う。  

ア 診療（分娩の介助及び分娩後の処置を含む。） 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 応急処置、その他の治療及び施術 

エ 病院又は診療所への収容 

オ 看護 

（２）村は、災害救助法が適用された後に医療（助産）救護の必要があると認められるとき、又

は災害の程度により村の能力をもってしては十分でないと認められるときは、県に対し協力

を要請する。 

（３）救護班による救護活動は、原則として救護所において行うものとするが、救護班を出動さ

せる時間的余裕がない等やむを得ない事情があるときは、病院又は診療所などにおいて実施

することとする。 

 

２ その他の機関の活動 

（１）日本赤十字社福島県支部 

ア 日本赤十字社福島県支部は、県の要請に基づき医療救護班を派遣して救護活動を行うも

のとする。なお、災害の状況に応じて独自の判断で医療救護班を派遣して、被災地の医療

機能が回復、若しくは村による系統的な救助救出活動が開始されるまでの間において、独

自の活動として、積極的な救護活動を行う事が出来るものとする。 

イ 医療救護班の業務内容は、「災害救助法により県の行う医療、助産、死体の処理を日本
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赤十字社福島県支部に委託する契約書」の定めるところによる。 

ウ 近隣各支部からの応援救護班の業務などについては、福島県支部と同様の扱いとする。 

エ 大玉分区においても、関係機関と連携し救護活動を行うこととする。 

（２）安達医師会・安達歯科医師会・福島県看護協会 

ア 村から協力要請があり、その必要性を認めたときは、救護活動を行う。 

イ 救護班の業務内容は、村の活動と同様とする。 

（３）福島県薬剤師会 

（一社）福島県薬剤師会は、村または医師会等から協力要請があった場合は、各支部薬剤

師会に要請し、救護活動に必要な医薬品等の確保と応援医薬品の荷分け、又、救護所におい

て医薬品の管理と調剤を行う。 

  

第３ 傷病者等の搬送  

１ 傷病者搬送の手順 

（１）傷病者搬送の判定 

ア 医療救護班の班長は、医療（助産）救護の処置を行った者のうち、医療機関に搬送する

必要があるか否か判断する。 

（２）傷病者搬送の要請 

ア 医療救護班の班長は、村及びその他関係機関に搬送用車両の手配・配車を要請する。 

イ 重傷者などの場合は、必要に応じて県救急医療用ヘリコプター、県消防防災ヘリコプタ

ー及び自衛隊に対してヘリコプターの手配を要請する。 

（３）傷病者の医療機関への搬送 

重傷者等の搬送は、救急医療情報センターの情報等をもとに、隣接市町の医療機関へ行う。 

ア 重傷者等の医療機関への搬送は、原則として安達地方広域行政組合で実施する。ただし、

消防機関の救急車両が確保できない場合は、県、村、救護班及び医療機関等で確保した車

両により搬送する。 

イ 道路の損壊等の場合又は遠隔地への搬送の場合においては、県救急医療用ヘリコプター

及び県消防防災ヘリコプターにより実施する。また、必要に応じて自衛隊のヘリコプター

により実施する。 

ウ 傷病者搬送の要請を受けた県、村及びその他関係機関は、医療機関の被災情報や搬送経

路など様々な状況を踏まえ、受入先医療機関を確認のうえ、搬送する。 

 

２ 医療スタッフ等の搬送 

村は、医療（助産）救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班等の搬送にあたっては、

搬送手段の優先的な確保など特別な配慮を行う。  

 

第４ 医薬品等の確保 

（１）医薬品の確保 

村は、救護活動に必要な医薬品については、「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」に

より、県に供給要請を行う。 
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第５ 血液の確保 

村は災害発生後、日本赤十字社福島県支部を通して、状況に応じた血液の確保を図るため、

次のことを行う。 

（１）被害の軽微な地域に採血車を出動させ、住民の献血による血液の確保に努める。 

（２）近隣市町及び福島県赤十字血液センターに応援を依頼し、村外からの血液の導入を図る。 

（３）血液輸送にヘリコプターを必要とする場合には、県救急医療用ヘリコプター及び県消防防

災ヘリコプター並びに自衛隊に派遣を要請する。 

 

第６ 人工透析の供給確保 

人工透析については、慢性的患者に対し、災害時においても継続して提供する必要があるこ

とから、村は県と連携し、人工透析医療機関の稼動状況等の情報を収集し、透析患者、患者団

体及び医療機関等へ提供するなど受療の確保に努める。 

 

第７ 広域的救護活動の調整 

村は災害発生時における医療（助産）救護活動が医師等の不足、医薬品等の不足により円滑

に実施できない場合には、近隣市町からの応援活動を要請するなど広域的な調整を図るものと

する。 
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第１２節 緊急輸送対策 

 

災害時において、人員及び物資の輸送は、災害応急対策活動において非常に重要とな

るため、緊急輸送路等の確保、車両等の円滑な調達を行い、人命の安全、被害の拡大防

止、災害応急対策の円滑な実施に特に配慮して輸送活動を行う。 

 

第１ 緊急輸送の範囲 

災害救助法による輸送の範囲は、下記１のとおりであるが、災害の応急対策の段階に応じて、

緊急輸送活動の対象を広げていくものとする。 

１ 災害救助法による救助実施の場合の輸送の範囲 

（１）被災者の避難（被災者の避難の副次的輸送を含む） 

（２）医療・助産のための輸送 

（３）被災者の救出のための輸送 

（４）飲料水の供給のための輸送 

（５）救済用物資の運搬のための輸送 

（６）遺体の捜索のための輸送 

（７）遺体の処理（埋葬を除く）のための輸送 

（８）その他特に応急対策上必要と認められる輸送 

 

２ 緊急輸送活動の対象 

（１）第１段階 

ア 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安

要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

エ 医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

カ 緊急車両及び航空機等の活動に必要な燃料 

（２）第２段階 

第１段階に加え、 

ア 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

イ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

ウ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

（３）第３段階 

第２段階に加え、 

ア 災害復旧に必要な人員及び物資 

イ 生活必需品 

ウ 防疫、隔離傷病者の輸送 

エ 遺体の処理のための輸送 
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３ 輸送にあたっての配慮事項 

（１）人命の安全 

（２）被害の拡大防止 

（３）災害応急対策の円滑な実施  

  

第２ 緊急輸送路等の確保 

１ 緊急輸送路の確保 

（１）道路管理者は、応急対策を円滑に実施するため、緊急輸送路等の指定により指定された路

線から順次開通作業を実施し、交通の確保を図る。 

また、被害の状況により指定路線の確保が困難な場合は、指定路線以外の道路を緊急輸送

路として確保する。 

（２）道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確

保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。

運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行うものとする。 

 

２ 交通規制措置 

（１）交通規制対策 

村は、災害応急対策に従事する者又は必要な物資の緊急輸送を確保するため、必要あると

きは警察署と協議のうえ適切な措置を行う。 

（２）交通規制措置 

主要道路、橋梁の破損状況等の被害の把握に努め、混乱防止のため、関係機関と連絡を取

り、次の措置を行うものとする。 

ア 被災地等への流入抑制 

イ 通行止め、片側通行等交通規制及び交通整理の協力 

ウ 危険箇所を表示し、迂回路の設定 

エ 自主的な駐車禁止区域の設定 

（３）警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

ア 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急車両の妨害となることに

より災害応急対策の実施に著しい支障があると認めるときは、当該車両その他の占有者、

所有者、管理者に対し、移動等の措置をとるよう命ずることができる。 

イ 前記による措置を命ぜられた者が、当該措置を取らないとき又はその命令の相手方が現

場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自らそ

の措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度に

おいて車両その他の物件を破損することができる。 

ウ 前記を警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊の自衛官及び消

防吏員の職務の執行について準用し、当該自衛官及び消防吏員は、自衛隊及び消防機関が

使用する緊急車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当

該措置をとることができる。 

 

３ 陸上輸送拠点の確保 
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村は、災害時応援協定による民間倉庫や、あらかじめ指定した広域陸上輸送拠点及び村物資

受入拠点の管理者の協力を得ながら、物資集積、荷さばき、保管のための輸送施設の確保を図

るものとする。 

 

４ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

村は、災害時の航空輸送を円滑に行うため、ヘリコプター臨時離着陸場を確保する。 

 

第３ 輸送手段の確保 

１ 車両の確保 

（１）村保有車両の利用 

災害発生時において、輸送に必要な車両は、各担当部局において保有する車両を利用する

ものとする。なお、緊急通行車両等事前届により許可を得ることとする。 

（２）外部への協力要請 

村は、関係者（バス、トラック、特殊車両等保有業者）に対して、保有する車両等につい

ての利用について協力要請を行う。 

（３）県への協力要請 

村は、必要な車両等の確保が困難なときは、県に対して要請及び調達、あっせんを依頼す

る。 

 

２ 航空機（ヘリコプター）の確保 

（１）県消防防災ヘリコプターの要請（県災害対策課） 

（２）県警察保有のヘリコプターの要請（警察本部） 

（３）陸上自衛隊への要請（県災害対策課） 

（４）民間ヘリコプター会社に対する協力要請（県災害対策課） 

 

３ 防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行う。 

 

４ 輸送拠点 

調達した物資等や他市町村からの救援物資を受入れ、保管、仕分け、さらに被災地域へ配送

するための大規模物流施設として、輸送拠点を２箇所設置する。 

  名    称    所     在        保 有 施 設                

村民体育館・運動場 大玉村大山字六社山

11-1他 

体育館・多目的グラウンド・駐車場 

改善センター・村民プール 大玉村玉井字西庵183他 屋内運動場・プール・多目的グラウンド・駐車場 
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第１３節 災害警備活動及び交通規制措置 

 

 大規模災害の発生時においては、様々な社会的混乱や道路交通を中心とした交通混乱

が予測されるため、関係機関は連携し、住民の安全確保、各種犯罪の予防、取り締まり

及び交通秩序の維持等を行う。 

 

第１ 災害警備活動 

１ 災害警備体制の確立 

（１）職員の招集 

県警察本部は、災害発生後速やかに、あらかじめ定められたところにより、職員を招集・

参集させ、災害警備体制の確立を図る。 

（２）災害警備本部の設置 

県警察本部は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、県警察本部及び警察署に所

要規模の災害警備本部等を設置する。 

（３）応援の要請 

県警察本部は、被害状況の全体把握に努めるとともに、広域緊急援助隊の援助を必要と認

めるときは、隣接県警察に対して援助の要求を行う。 

 

２ 災害警備活動 

（１）災害情報の収集 

警察署は、多様な手段により災害による被災状況、交通状況等の情報収集活動にあたる。 

（２）救出援助活動 

警察署は、把握した被害状況に基づき、災害警備部隊を迅速に被災地に出動させるととも

に、消防本部等の消防関係機関と連携して救出救助活動を行う。 

（３）避難誘導活動 

避難誘導を行うにあたっては、緊急の場合を除き、村等と緊密な連携のもと、被災地域、

災害危険箇所等の現場状況を把握したうえで、安全な避難経路を選定し、避難誘導を実施す

る。 

（４）身元確認等 

警察署は、村等と協力し、検視・遺体調査の要員・場所等を確保するとともに、遺体の身

元確認に資する資料の収集・確保、医師等との連携に配意し、迅速かつ的確な検視・遺体調

査、身元の確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努める。 

（５）二次災害防止措置 

警察署は、二次災害の危険箇所等を把握するため、住宅地域を中心に調査を実施するとと

もに、把握した二次災害危険箇所等について、村災害対策本部等に伝達し、避難勧告等の発

令を促すなど二次災害の防止を図る。 

（６）社会秩序の維持 

警察署は、被災地及びその周辺におけるパトロール等を強化するとともに、地域の自主防

犯組織等との連携により、被災地の社会秩序の維持に努める。 

（７）被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 
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警察署は、被災者等のニーズを十分に把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、

交通規制等警察措置に関する情報等の適切な伝達に努める。 

（８）相談活動の実施 

警察署は、村と連携して、行方不明者相談所、消息確認電話相談窓口等の設置に努めると

ともに、避難所への警察官の立ち寄り等による相談活動に努める。 

（９）ボランティア活動の支援 

警察署は、自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地におけ

る各種犯罪・事故の未然防止と被災住民等の不安の除去等を目的として行われるボランティ

ア活動が円滑に行われるよう必要な支援を行う。 

 

第２ 交通規制措置 

１ 被害状況の把握 

村は、管内交通事情の実態の把握に努めるとともに、関係機関と連絡を密にし、その状況を

随時警備本部に報告する。 

県警察本部は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、道路管理者と連携し、

道路の損壊状況、交通状況等の交通情報の収集に努め、交通対策を迅速かつ的確に推進するも

のとする。 

 

２ 被災地域への流入抑制と交通規制の実施 

（１）県警察本部長の措置 

県警察本部は、必要な交通規制を迅速かつ的確に実施し、被災地域への車両の流入抑制を

行うとともに、危険箇所の表示、迂回路の設定、交通情報の収集及び提供、車両の使用自粛

の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

なお、隣接又は近接する県域に係る災害が発生した場合等においても、交通規制を行う場

合がある。 

（２）被災区域等への流入抑制 

災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、公安委員会は次により、緊急交通路

の確保を図る。 

ア 混乱防止と緊急交通路確保のため、被災地区等への流入抑制のための交通整理、交通規

制を実施する。 

イ 流入抑制のための交通整理、交通規制については、村及び県と連絡を取りながら広域的

に行うものとする。 

（３）表示の設置による規制 

公安委員会は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、規制する区域又は区

間の道路の入口、これらと交差する道路との交差点付近に災害対策基本法施行規則第５条に

規定する「標示」を設置し、車両の運転手等に対し緊急交通路における交通規制の内容を周

知する。 

（４）現場の警察官の指示による規制 

緊急を要するための標示を設置するいとまがないとき又は標示を設置して行うことが困

難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する警察官の現場における指示により規制
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を行う。 

（５）迂回路対策 

県警察本部は、幹線道路等の通行禁止を実施する場合は、必要な場合において迂回路を設

定し、迂回誘導のための交通要点に警察官等を配置する。 

（６）広報活動 

県警察本部は、交通規制状況及び道路の損壊状況等交通に関する情報について、運転者を

はじめ居住者等に広く周知する。 

 

３ 緊急通行車両に係る確認手続 

知事又は公安委員会は、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸

送その他の災害応急対策を実施するための車両（道路交通法第39条第1項の緊急自動車及び災

害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両であって、特別の番号標を有しているも

のを除く）を緊急通行車両として確認を行い、標章及び証明書を交付する。 

村又は公安委員会（郡山北警察署）に災害対策基本法施行令第32条の２第２号に掲げる緊急

通行車両であることの申出を行い、緊急通行車両と確認されたときは、標章及び証明書の交付

を受ける。 

交付を受けた標章については、当該車両の全面の見やすい箇所に表示するものとし、証明書

については、当該車両に備え付ける。 

 

４ 緊急通行車両等の事前届出・確認手続 

（１）公安委員会は、緊急通行車両等の需要数を事前に把握し、確認手続の省力化、効率化を図

るため、あらかじめ緊急通行車両等として使用されるものに該当するかどうかの審査を「大

規模災害に伴う交通規制の実施及び緊急通行車両等事務取扱要領」に基づき行うものとする。 

（２）緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両については、他に優先して災害対策

基本法施行令第33条第１項に定める確認を行うものとする。 

（３）公安委員会は、事前届出の申請等の処理について、知事と必要な調整を図るものとする。 

（４）公安委員会は、緊急通行車両等の事前届出・確認手続について、防災関係機関等に対し、

その趣旨、対象、申請要領等の周知徹底を図るものとする。 

 

５ 交通規制時の車両の運転者の義務 

災害対策基本法の規定による災害時における車両の運転者の義務は、次のとおりである。 

（１）通行禁止等の措置が行われたときは、車両の運転者は、速やかに当該車両を通行禁止区域

又は区間以外の場所へ移動させること。なお、速やかな移動が困難な場合には、緊急通行車

両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 

（２）前記に関わらず、車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両

を移動し又は駐車しなければならない。 

 

６ 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令等 

緊急通行車両の通行の確保のための警察官等による措置は、次のとおりである。 

（１）警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となること
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により災害応急対策の実施に著しい支障があると認めるときは、当該車両その他の物件の占

有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命ずるこ

とができる。 

（２）前記による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場に

いないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自らその措置

をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度

において車両その他の物件を破損することができる。 

（３）前記２項を警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊の自衛官及び

消防吏員の職務の執行について準用し、当該自衛官及び消防吏員は、自衛隊用及び消防機関

が使用する緊急通行車両の円滑な通行を確保するための必要な措置をとることを命じ又は

自ら当該措置をとることができる。 

（４）公安委員会は、緊急交通路の指定を行うため必要があると認めるときは、道路管理者に対

し、車両その他の物件の移動等の措置等を要請することができる。 
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第１４節 防疫及び保健衛生 

  

 被災地の衛生環境の低下を防止するとともに、避難所あるいは仮設住宅等での保健指

導の実施、災害によるストレス等に対する精神保健指導を行い、被災者の健康の維持を

図る。 

 大規模な災害が発生した場合、被災者の病原体への抵抗力及び衛生環境が低下するお

それがある。そのため、避難所あるいは仮設住宅等での生活における保健指導を実施す

る。また、被災者は、被災によるストレス、避難生活の長期化に対するストレスを抱え

る可能性が高いため、精神保健指導を行うことにより、被災者の健康の維持を図る。 

 

第１ 防疫活動 

１ 防疫組織 

村は、予測される災害の規模に応じて村内の関係機関・県・県北保健福祉事務所の協力を求

め、必要な防疫組織を設け、村内の防疫対策の企画、推進にあたる。 

 

２ 予防教育及び広報活動 

県の指導のもとに、パンフレット、リーフレット等により、あるいは衛生組織その他関係団

体を通じて住民に対する予防教育を徹底するとともに、報道機関の活用を含めた広報活動を強

化する。その際、特に社会不安の防止に留意する。 

 

３ 消毒の実施 

（１）知事の指示に基づき実施する。実施にあたっては、厚生労働省令の規定に従う。 

（２）薬剤の所要量を算出し、速やかに手持ち量を確認のうえ、不足分を入手し適宜の場所に配

置する。 

（３）水害においては、被災状況や緊急性に応じ、汚泥堆積部への立ち入り制限や消毒などを行

う。 

 

４ ねずみ族昆虫等の駆除 

（１）知事の指示に基づき実施する。実施にあたっては、厚生労働省令の規定に従い行う。 

（２）薬剤の所要量を算出し、速やかに手持ち量を確認のうえ、不足分を入手し適宜の場所に配

置する。 

 

５ 生活の用に供される水の供給 

（１）法第31条第２項の規定による知事の指示に基づき、速やかに生活の用に供される水の供給

を開始し、給水停止期間中継続する。 

（２）生活の用に供される水の供給方法は、容器による搬送、ろ過器によるろ過給水等現地の実

情に応じ適切な方法によって行う。この際、特に配水器の衛生的処理に留意する。 

（３）生活の用に供される水の使用停止処分に至らない程度であっても、井戸、水道等における

水の衛生的処理について指導を徹底する。 
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６ 臨時の予防接種 

予防接種法第６条の規定による知事の命令に基づき実施する。実施にあたっては、ワクチン

の確保など迅速に行い、時期を逸しないよう措置する。 

 

７ 避難所の防疫指導等 

避難所は、施設の設備が応急仮設的であり、かつ、多数の避難者を受入れるため、衛生状態

が悪くなりがちで、感染症発生の原因となることが多いので、県防疫担当職員の指導のもとに

防疫活動を実施する。この際、施設の管理者を通じて衛生に関する自治組織を編成し、その協

力を得て指導を徹底する。 

この場合、医師会、歯科医師会、看護師、福祉関係者、ケアマネージャー、ヘルパー、民生

児童委員、地域住民との連携を図りながら、コーディネートを行い、効果的な巡回健康相談、

口腔ケア等を実施し、要配慮者をはじめとする被災者の健康状況の把握に努めることとする。 

 

８ 患者等に対する措置 

感染症患者又は病原体保有者が発生したときは、速やかに隔離収容の措置をとる。 

ただし、やむを得ない事由によって隔離施設への収容措置をとることができない病原体保有

者に対しては、近くの災害を受けない適当な場所に臨時の隔離施設を設けて収容するものとす

る。この場合、学校、公民館等公有施設で適切な場所を指定するものとする。 

 

９ 報 告 

（１）被害状況の報告 

警察、消防等の諸機関、地区の衛生組織その他の関係団体の緊密な協力を得て被害状況を

把握し、被害状況の概要、患者発生の有無、ねずみ族昆虫類駆除の地域指定の要否、災害救

助法適用の有無、その他参考となる事項について、速やかに県北保健福祉事務所長を経由し

て知事あてに報告する。 

（２）防疫活動状況の報告 

災害防疫活動をしたときは、防疫活動状況報告（昭和45年５月10日衛発第302号公衆衛生

局長通知様式（５））に記載する事項を毎日知事へ報告する。 

 

10 食品衛生監視 

災害発生時の被災地における食品衛生監視は、食品の検査、食品関係業者等の監視指導等、

衛生の確保を図るため県に要請するものとする。 

 

第２ 栄養指導 

１ 栄養指導班の編成及び派遣 

村は、災害の状況により、厚生第２班が中心となり、被災地に管理栄養士又は栄養士を派遣

し、避難所、仮設住宅及び被災家庭等を巡回するなど、被災者の栄養・食生活支援を行う。 

 

２ 栄養指導活動内容 

（１）食事提供(炊き出し等)の栄養管理指導 
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村等が設置した炊き出し実施現場を巡回して炊き出し内容等の確認を行い、必要に応じて

実施主体や給食業者等への提案、助言、調整等の栄養管理指導を行う。 

（２）巡回栄養相談の実施 

避難所、仮設住宅及び被災家庭等を巡回して、被災者の健康状態、食料の共有状況等を把

握しながら栄養相談を実施する。 

（３）食生活相談者への相談・指導の実施(要配慮者への食生活支援) 

妊産婦、乳幼児、虚弱高齢者、歯科的な問題を抱えた者、糖尿病や食物アレルギー等で食

事療法が必要な者について栄養相談を実施し、併せて特別用途食品の手配や、調理方法等に

関する相談を行う。 

（４）特定給食施設等への指導 

被害状況を把握し、給食設備や給食材料の確保、調理方法等、栄養管理用の問題を生じな

いよう指導し、給食の早期平常化を支援する。 

 

第３ 保健指導 

村や関係機関の保健師・管理栄養士・栄養士・歯科衛生士等は、災害の状況によっては、避

難所、被災家庭、仮設住宅等を巡回し、栄養指導をするとともに、被災者の健康管理面からの

保健指導を行う。 

この場合、福祉関係者、訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパー、民生児童委員、地域住

民との連携を図りながら、コーディネートを行い、効果的な巡回健康相談、口腔ケア等を実施

し、要配慮者をはじめとする被災者の健康状態の把握に努めることとする。 

  

第４ 精神保健活動 

１ 精神科医療体制の確保 

村は、災害の状況に応じ、被災地に精神科救護所を設置し、災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）を派遣して精神科診療体制の確保に努める。  

 

２ 被災者のメンタルヘルスケア 

村は、被災者となることで顕在化する精神保健上の問題に対処するため、早期に避難所に相

談員やヘルパー等を派遣、常駐させ、避難者のメンタルヘルスの把握に努めるとともに、必要

に応じ災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を避難所等に巡回させ、メンタルヘルスケアを実

施する。 

 

３ 精神科入院病床及び搬送体制の確保 

村は、入院医療及び保護を必要とする被災者のために、精神科病床及び搬送体制の確保に努

める。 

 

第５ 防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達 

防疫及び衛生用機材の備蓄及び調達について、計画の策定に努めるものとする。 

 

第６ 動物（ペット）救護対策 
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災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主とと

もに、避難所に避難してくることが予想される。 

このため、村は、被災した飼育動物の保護収容、危険動物の逸走時対策、動物由来感染症等

の予防や衛生管理を含めた災害時における動物の管理等について、県、獣医師会等の関係機関・

団体に対して支援要請を行うとともに、連絡調整に努める。 

 

 



155 

第１５節 廃棄物処理対策 

 

本節のほか、大玉村災害廃棄物処理計画基礎資料（平成30年３月策定）に基づき、災

害時に発生したごみ、し尿及び災害に伴って発生したがれきの処分等を迅速・的正に実

施し、生活環境の保全、公衆衛生の確保、さらに被災地での応急対策や復旧・復興の円

滑な実施を図る。 

 

第１ ごみ処理 

１ ごみ排出量の推定 

災害時には、通常の生活ごみに加え、一時的に大量の粗大ごみやがれきが排出されるものと

想定される。 

ごみ排出量の推定は、災害廃棄物として、風水害等による被災家屋からの廃棄物、焼失家屋

等の残骸、建築物の破損による残材等が考えられる。 

村は、ごみの種類別に排出量を推定し、平常時における処理計画を勘案しつつ、作業計画を

策定する。 

 

２ 収集体制の確保 

村は、被災等における生活環境保全・公衆衛生の緊要性を考え、平常体制に臨時雇用による

人員等を加えた作業体制を確立する。さらに必要に応じて近隣市町村等からの人員及び機材の

応援を求め、場合によっては他市町村のごみ処理施設等に処理を依頼するなどの方策を講ずる

ものとする。 

このため村は、あらかじめ民間の清掃関連業者に対し、災害時における人員、資機材等の確

保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整えておくものとする。 

なお、清掃・収集体制については、上記体制を含めた組織を地区ごとに設置するものとする。 

 

３ 処理対策 

（１）生ごみ等腐敗性のある廃棄物 

生ごみ等腐敗性のある廃棄物については、被災地における防疫対策上、収集可能な状態に

なった時点から出来る限り早急に収集が行われるよう体制の確立を図る。 

（２）粗大ごみ等 

災害物として排出される廃棄物については、粗大ゴミ及び不燃性廃棄物が大量に排出され

ると考えられるが、一時期の処理場への大量搬入は、その処理が困難となる場合が想定され

るので、村は必要に応じて生活環境保全に支障のない場所を確保し、暫定的に積み置きする

などの方策を講じる。 

（３）被災家屋及びがれき等 

被災家屋からの廃棄物、焼失家屋の焼け残り、がれき等については、原則として排出者自

らが、村の指定する場所に搬入するが、排出者自らによる搬入が困難と判断される場合及び

道路等に散在し緊急に処理を要する場合は、村が収集処理を行う。 

建築物等の解体等によるがれきの処理にあたっては、村は、有害物質の漏洩及び石綿の飛

散を防止するため、必要に応じ事業者に対し、大気汚染防止法及び「災害時における石綿飛
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散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言するものとす

る。 

また、村又は事業者は、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応

急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

この際、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講じる。 

村は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、建設業者等

と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて速やかに県及び他市町村への協力要

請を行うものとする。 

（４）廃棄物の仮置き場等 

ア 村は、避難場所及び避難場所等を除く公共の広場等に、これら廃棄物等の仮置場を設置

する。 

イ 仮置場等の廃棄物の運搬については、村有車及び清掃関連業者の運搬車両により行い、

仮置場において可燃物、不燃物に分別し、安達地方広域行政組合の処理場へ搬入する。 

なお、安達地方広域行政組合の処理場が災害を受けた場合は、近隣処理施設を使用する

こととする。 

ウ 水害にあった場合は、汚水や含水量による悪臭や腐敗に留意する。なお、処理にあたっ

ては、適切な処置や運搬順位から二次被害を避ける。 

（５）産業廃棄物 

産業廃棄物は、排出者に処理責任があり事業活動によって生じた廃棄物は自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。なお、産業廃棄物処理許可業者に処理を委託すること

ができる。 

産業廃棄物の収集・運搬については、（一社）福島県産業資源循環協会の協力のもと行う

こととし、大きなものは解体し、廃棄物処理許可業者に収集を依頼し、産業廃棄物処理施設

で処分する。 

村と業者との役割分担については、原則として村は、主として災害廃棄物の暫定積み置き

箇所を管理し、業者は、各地区からの廃棄物を収集・運搬する。 

（６）処理困難廃棄物 

もとみやクリーンセンターが受入しない産業廃棄物を除く廃棄物の処理は、各排出者の責

任で行う。ただし、村は必要に応じて処理方法を周知する。 

     

第２ し尿処理 

１ し尿排出量の推定 

災害による上下水道等のライフラインの機能停止により、し尿処理が困難になることが考え

られる。上水道以外の河川等の水を確保することにより、できる限り下水道機能を活用すると

ともに、村は水洗化の状況等、住民数、予測被災者数等から必要な仮設トイレ数を推計してお

くものとする。 

また、浸水家屋・倒壊家屋及び焼失家屋等の汲み取り式便槽のし尿については、防疫上、出

来る限り早急に収集処理を行う必要があるので、一時的には処理量が増加すると考えられる。

そのため、緊急時における収集体制の確立を図るとともに、処理施設においてもそれに対処で

きるよう予備貯留槽等を設けるなどの整備を図る。また、村は水洗化の状況等、住民数、予測
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被災者数等から必要な仮設トイレ数を推計しておく必要がある。 

し尿排出量は１人１月分として42ℓ あるものとする。なお、この被災世帯の処理量のほかに、

焼失家屋便槽のし尿分が加わるものと考えられる。 

 

２ 収集体制の確保 

村の被災地に対する平常作業からの全面応援及び近隣市町村等からの応援作業は、収集可能

になった状態から７日間を限度として、又、処理場への搬入についても計画的処理をくずさな

いよう努力し、場合によっては、近隣市町村の処理場に処理の依頼を求めるなどの方策を講ず

ることとする。 

このため、村はあらかじめ民間のし尿処理関連業者及び仮設トイレ等を扱うリース業者等に

対して、災害時における人員、資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう

協力体制を整えておくものとする。 

 

３ 処理対策 

（１）避難所でのし尿処理 

水洗トイレ使用の可否等の状況によるが、原則として水を確保することにより浄化機能を

活用して、処理することを原則とする。 

また、必要に応じて仮設トイレを設置し、避難所の生活環境及び公衆衛生の確保を図る。

この場合、仮設トイレの機種は、高齢者・障がい者等に配慮したものの選定に努める。 

さらに、集団避難所から排出されたし尿の収集及び仮設トイレに貯留されたし尿の回収を

優先的に行うものとする。 

広域被災により、あだたら環境共生センターの処理能力に支障が生じた際は、関係機関へ

処理を要請する。村の農業集落排水処理施設の利用等を事前に協議する。 

（２）水洗トイレ対策 

水洗トイレを使用している世帯にあっては、洗浄水の断水に対処するため、平常時から水

のくみ置き等を指導することとする。又、水洗トイレを使用している共同住宅等においては、

災害により使用不可能となった場合に対処するため、必要により臨時の貯留場所を設け、リ

ース業者等の協力を得て、共同の仮設トイレを設置する等の対策を講ずる。 

 

第３ 廃棄物処理施設の確保及び復旧 

１ 事前対策 

廃棄物処理施設は、設備の欠陥が生じた場合には適正な廃棄物処理が難しくなり、ひいては

周囲の環境汚染を引き起こすおそれがあるので、普段より施設の維持管理を十分に行う。 

 

２ 復旧対策 

災害が生じた場合には、迅速にその状況を把握し、応急復旧を図る。また、被害状況が収集

作業に影響を与える場合には、期間等を定めて他の市町村の処理施設に処理を依頼するなどの

方策をとる。 

なお、廃棄物処理施設に被害が生じた場合は、早急に県（生活環境部）に報告する。 
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第４ がれき処理 

１ がれき発生量の推定 

災害により建物の倒壊、焼失及びそれに伴う建物解体、さらには地震動によるガラスの落下

物、ブロック塀等の破損物等（以下「がれき」という）などの大量の廃棄物が発生することが

想定される。 

村は、がれきの発生量を県の地震・津波被害想定調査結果等から事前にその発生量を想定し、

廃棄物処理計画を策定しておく必要がある。この場合において、定期的に調査を実施し、中間

処理又は最終処分を行うまでの一時仮置場、リサイクルのための分別を行うストックヤード等

の場所を確保しておくものとする。 

なお、がれき量の推定には、木造１㎡あたり0.35トン、非木造1.20トンを目安とする。 

 

２ 処理体制の確保 

がれきの処理については、原則として村又はがれきが現にある場所の施設管理者が処理する

ことになるため、国、県、関係市町村及び関係者が協力して、がれきの処理状況の把握、搬送

ルートや仮置場及び最終処分場の確保を図る。 

 

３ 処理対策 

（１）仮置場の確保 

大量にがれき等が発生した場合は、仮置場に搬入する必要があるため、村はあらかじめ調

査を実施しておいた公有地等を中心に具体的な選定を行う 

（２）分別収集体制の確保 

発生したがれき等を効率よく処理、処分するためには、排出時の分別の徹底が必要である

ので、その確保策の検討を行う。 

（３）適正処理・リサイクル体制の確保 

災害時においても廃棄物の適正処理を確保する必要があるにもかかわらず、大量に発生す

るがれき等の最終処分はかなり困難となることが想定される。 

このため、緊急時の相互扶助や産業廃棄物処理業者の支援のあり方など、産業廃棄物の適

正処理・リサイクル体制の確保策を検討しておく。 

（４）広域処分体制の確保 

大量のがれき等を処分するためには、村外の最終処分場に処分を依頼することも想定され

るため、国や県とともに広域処分対策を検討する。 

（５）粉じん等の公害防止策 

がれき等の応急処分の過程においては、粉じんや有害物質、石綿含有廃棄物の発生などが

考えられ、生活環境への影響や保健衛生面から問題となる公害（大気汚染）が発生するおそ

れがあるので、村は、県や関係機関と協力し、その実態を把握するとともに、公害防止対策

を行う。 

特に石綿については、村は、県と協力し、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、

必要に応じ、事業者に対し、大気汚染防止法及び「災害時における石綿飛散防止に係る取扱

いマニュアル」に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言するものとする。 

村又は事業者は、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、
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関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講じる。 

 

第５ 応急体制の確保  

村は、被災状況を勘案し、その区域内の処理が不可能と思われる場合には、県（生活環境部）

に支援を要請するものとする。また、県は、村からの要請あるいは客観的な判断のもとに近隣

市町村からの支援が得られるように、その連絡調整及び指導を行う。 

また、村は、災害時における人員、資機材等の確保に関し、民間の清掃関連業界、し尿処理

関連業界及び仮設トイレ等を取扱うリース業界等に対して、迅速かつ積極的な協力が得られる

よう体制を整えておくとともに、近隣市町村間の応援体制を整えておくものとする。 
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第１６節 救援対策 

 

 災害により生活に必要な物資が被害を受けたり、流通機構の混乱等により物資の入手

が困難となった場合においても、住民の基本的な生活の確保、人心の安定を図ることを

目的として、生活の維持に特に欠かせない食料、生活必需品及び飲料水、燃料等を確保

するとともに、迅速な救援を実施する。この場合、指定避難所に避難している被災者の

みならず、指定避難所以外に避難あるいは在宅被災者への供給にも配慮するものとする。 

 

第１ 給水救援対策 

１ 飲料水供給の概要   

飲料水の供給（災害救助法適用以外の給水）は、村が実施するものとし、被災者に対し、当

初おおむね最低１人１日３ℓ の飲料水を供給し、発災後４～７日までは10ℓ 、２週目は50～100

ℓ 、３～４週目は150～200ℓ を目標とし、復旧の段階に応じ、漸増させた供給を行い、早急に

復旧に努める。 

村のみで措置が困難な場合は、近隣市町村・県・国その他関係機関の応援を求めて実施する。

なお、市販の容器入り飲料水の確保についても、積極的に進めることとする。 

 

２ 飲料水の応急給水活動 

（１）村の対策 

ア 村は応急給水の必要があるときは、土木第２班が中心となり下記の方法により実施する。 

① 給水車、給水タンク車等を用いた「運搬給水」 

② 指定避難所等における「拠点給水」 

③ 通水した配水管上の消火栓等に設置された「仮設給水栓による給水」 

イ 村は、水道事業者が確保した飲料水の他、非常用飲料水貯水槽、井戸水、湧き水等、飲

料水として適当と判断される水を活用して応急給水を実施する。 

（２）県への応援要請 

水道法第40条の規定に基づき緊急に必要と認める場合は、期間、水量及び方法を定めて知

事に要請するものとする。 

 

３ 生活用水の確保 

村は、復旧活動の長期化に備え、飲料水以外の生活用水の確保に努める。 

 

第２ 食料救援対策 

１ 対応の概要 

災害時における食料を確保し、炊飯のできないり災者に対し応急的な炊き出し等を行い食生

活の保護を図るものとする。また、備蓄食料等を活用するとともに、安全で衛生的な主要食料、

副食・調味料等を調達し、被災者に対して供給する。 

さらに、供給すべき物資が不足し調達の必要がある場合には、県に物資の調達を要請する。 

 

２ 調達及び供給 
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村は、調達計画に基づき地元小売業者等保有の米穀等の提供依頼、又は東北農政局に対して

提供を要請するなどにより調達し、備蓄食料と併せて被災者等に供給する。 

食料の供給にあたっては、避難の長期化に対応して、時間の経過とともにメニューの多様化、

適温食の提供、栄養のバランスの確保、乳幼児や高齢者、病弱者等の要配慮者への配慮等、質

の確保や、食材供給による自炊など、生活再建についても配慮するものとする。 

（１）食料の輸送 

食料輸送車両の配車を必要とする場合、輸送人員を必要とする場合は、緊急輸送対策（第

２編 第２章 第12節（Ｐ144））に基づき、配車又は人員の派遣を各所管班長に要請する

ものとする。 

（２）米穀販売業者及び米飯提供業者等 

米穀販売業者及び米飯提供業者は、地元の商店・事業所によるものとする。 

 

３ 炊き出しその他による食品の給与 

村は、炊き出しを行う場合、必要に応じ炊き出しのできる米穀・食品業者、旅館等に協力を

求めるものとする。ただし、災害救助法が適用された場合は知事が行う。知事から委任された

場合は、知事の補助機関として県の指示を受けて村が行う。 

（１）食品の調達及び輸送・集積保管場所 

管内で調達できる食品の調達先及び管内で炊き出し可能な米飯提供業者によることとし、

炊き出し給食用器物借上先並びに適切な炊き出し実施場所としては、避難救出計画において

避難所として列挙したふれあいセンター、集会施設・公民館・各小学校及び中学校調理室を

使用するものとする。 調達食品輸送車両の配車を必要とする場合、又は輸送人員を必要と

する場合は緊急輸送対策（第２編 第２章 第12節（Ｐ144））に基づき、配車若しくは人

員の派遣を各所管班長に要請するものとする。 

調達された食品の集積保管場所は、それぞれの炊き出し実施場所又はふくしま未来農業協

同組合の協力を得て本店及び各支店の倉庫を使用するものとする。 

（２）食品給与対象者の把握 

災害救助法による炊き出しその他による食品の給与は、住家の被害により自宅で炊飯等が

できず日常の食事に支障のある者に応急的な炊き出しを行い、また、住家に被害を受け縁故

先等へ避難する者に対し必要な食料品を支給し、一時的にり災者の食生活を保護することを

目的とするものであるから、給与の責任者は的確に給与対象者を把握して、災害救助法の適

用の場合の給与体制を取り得るよう、その状況を県に報告する。 

（３）災害救助法発動の際の食品の調達及び報告 

災害救助法が適用された場合は、炊き出しその他による食品の給与について、知事の指導

を受けて必要食品を調達し、食品の給与を実施し、その状況を毎日県に報告するほか、必要

帳簿を整備する。 

（４）整備帳簿類 

ア 炊き出し給与簿 

イ 食料現品給与簿 

ウ 炊き出しその他による食品給与受払簿 

エ 炊き出し用物品借用簿 
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オ 炊き出しその他により食品給与のための食料購入代金等支払証拠書類、物品受払証拠書

類 

（５）救助・復旧作業員に対する給食 

災害地における救助作業・復旧作業従事者（警察官・消防職員・消防団員等）に対する給

食は、この計画に準じて別に取扱うものとする。 

 

第３ 生活必需物資等救援対策 

１ 供給方針 

被災者に対する衣料・生活必需品・り災児童生徒等の学用品その他物資を確保、給（貸）与

をしてり災者の応急的な日常生活の確保及びり災児童生徒等の就学の便を図るものとする。 

村は、備蓄物資等を活用するとともに、必要な生活必需物資等をあっせん又は調達し、供給

する。また、供給すべき物資が不足し調達の必要がある場合には、県に物資の調達を要請する。 

 

２ 生活必需物資等の範囲 

生活必需物資等の範囲は、次のとおりとするが、女性や乳幼児、高齢者等要配慮者について

は、紙おむつや生理用品等特有のニーズがあることから、それぞれのニーズを踏まえた生活必

需物資等の供給を行うものとする。 

（１）被服や寝具及び身の回り品 

洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル、靴下、サンダル、傘等 

（２）日用品 

石けん、歯磨き、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等 

（３）炊事用具及び食器 

炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸等 

（４）光熱材料 

マッチ、ライター、プロパンガス、カセットコンロ等 

 

３ 生活必需物資等の調達及び供給 

生活必需物資の調達先は、地元の商店・事業所を基本に、被災者等に供給する。 

ただし、村において調達が困難な場合は、県に応援要請を行い、迅速に必要物資を調達し供

給するものとする。 

調達物資の輸送車両・調達・輸送人員を必要とする場合は、緊急輸送対策（第２編第２章 第

12節（Ｐ144））に基づき所管班長に要請するものとする。 

 

４ 供給物資の集積場所 

供給物資の集積場所は、災害の状況により、その都度村長が定め財務部長（総務部長）が班

員を指名し、管理責任者を定めるものとする。 

 

第４ 支援物資等の支援体制 

村及び県は、避難所等の設置主体が異なる場合であっても、避難所等からの支援物資の要請

に応じるよう努めるとともに、必要数量や在庫数量等などを情報交換し、提供する物資等の品
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目や提供量に差が出ないように努める。 

 

第５ 支援物資及び義援金の受入 

１ 支援物資の受入 

村は、関係機関等の協力を得ながら、支援物資について、受入を希望する物資等を把握し、

その内容のリスト及び送付先を村の災害対策本部並びに報道機関を通じて、公表するものとす

る。また、被災地の需要状況を把握し、同リストを逐次改定するよう努めるものとする。 

なお、東日本大震災等の教訓をかんがみて、原則として個人からの支援物資については、受

入を行わないものとする。 

さらに、個人以外の支援物資についても、その中身や数量、規格の統一性がないものについ

ては、物資集約拠点における混乱をさけるため、個人からの義援物資と同様に辞退するものと

する。 

 

２ 義援金の受入 

村は、義援金の受入計画を確立しておくものとする。 
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第１７節 被災地の応急対策 

 

 被災地内の住民の生活やインフラを復旧させるため、道路や宅地内等の障害物を除去

するとともに、自力の復旧が困難な被災者のために、仮設住宅の建設、住宅の応急修理

等を行う。また、住民の生活上の不安を解消するための各種相談事業を行う。 

 

第１ 判定士制度の確立への協力等 

村は、県の実施する建築物応急危険度判定士等の制度の確立に協力するほか、災害時におい

ては倒壊等のおそれのある建築物による事故防止のための住民への広報活動を行うとともに、

危険度判定を実施して建築物の応急措置、応急復旧に関する技術的な指導、相談等の実施に努

めるものとする。 

 

第２ 障害物の除去 

１ 住宅関係障害物の除去 

（１）実施機関及び方法  

ア 崖崩れ、浸水等によって住宅内に運ばれた障害物の除去で、次のいずれかに該当する場

合は、村がその障害物の除去を行う。 

① 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

② 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

③ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

イ 実施にあたっては村が保有する機械を使用して行うが、労力又は機械が不足する場合は

南達建設業組合等に協力を依頼する。 

（２）災害救助法を適用した場合の除去 

ア 障害物の除去対象 

住家が、半壊又は床上浸水等により、土石、竹木等の障害物が流入したため当面の日常

生活が営み得ない状態（山崩れのような場合の半壊に至らないが、土砂等の堆積により住

宅出入不可能な場合も含む。）にあり、自らの資力をもってしては障害物の除去ができな

いものであること。 

① 日常生活に欠くことのできない場所 

居室・炊事場・便所等（他にこれに代わる所のあるものは除く。） 

② 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができない者 

・生活保護法の被保護者及び要保護者 

・特定の資産のない失業者 

・特定の資産のない寡婦・ひとり親世帯 

・特定の資産のない勤労者 

・特定の資産のない中小企業者 

・前各号に準ずる経済的弱者 

イ 障害物除去費目 

① ロープ・スコップその他除去のため必要な機械・器具等の借上費 

② 輸送費及び人件費 
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ウ 障害物除去費限度は災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする。（資料

編参照） 

エ 障害物除去期間 

災害発生の日から１０日以内 

（３）障害物除去の実施 

車両・機材の調達、あっせん及び人員等の派遣を要する場合は、緊急輸送対策（第２編 第

２章 第12節（Ｐ144））に基づき実施するとともに、消防団その他一般住民の協力を求め

る。 

 

２ 道路における障害物の除去 

（１）実施機関及び方法 

ア 道路上の障害物の除去についての計画の実施は、道路法に規定する道路管理者が行うも

のとする。  

イ 道路交通に著しい被害を及ぼしているものの除去は、それぞれの実施機関において、そ

の所有する機械、器具、車両等により速やかに除去し、交通の確保を図るものとする。 

 

３ 河川における障害物の除去 

（１）実施機関及び方法 

ア 河川区域内の障害物の除去についての計画の実施は、河川法に規定する河川管理者、水

防法に規定する水防管理者（村長）・水防団長（消防団長）、水防組織法に規定する消防

機関の長（消防本部消防長）が行うものとする。 

イ 河川管理者は、河川法第22条第1項の規定による緊急措置を行うものとする。 

ウ 水防管理者、水防団長及び消防機関の長は、水防法第21条の規定による緊急措置を行う

ものとする。 

 

４ 除去した障害物の集積 

除去した障害物で、廃棄物に該当するものについては、最終的には安達地方広域行政組合の

処理場へ搬入して処分するものとするが、その他のもの及び廃棄物の一時的な集積場所は、次

の点を考慮して確保するものとする。 

なお、廃棄物の中間処理又は最終処分を行うまでの一時仮置き場、リサイクルのための分別

を行うためのストックヤード等の場所を確保するため、候補地の調査を行い、所有者を把握す

るなど、処理スペースの確保を図っておくものとする。 

（１）交通に支障がなく、二次災害が発生するおそれのない国有地・村有地等の公共用地を選定

するものとする。 

（２）公共用地に適当な場所がないときは、民有地を使用することとするが、この場合において

は、所有者との間に補償(使用)契約を締結するものとする。 

 

５ 関係機関との連携 

村は、国、県の出先機関、村内の建設業者の協力を得て、障害物除去のための資機材及び技

能者等要員の調達、提供の確保に努めるものとする。 
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第３ 社会秩序の維持 

郡山北警察署は、被災地及びその周辺におけるパトロール等を強化するとともに、地区の防

犯協会をはじめ、消防団、自主防災組織等と連携して、被災地の社会秩序の維持に努めるもの

とする。 

 

第４ 応急仮設住宅及び住宅の応急修理等 

災害により、住宅を滅失するなど住宅を確保できない者に対する応急仮設住宅の建設及び損

壊住家の応急的修理並びに野外応急収容施設の仮設を行い、居住の安定を図るものとする。 

１ 応急危険度の判定 

災害により村内の建築物に、相当の被害が発生し、居住の可否の判定を要する事態と判断さ

れる場合は、応急危険度判定士を被災地に派遣し、住民の安全を図る。 

※ 判 定    立入禁止 （赤ラベル）   

        要 注 意 （黄ラベル）   

        調 査 済 （白ラベル）   

 

２ 応急仮設住宅の建設 

（１）実施機関等 

ア 応急仮設住宅の建設に関する計画の樹立と実施は、村長が行うものとする。 

イ 災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、原則として知事が行うが、知事の

権限の一部を委任された場合又は知事の実施を待つことができない場合は、村長が行うも

のとする。 

ウ 村は、平常時においてあらかじめ二次災害の危険のない建設適地を選定し、早期に着工

できるよう準備しておくとともに、応急仮設住宅を建設する場合は、建設業者への協力依

頼及び技術的援助等を行うものとする。 

（２）災害救助法による応急仮設住宅の建設 

災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設に関する基本的事項は、次のとおりと

する。 

ア 入居対象者 

原則として、災害により被災し、次に掲げるいずれかに該当する者とする。 

① 住宅が全壊、全焼又は流失した者であること。 

② 居住する住宅がない者又は避難勧告等により長期にわたり自らの住居に居住できな

い者であること。 

③ 自らの資力をもってして、住宅を確保することのできない者であること。 

 なお、③については、災害の混乱時には十分な審査が困難であり、一定額による厳格な

所得制限等はなじまないため、資力要件については制度の趣旨を十分に理解して運用す

ること。 

イ 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、県が村長の協力を求めて行うものとする。た

だし、県は状況に応じて村長に委託することが出来るものとする。 
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ウ 規模・構造及び費用 

① 応急仮設住宅の標準規模は、１戸あたり平均29.7平方メートル（９坪）とする。 

② 応急仮設住宅の設計にあたっては、高齢者や障がい者等の利用に配慮した住宅の仕様

は、すべての入居者にとって利用しやすいものであることから、通常の応急仮設住宅を

含め、物理的障壁の除去されたユニバーサルデザイン仕様を目指すとともに、地域の気

象環境等も考慮した配置や設計に努める。 

③ 工事費は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする。（資料編参照） 

エ 建設場所 

応急仮設住宅は、原則として前居住地周辺に設置するが、前居住地周辺に建設できない

ときは、村有地等でできる限り集団的に建設できる場所を、その都度村長が指定する。 

応急仮設住宅の建設予定地は、災害の状況により選定するものとする。 

なお、選定にあたっては、被災者が相当期間居住することを考慮して、飲料水が確保し

やすく、かつ、保健衛生上も好適で、被災者の生業の見通しがつけられることに配慮する

ものとする。 

また、相当数の世帯が集団的に居住する場合は、交通の便や教育等の問題も考慮に入れ

るものとする。民地に建設する場合は、正式な土地賃貸契約書を締結するものとする。 

オ 集会所の設置 

仮設住宅における地域コミュニティと住民自治機能の維持のため、同一敷地内又は近接

する地域内に１０戸以上の仮設住宅を設置する場合、集会所や談話室といった施設を設置

することができる。 

カ 福祉仮設住宅の設置 

高齢者、障がい者等、日常の生活上特別な配慮を要する者を数名以上入居させるため、

老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置するこ

とができる。 

キ 着工期間及び完成の時期 

① 着工の時期 

災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに建設するものとする。 

② 着工時期の延期 

大災害等で20日以内に着工できない場合は、事前に内閣総理大臣の承認を得て必要最

小限度の期間を延長することができるものとする。  

③ 供与期間 

建築工事が完了した日から建築基準法第85条第４項の規定による期限内（最高２年以

内）とする。 

ク 建設が遅れた場合の措置 

避難所生活が相当に長期化しているにも関わらず、応急仮設住宅の建築が著しく遅れる

等のやむを得ない事情がある場合には、厚生労働省と協議のうえ、公営住宅の一時使用、

民間アパートの借上げ等により住宅の供与を行う。 

 

３ 応急仮設住宅の運営管理 

村は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅における
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安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュ

ニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の

意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭

動物の受入に配慮するものとする。 

 

４ 公営住宅等のあっせん 

村は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅等の把握に努め、災害時に

迅速にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 

 

５ 住宅の応急修理 

（１）実施機関等  

ア 被害家屋の応急修理に関する計画の立案と実施は、村長が行うものとする。 

イ 災害救助法を適用した場合の住宅の応急修理は、原則として知事が行うが、知事の職権

の一部を委託された場合又は知事の実施を待つことができない場合は、村長が行うものと

する。 

（２）実施方法等 

ア 応急修理対象者 

次の要件をすべて満たす者とする。 

① 一部損壊、半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと 

② 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること 

③ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用しないこと 

④ 当該災害により一部損壊又は半壊の住家被害を受けた者（世帯）については、前年の

世帯収入が次のいずれかに該当していること（大規模半壊の住家被害を受けた者（世帯）

は除く。） 

ａ （収入額）≦500万円の世帯 

ｂ  500万円＜（収入額）≦700万円かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯 

ｃ 700万円＜（収入額）≦800万円かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯 

イ 修理の範囲と費用 

① 応急修理の対象範囲は、以下の４項目のうちから、日常生活に必要欠くことのできな

い部分であって、より緊急を要する箇所について実施することとする。 

なお、緊急度の優先順は、おおむね次のとおりとする。 

ａ 屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理 

ｂ ドア、窓等の開口部の応急修理 

ｃ 上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理 

ｄ 衛生設備の応急修理 

② 家電製品は対象外とする。 

③ 費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする。（資料編参照） 

ウ 応急修理の期間 

原則として、災害発生の日から１か月以内に完了するものとする。 

（３）住宅の応急修理の留意 
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個々の住宅の修理部分については、日常生活に欠くことのできない破損箇所であるならば、

土台・床・天井・屋根等の別を問わないが、より緊急を要する部分の修理から実施するもの

とする。 

 

第５ 災害相談対策 

１ 臨時災害相談所の開設 

村は、災害により被害を受けた住民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため必要

がある場合には、県と連携して臨時災害相談所を設け、相談活動を実施するものとする。 

村は、被災地及び避難所等に臨時災害相談所を設け、被災住民の相談に応ずるとともに、苦

情、要望等の聞き取りをし、その結果を関係機関に速やかに連絡して早期解決に努めるものと

する。 

 

２ 臨時災害相談所の規模等 

相談所の規模及び構成員等は、災害の規模や現地の状況を検討して決めるものとする。 

この臨時災害相談所においては、被災者救護を実施する各部局及び国の出先機関を含む関係

機関の職員が相談員として常駐し、各種相談に応ずるものとする。 

 

３ 相談業務の内容 

（１）生業資金のあっせん、融資に関すること。 

（２）被災住宅の修理及び応急住宅のあっせんに関すること。 

（３）行方不明者の捜索に関すること。（被災者の安否の確認に関すること） 

（４）その他住民の生活に関すること。 

 

第６ 応急金融対策 

１ 金融機関の措置 

（１）通貨の円滑な供給の確保 

被災地における金融機関は現金保有状況の把握に努め、金融機関の所要現金の確保につい

て必要な援助を求めるなど、通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講ずるものとする。 

なお、損傷銀行券及び貨幣の引換えについては、状況に応じ日本銀行福島支店に派遣要請

する等、必要な措置を講ずるものとする。 

（２）輸送、通信手段の確保 

被災地における現金供給のため、金融機関が緊急に現金を輸送し又は通信を行う必要があ

る場合は関係行政機関と密接に連絡のうえ、各種輸送、通信手段の確保を図るものとする。 

また、現金の輸送に際しては社会不安等を生じさせることのないよう、警察等の協力のも

とその安全確保に必要な措置を講ずるものとする。 

（３）金融機関の業務運営の確保 

必要に応じ、営業時間の延長及び休日臨時営業を行うとともに金融機関相互の申し合わせ

等により、同様の措置をとるよう要請するものとする。 

また、被災金融機関には早急に営業を開始するよう、支援等を行うものとする。 

（４）金融機関による非常金融措置 
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被災者の便宜を図るため、金融機関相互の申し合わせなどにより、次のような非常措置を

取り得るよう支援等を行うものとする。 

ア 預金通帳を滅（紛）失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払い戻しの取扱いを行うこと。 

イ 被災者に対し定期預金、定期積立等の期限前払い戻し、又は預貯金を担保とする貸出等

の特別扱いを行うこと。 

ウ 被災したために支払期限が経過した手形について、関係金融機関と適宜話し合いのうえ、

取立てができること。また、災害関連手形の不渡処分について適宜配慮すること。 

エ 損傷銀行券及び貨幣の引換について、状況に応じ必要な措置をとること。 

オ 国債を紛失又は汚損した場合の取扱いについて、相談に応ずること。 

カ 被災者への融資に対し、相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化等の措置を

とること。 

（５）各種金融機関に関する広報 

上記災害対応対策のうち、（３）金融機関の業務運営の確保及び（４）金融機関による非

常金融措置については、福島財務事務所等関係行政機関と協議のうえ、これを行うものとし、

また、金融機関及び報道機関と協力して速やかに各種金融措置について周知徹底を図り人心

の安定及び災害の復旧に資するものとする。 

 

第７ 自治体への応援・支援対策 

 １ TEC‐FORCE（緊急災害対策派遣隊）制度 

国土交通省が派遣する「TEC‐FORCE」（緊急災害対策派遣隊）は、大規模自然災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、被災地方公共団体等が行う災害応急対策に対する技

術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的としたもので、土木や河川等の専門職員で構

成される。 

県及び市町村からの要請により派遣されることが原則であるが、大規模災害の場合は自治体

からの応援、支援要請がない場合でも国土交通省が判断し派遣する場合もある。 

 

応援・支援メニュー 

番号 区 分 応援・支援項目 内 容 

１ 映像・情

報等の提

供 

災害対策用ヘ

リコプター 

・発災直後、ヘリによる迅速な災害箇所、被災状況

を把握し自治体へ映像配信。 

・地上からは進入不能な地域を対象として道路、河

道閉塞、地すべり等各種被災状況を調査し自治体へ

映像配信。 

２ 
被災地映像提

供 

・可搬式の映像通信装置「Ku－SAT」、衛星通信車

両により、被災地の映像を自治体へ配信。 

３ 
危険度判

定等 

被災建築物応

急危険度判定 

・応急危険度判定の資格を有する者を派遣し、被災

した建築物の危険度判定を実施する。 

４ 被災調査 被災調査支援 
・土砂災害危険箇所、道路、橋梁、河川等の被災状

況について調査し自治体へ報告。 

５ 応急対策

災害復旧 

災害対策用車

両の貸与 

・排水ポンプ車、照明車、遠隔 BH 等を派遣して、

ポンプ排水、土砂撤去等の作業を実施。 

６ 高度技術指導 ・特異な災害事象に対する高度な技術指導、災害施



171 

番号 区 分 応援・支援項目 内 容 

設等の応急措置及び復旧方針樹立の指導（河道閉

塞、災害復旧工法、仮設橋梁）。 

 

２ リエゾン（災害対策現地情報連絡）制度 

東北地方整備局が派遣する「リエゾン」（災害対策現地情報連絡員）は、大規模自然災害が

発生した場合に、東北地方整備局から被災地方公共団体の災害対策本部に派遣され、より的確

かつ迅速な支援とするため積極的な情報の提供及び収集を行う。 

県及び市町村からの要請により派遣されることが原則であるが、大規模災害の場合は自治体

からの応援、支援要請がない場合でも東北地方整備局が自治体との調整により派遣される場合

もある。 
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第１８節 死者の捜索、遺体対策等 

 

 村は災害により死亡していると推定される者については、捜索及び収容を行い、身元

が判明しない死亡者については、火葬・埋葬に付し、人心の安定を図る。 

 

第１ 全般的な事項 

１ 衛生及び社会心理面への配慮 

遺体の処理は、衛生上の問題及び社会心理上の問題点等を考慮し的確に行う必要がある。そ

のため、収容所の設置場所の確保、開設、警察及びラジオ、テレビ等のマスコミとの連携によ

る身元確認及び縁故者への連絡、身元が判明しない遺体についての火葬と段階ごとに的確かつ

速やかに対応する必要がある。 

 

２ 広域的な遺体対策体制の整備 

村は、死者が多数に上る場合、また、火葬場が被災して利用できない場合を想定し、遺体の

保存のため、民間事業者の協力を得て、十分な量のドライアイス、棺、骨壷等の確保に配慮す

るとともに、近隣地方公共団体の協力による火葬支援体制の整備に努める。 

 

第２ 遺体の捜索 

１ 捜索活動 

村は、県、警察、消防機関等の協力を得て、遺体及び行方不明の状態にあり、かつ周囲の事

情により死亡していると推定される者の捜索を実施する。 

この場合において、村は、行方不明者の届け出等の受付窓口を明確にするとともに、この窓

口において、安否確認についての情報の一元化に努める。 

 

２ 災害救助法適用の場合の捜索活動 

災害救助法を適用した場合の遺体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周

囲の事情により既に死亡していると推定される者に対して行い、以下の基準で実施するものと

する。 

（１）救助実施者が遺体の捜索を実施するにあたっては、捜索に要する役務、機械、器具等につ

いて現物により給付するものとする。 

（２）費用、期間等は、福島県災害救助法施行細則別表第１「災害救助法による救助の程度、方

法及び期間」による。（資料編参照） 

   

第３ 遺体の収容 

１ 遺体の搬送 

警察官による検視及び医師による検案を終えた遺体は、村が県に報告のうえ、遺体収容所へ

搬送し収容する。この際、葬祭業者との連携により、霊柩車を確保することについても考慮す

るものとする。 

 

２ 遺体収容所の設営及び遺体の収容 
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（１）遺体収容所（安置所）の開設 

遺体の収容及び処理については、一時適当な場所に収容するが、その場合、村長は学校敷・

寺院境内・公園等適当な収容所を指定し警察・消防団及び一般住民の協力を得て収容すると

ともに、救護班等により検索及び必要に応じ遺体の収容処理について、知事の委任のあった

場合のほか知事の補助機関として収容の実施にあたるものとする。 

前記収容所（安置所）に遺体収容のための既存建物がない場合は、天幕及び幕張等を設備

し、必要器具（納棺用品等）を確保する。 

（２）遺体の収容 

村は、収容した遺体及び遺留品等の整理について必要な事項を定めておくものとする。 

 

３ 災害救助法を適用した場合の遺体の処理 

災害の際死亡した者について遺体に関する取扱いは、以下の事項について行うものとする。 

（１）遺体の洗浄、縫合及び消毒等の処理（原則として医療救護班によって行う。） 

（２）遺体の一時保存 

（３）検案・身元確認（原則として医療救護班によって行う。） 

    

４ 遺体の搬送 

関係機関の協力により搬送活動を行うこととする。なお、遺体の検視は警察官等が行うもの

とする。 

 

第４ 遺体の火葬・埋葬 

１ 遺体の火葬・埋葬実施基準 

災害の発生により身元が判明しない遺体の火葬、埋葬は、消防団・その他一般住民等の協力

を得て村が実施するものとする。 

なお、身元が判明し、災害救助法による救助でない遺体の火葬、埋葬にあたっては、村は、

火葬、埋葬許可手続きが速やかに行える体制をとるものとする。 

（１）遺体の火葬 

ア 遺体を火葬に付する場合は、遺体収容所から火葬場に移送する。 

イ 焼骨は遺留品とともに納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明次第縁故者に

引き渡すものとする。 

（２）火葬場の調整 

ア 村は、火葬場が被災した場合、又はその処理量が多大になる場合を考慮し、近隣の市町

村との連携により、少数の施設に過度に処理が集中しないよう処理量を調整し適正な配分

に努める。 

イ 村は、火葬許可にあたっては、所轄する火葬場又は近隣市町村の火葬場の能力、遺体の

搬送距離等を考慮し、適正に処理できるよう火葬場を指示する。 

（３）遺体の土葬 

死亡者の遺族が、村内の墓地に土葬する届出をした場合は、速やかに埋葬許可の手続きを

行う。 

（４）外国人の遺体処理 
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思想・宗教等の違いから、その処理方法が異なるので、県及び関係機関と連絡を密接にし

て実施にあたる。 

 

２ 災害救助法を適用した場合の火葬・埋葬実施基準 

（１）火葬・埋葬は原則として村で実施する。 

（２）遺体が他の市町村（法適用地外）に漂着した場合で、身元が判明している場合、原則とし

て、その遺族・親戚縁者又は法適用地の市町村に連絡して引き取りを依頼するが、法適用地

が混乱のため引きとることができない場合は、村は知事の行う救助を補助する立場において

火葬・埋葬を実施（費用は県負担）するものとする。 

（３）遺体の身元が判明していない場合で、被災地から漂流したと推定できる場合には、遺体を

撮影する等記録して前記（２）に準じて実施するものとする。 

（４）費用・期間等 

ア 以下の範囲内においてなるべく棺又は棺材等の現物をもって実際に火葬・埋葬を実施す

る者に支給するものとする。 

① 棺（付属品を含む） 

② 埋葬又は火葬 

③ 骨つぼ又は骨箱 

イ 支出できる費用 

福島県災害救助法施行細則別表第１「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」に

よる。（資料編参照） 

 

第５ 災害弔慰金の支給 

村は、災害弔慰金の支給等に関する法律第３条第１項に該当する場合に、村の条例に基づき、

死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

１ 災害対象 

（１）住家が５世帯以上滅失した災害 

（２）県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

（３）（１）及び（２）と同等と認められる特別の事情がある場合の災害 

 

２ 支給限度額 

死亡時において、生計を維持していた者の場合５００万円、その他の者の場合は、２５０万

円を限度として支給する。 
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第１９節 生活関連施設の応急対策 

 

 上水道、下水道、電気、ガス、交通、通信、放送等の生活に密着した施設が被災した

場合、生活の維持に重大な支障をきたすことが予想され、その影響は極めて大きいこと

から、速やかな応急復旧を図るための対策を確立するものとする。 

 

第１ 上水道施設等応急対策 

水道事業者は、災害発生時における応急給水用飲料水の確保を行うとともに、次により水道

施設の復旧対策を実施するものとする。 

１ 被害状況調査及び復旧計画の策定 

発災後直ちに施設の被害状況調査を実施し、給水状況の全容を把握するとともに、応急復旧

に必要な人員体制及び資機材（調達方法を含む。）、施設復旧の手順、方法及び完了目標等を

定めた応急復旧計画を策定し、計画的に応急復旧対策を実施するものとする。 

復旧にあたっては、緊急度の高い医療施設、福祉施設、災害応急・復旧対策の中枢となる官

公署庁舎などあらかじめ定めた重要度の高い施設を優先して行うものとする。 

順位 施設名 災害時の役割 

１ 特別養護老人ホーム 陽だまりの里 入所・通所者の保護、介護 

２ グループホーム まいんど満天 入所者の保護、介護 

３ 知的障がい者更正施設 あだたら育成園 

共同生活援助施設 まきびとホームあだたら 

入所者の保護・介護 

入所者の保護、介護 

４ 大玉村役場 応急給水用飲料水の供給、応急復旧

対策拠点 

５ 大玉村農村環境改善センター 要配慮者の避難所、備蓄倉庫等応急

対策拠点 

６ 指定避難所 被災者等への炊き出し拠点 

福祉避難所 

７ 村内各教育施設 地域住民等の一時避難所 

８ 村内各協定締結団体施設 協定内容の実施 

９ 地区集会所 地域住民等の一時避難所 

１０ 上記以外  

 

２ 応急復旧のための支援要請 

隣接水道事業者、県等の他の機関への支援要請にあたっては、必要とする支援内容を明らか

にして要請するものとする。 

村は、災害による水道施設の被害が甚大であり、大規模な支援が必要であると判断した場合

は、水道事業者等の相互応援の状況を踏まえつつ、近隣の水道事業者、関係団体及び県に対し

て広域的な支援要請をするものとする。 

 

３ 的確な情報伝達・広報活動 

水道事業者は、関係機関に対し、施設の被災状況、施設復旧の完了目標等について、随時速
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やかに情報を伝達するとともに、住民に対しては、復旧の順序や地区毎の復旧完了予定時期等

についての情報の提供及び広報を行うものとする。 

 

第２ 下水道施設等応急対策 

村は、災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、排水機能に支障

がある施設及び二次災害のおそれがあるものについて応急復旧を行うものとする。 

１ 要員の確保 

村は、あらかじめ定めた計画に基づく緊急時の配備体制により要員の確保を図るものとする。 

 

２ 応急対策用資機材の確保 

村は、施設の実情に即して、応急対策用資機材の確保を図るものとする。 

 

３ 復旧計画の策定 

村は、管路施設、ポンプ場及び処理施設によって態様が異なるが、次の事項等を配慮した復

旧計画の策定に務めるものとする。 

（１）応急復旧の緊急度及び工法 

（２）復旧資材及び作業員の確保 

（３）設計及び監督技術者の確保 

（４）復旧財源の措置 

 

４ 広報 

村は、施設の被害状況及び復旧見込み等について広報を実施し、利用者の生活排水に関する

不安の解消に努めるものとする。 

 

第３ 電力施設等応急対策 

１ 災害対策組織の設置 

災害が発生した場合は、あらかじめ定められた基準等に基づき、災害の規模、その他の状況

に応じ、災害対策組織を設置するものとする。 

 

２ 人員の確保 

（１）対策要員の確保については、あらかじめ従業員の動員体制を定めて対応するものとする。 

（２）従業員以外の復旧要員を必要とする事態が予想され、又は発生した場合は、他電力会社及

び工事関係会社との協定等に基づき、要員の応援を要請するものとする。 

 

３ 応急復旧用資機材の確保等 

（１）調達 

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は、次のい

ずれかの方法により可及的速やかに確保するものとする。 

ア 現地調達 

イ 対策組織相互の利用 
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ウ 納入メーカーからの購入 

エ 他電力会社からの融通 

（２）輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した輸送会社の車両、船舶、ヘリコプター、

その他実施可能な運搬手段により行うものとする。 

（３）資材置場等の確保 

復旧資材置き場及び仮設用用地が緊急に必要になった場合は、あらかじめ調査していた用

地をこれに充てるものとする。 

 

４ 災害時における広報  

（１）災害が予想される場合又は災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去のため、電

力施設被害状況及び復旧見通しについての広報を行うものとする。 

また、住民の感電事故を防止するため、次の事項を中心に広報活動を行うものとする。 

ア 無断昇柱、無断工事をしないこと 

イ 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等の設備の異常を発見した場合は、速やかに東北

電力ネットワーク（株）の所定の連絡先に通報すること。 

ウ 断線、垂下している電線には絶対に触れないこと。 

エ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は、絶対に使用しないこと。 

オ 屋外に避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

カ その他事故防止のため留意すべき事項 

（２）広報の方法は、村防災行政無線、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、

広報車等により直接当該地域へ周知するものとする。 

 

５ 被害状況の把握（情報収集） 

災害が発生した場合は、対策組織の長は、次に掲げる情報を迅速かつ的確に把握し、速やか

に上位災害対策組織に報告するものとする。 

（１）一般情報 

ア 気象、地象情報 

イ 一般被害情報 

一般住民の家屋被害情報、人身災害発生情報及び電力施設等を除く水道、ガス、交通、

通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設をはじめとする当該管内全般の被害情報 

ウ 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、需要家等への対応状況） 

エ その他災害に関する情報（交通状況等） 

（２）被害情報 

ア 電力施設等の被害状況及び復旧状況 

イ 復旧の状況と見通し 

ウ 復旧資材、応援隊、食料等に関する事項 

エ 従業員の被災状況 

オ その他災害に関する情報 
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６ 災害時における危険予防措置 

電力需要の実態を考慮して、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機

関等から要請等があった場合は、対策組織の長は送電停止等の適切な危険予防措置を講ずるも

のとする。 

 

７ 復旧計画等 

（１）災害対策組織は、設備毎に被害状況を把握し、次に掲げる事項を明らかにした復旧計画を

立てるとともに、その内容を上位機関に速やかに報告するものとする。 

ア 復旧応援要員の必要の有無 

イ 復旧要員の配置状況 

ウ 復旧資材の調達 

エ 復旧作業の日程 

オ 仮復旧作業の完了見込み 

カ その他必要な対策 

（２）上位機関は、上記（１）の報告に基づき、下位機関に対し復旧対策について必要な指示を

行うものとする。 

（３）復旧計画の策定及び実施にあたっては、あらかじめ定めた各設備の復旧順位によることを

原則とするが、災害状況、各設備の被害復旧の難易を考慮して、供給上復旧効果の最も大き

なものから復旧を行うものとする。 

なお、復旧順位については、人命に関わる箇所、災害応急・復旧対策の中枢となる官公署

庁舎等を優先することとし、必要に応じて村災害対策本部と協議調整を行うものとする。 

 

第４ ガス施設（LPガス）応急対策 

１ 出動体制 

台風等風水害の発生が予測される場合は、いつでも出動可能な体制をとるものとし、必要に

応じ、巡回・点検等を行うとともに、災害が発生した場合は直ちに出動して二次災害の防止等

の措置を講じるものとする。 

 

２ 応急復旧用資機材等の確保 

対策組織の長は、防災資機材及び常備品を備え、定期的に数量を確認するとともに、自社に

おいて確保困難な場合は、関係団体等から可及的速やかに確保するものとする。 

  

３ 災害時における広報活動 

（１）平常時の広報活動 

需要家等に対し、災害時におけるガスの注意事項、協力依頼事項及び地震時のガス事業者

の保安対策、広報体制について、チラシ、パンフレット、テレビの他、検針票や領収書を利

用して直接ＰＲを行うものとする。 

（２）第二次災害防止等の広報 

テレビ、ラジオ、広報車によるほか、ハンドマイク等も活用して、次の事項について広報

するものとする。   
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ア ガス栓、器具栓、メーターコックを閉めておくこと。 

イ LPガス事業者が安全を確認するまではガスを使わないこと。 

 

４ 被害状況の把握（情報収集） 

台風等風水害により災害が発生した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ的確に把

握し、被害状況により緊急措置等の必要の有無を検討するものとする。 

また、収集した情報については、速やかに上位対策組織に報告するものとする。 

（１）需要家からの情報 

ア 販売区域の被害規模に関する情報の収集 

イ 需要家の家屋被害状況 

（２）一般被害状況に関する情報 

ア 人身災害発生情報及び電気、水道、交通、通信、放送施設、道路、橋梁、鉄道等の公共

施設をはじめとする当該区域全般の被害状況 

イ 対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、需要家等への対応状況） 

ウ その他災害に関する情報（交通状況等） 

（３）特定供給設備の被害情報 

 

５ 復旧計画等 

復旧作業を円滑かつ効果的に行うために、 (一社)福島県ＬＰガス協会等が設置する現地災

害対策本部と協議し、復旧計画を定めるものとする。 

なお、計画策定にあたっては、原則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場

所等の優先順位を考慮してするものとする。 

復旧の実施にあたっては、被害状況、被害復旧の難易度等を考慮して供給効果の最も大きい

ものから復旧するものとする。 

 

第５ 電気通信施設等応急対策 

災害時における電信電話サービスの基本は、公共機関等の通信確保はもとより、被災地域に

おける通信の孤立化を防ぎ、一般公衆通信を確保するために、応急作業を迅速かつ的確に実施

して通信の疎通を図る。 

１ 電話（通信）の確保 

（１）災害対策本部の設置 

非常災害が発生した場合、その状況により災害対策本部、現地に現地災害対策本部を設置

し、情報の収集伝達及び応急対策ができる体制をとる。 

この場合、県、村（本部）及び各防災関係機関と緊密な連絡を図る。 

（２）情報連絡体制 

災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び連絡にあたる。 

 

２ 電話（通信）の応急措置 

（１）設備、資機材の点検及び発動準備 

災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検を行う。 
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ア 電源確保 

イ 非常用対策機器（無線機器、移動電源装置等）の発動準備 

ウ ビル建築物の防災設備の点検 

エ 工事用車両、工具等の点検 

オ 保有する資材、物資の点検 

カ 所内、所外施設の巡回、点検による被害状況の把握 

（２）応急措置 

災害により、通信設備に被害が生じた場合、又は異常輻輳等の事態により、通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。 

ア 通信の利用制限 

イ 非常通話、緊急通話の優先確保 

ウ 無線設備の使用 

エ 非常用公衆電話の設置 

オ 臨時電報、電話受付所の開設 

カ 回線の応急復旧 

キ 災害用伝言ダイヤルの運用 

（３）応急復旧対策 

ア 地震により被災した電気通信設備の状況により、復旧は次のとおりとする。 

① 応急復旧工事 

ａ 電気通信設備を応急的に復旧する工事 

ｂ 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事 

② 現状復旧工事 

電気通信設備を機能、形態において被災前の状態に復する工事 

③ 本復旧工事 

ａ 被害の再発防止、設備拡張、改良工事を折り込んだ復旧工事 

ｂ 電気通信設備が全く消滅した場合、復旧する工事 

イ 災害等により被災した通信回線の復旧については、あらかじめ定められた順位に従って

実施する。 

 

順位 復旧する電気通信設備 

１ 〇気象機関に設置されるもの 

〇水防機関に設置されるもの 

〇消防機関に設置されるもの 

〇災害救助機関に設置されるもの 

〇警察機関に設置されるもの 

〇防衛機関に設置されるもの 

〇輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

〇通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

〇電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの 
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順位 復旧する電気通信設備 

２ 〇ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

〇水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

〇農業集落排水の処理に直接関係がある機関に設置されるもの 

〇選挙管理機関に設置されるもの 

〇別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 

〇預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

〇国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除く） 

３ 〇第１順位、第２順位に該当しないもの 
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第２０節 道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策 

 

災害時においては、道路・橋梁施設を災害から防護するとともに、緊急輸送路を最優

先に応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、避難及び救助・救援のための交通路を確保

する。 

また、災害により河川管理施設等に被害を受けた場合は、浸水被害等が拡大する可能

性があるため対策を講じる。公共建築物等の管理者は、その機能を確保するため、自主

的な災害対策を行い、被害の軽減を図る。 

 

第１ 道路の応急対策 

１ 村管理道路の応急対策計画 

村は、「県管理道路の応急対策計画」に準じ、村道の応急復旧を実施する。 

 

２ 主要林道応急対策計画 

（１）防災関係機関等への連絡 

林道管理者は、所管する道路の被害状況等を調査し、その結果を県に速やかに報告する。 

（２）交通の確保 

林道管理者は、所管する道路の障害物の除去及び応急復旧を行い、交通の確保に努める。

特に、集落との連絡林道については、優先して措置する。 

（３）交通規制 

林道管理者は、通行が危険な林道について、関係機関に通報するとともに、通行禁止等の

措置を講じる。 

 

３ 県管理道路の応急対策計画 

（１）防災機関等への連絡 

県は、災害による道路の被害状況、措置状況等の情報を各防災関係機関へ速やかに連絡す

る。 

（２）点検措置 

県は、災害の発生後、道路等について、直ちに点検を行い、緊急に復旧計画を策定し、応

急措置計画を立てる。 

（３）交通規制 

県は、災害発生と同時に、県警察本部と協力して交通規制を行い、インターネット、ラジ

オ、標識、情報板等により、通行者に対し交通情報等を提供する。 

（４）復旧 

県は、早急に被害箇所の仮復旧を行い、交通の確保を図るとともに、速やかに災害復旧計

画を作成する。復旧においては、被害の再発を防止するための施設の新設又は改良を行う等、

将来の災害に備えた事業を行う。 

 

４ 東北自動車道応急対策計画 

（１）防災関係機関等への連絡 
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東日本高速道路(株)は、災害による高速道路の被害状況、措置状況等の情報を各防災関係

機関へ速やかに連絡する。 

（２）点検措置 

東日本高速道路(株)は、災害の発生直後、道路等の点検を直ちに行い、緊急復旧計画を策

定し応急措置をとる。 

（３）交通規制 

東日本高速道路(株)は、災害の発生と同時に、県警察本部と協力して必要な交通規制を行

い、ラジオ、標識、情報板等により、通行者に対する避難誘導措置を講ずる。 

（４）初期消火及び火災防止活動 

東日本高速道路(株)は、高速道路上において、衝突、追突等により車両火災が発生した場

合は、消火器、消火栓等の利用により迅速に初期消火活動を行い、火勢の拡大防止に努める。 

（５）救出及び応急対応 

東日本高速道路(株)は、災害により高速道路上で死傷者が生じた場合、速やかに消防機関

等に出動を要請し、消防機関等が行う救急活動に協力する。 

（６）危険物、高圧ガス運搬車両の緊急措置 

東日本高速道路(株)は、災害により高速道路上において危険物、高圧ガス等が、運搬車両

から流出した場合、交通規制等の措置を行うとともに、消防機関等に出動を要請し、消防機

関等が行う除去作業に協力する。 

 

５ 交通安全施設応急対策計画 

（１）ヘリコプターによる被害状況の把握 

県警察本部は、テレビカメラ搭載のヘリコプター（ヘリテレ）により、被災地域内の交通

安全施設等の被害状況を早急に把握する。 

（２）信号機等の応急復旧 

県警察は、交通信号機等が倒壊、傾斜又は断線した場合、修復を行う。修復においては、

国道４号をはじめとする緊急輸送路等を優先し、復旧順位は、県警警備本部長が破損等の状

況、当該道路の交通回復の優先等諸般の状況を総合的に判断する。 

（３）交差点における交通整理 

警察署は、被災地内及び関連道路の主要交差点に、交通整理員を配置して交通の安全と円

滑化を図り、被災地域住民の不安の解消に努める。 

（４）報道機関に対する交通（道路）情報の提供 

警察署は、報道機関へ交通（道路）情報を提供し、ラジオ、テレビを通して被災地域内へ

の一般車両の流入抑制を図る。 

 

第２ 河川管理施設等の応急対策 

１ 河川管理施設応急対策 

（１）被害状況の把握 

河川管理者は、堤防、護岸等の河川管理施設の被害状況の把握を行う。村及び消防機関等

は、河川管理施設の被害を発見した場合、河川管理者に通報する。 

（２）応急復旧の実施 
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河川管理者は、河川管理施設に被害が発生した場合、迅速に施設の応急復旧を行う。 

（３）復旧計画 

河川管理者は、被害状況に基づき災害復旧事業及び改良復旧事業を計画し、従前の効用の

回復を図るとともに、災害の防止と治安安全度の向上を図る。 

 

３ 砂防施設等応急対策 

（１）発災後点検の実施 

県は、災害により砂防設備や地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設に被害が発生又は

発生するおそれがある場合は、発災後点検を速やかに実施する。また、必要に応じ、土砂災

害危険箇所の災害発生状況を確認する。 

（２）応急措置の実施 

発災後点検により被災状況を把握し、土砂災害防止施設の被災やがけ崩れや落石等により

二次災害が発生するおそれがある場合には、速やかに関係機関と協力し応急対策に努める。 

 

４ ため池施設応急対策 

（１）緊急点検の実施 

ため池管理者は、一定規模以上の災害が発生した場合は、ため池の緊急点検を行い、その

結果を速やかに村に報告する。また、ため池に被害が発生した場合は、直ちに応急措置を行

い、ため池の安全を確保し、二次災害を防止する。 

（２）応急措置の実施 

ため池管理者は、災害によりため池被害が生じた場合は、村長の指示のもとに直ちに緊急

放流や応急工事等を行い、ため池の安全回復に努める。 

 

第３ 公共建築物等の応急対策 

１ 応急対策の実施 

村及び各施設の管理者は、重要な社会公共施設の機能及び人命の安全確保を図るため、自主

的な応急対策を行い、被害の軽減を図る。村及び各施設の管理者は、災害時の出火及びパニッ

ク防止を重点におき、それぞれの施設において自主的な災害活動が実施できるようにするとと

もに災害後における災害復旧を早急に行う。 
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第２１節 文教対策 

 

 村教育委員会及び学校長等は、災害時において、園児、児童及び生徒（以下「児童

生徒等」という。）の安全を確保するとともに、学校教育活動の円滑な実施を確保す

るため、その所管する業務について、災害時における応急対策計画を定めるものとす

る。 

 

第１ 児童生徒等保護対策 

１ 学校の対応 

（１）校長は、学校内に対策本部等を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮にあたる。 

（２）児童生徒等については、教職員の指導の下に全員を直ちに帰宅させることを原則とする。 

ただし、障がいのある児童生徒等については、学校等において保護者等に引き渡す。 

また、交通機関の利用者・留守家庭等の児童生徒等のうち帰宅できない者については、状

況を判断し学校等が保護する。 

（３）初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行う。 

 

２ 教職員の対応、指導基準 

（１）災害発生の場合、児童生徒等を教室等の安全な場所に集める。  

（２）児童生徒等の退避・誘導にあたっては、氏名・人員等の掌握、異常の有無等を明確にし、

的確に指示する。 

（３）学級担任等は、学級名簿等を携行し、本部の指示により、所定の場所へ誘導・退避させる。 

（４）障がいのある児童生徒等については、あらかじめ支援体制等の組織をつくるなど十分配慮

する。 

（５）児童生徒等の保護者等への引渡しについては、あらかじめ決められた引渡しの方法で確実

に行う。 

（６）遠距離通学者、留守家庭等で帰宅できない児童生徒等については、氏名、人員等を把握し、

引き続き保護する。 

（７）児童生徒等の安全を確保した後、本部の指示により防災活動にあたる。 

 

第２ 応急教育対策 

１ 応急教育の実施 

村教育委員会等は、災害時において、学校教育の実施に万全を期するため、教職員、教育施

設、教材等を早急に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

 

２ 被害状況の把握及び報告 

各所属は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに児童生徒等、教職員及び施設設備の

被害状況を把握し村教育委員会等に報告する。 

 

３ 児童生徒等、教職員の心身の健康に関する実態把握及び対応 

（１）村教育委員会は、各校の児童生徒等・教職員の心身の健康状態について調査し実態を把握
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する。 

（２）村教育委員会は、調査の結果、必要のある時は、関係行政機関や専門家との連絡体制を確

立し、児童生徒等、教職員の心の健康に関する相談窓口を開設する。 

（３）村教育委員会は、災害後も必要に応じて継続的に、児童生徒等・教職員の心身の健康に関

する実態把握をする。 

 

４ 教育施設の確保 

村教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、

次により施設の効率的な利用を図る。 

なお、避難場所に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合についても検討して

おくものとする。 

（１）被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は、早急に修理し、正常な教育活動の実施を図る。 

（２）学校施設の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた学校施設を相互に利用する。 

（３）仮設校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて、授業の早期再開を

図る。 

（４）公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設、その他公共施設を利用して、授業の早

期再開を図る。 

 

５ 教員の確保 

村教育委員会は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった場合の応急対策と

して次により教員を把握し、確保する。 

（１）臨時参集 

教員は、原則として各所属校・園に参集する。 

ア 参集教員の確認 

各学校においては、責任者（学校付近居住者）を定め、参集した教員の人員を掌握する。 

イ 参集教員の報告 

学校で掌握した参集教員の人数等については、村教育委員会を通じて県北教育事務所に

報告する。 

ウ 臨時授業の実施 

通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教員

をもって授業が行える態勢を整える。 

（２）退職教員の活用 

災害により教員の死傷者が多く、平常授業に支障を来たす場合は、退職教員を臨時に雇用

するなどの対策を立てる。 

（３）教育実施者確保の措置 

ア 欠員者が少ない場合は、学校内で調整する。 
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イ 管内隣接校の協力を求める。 

ウ 欠員（欠席）が多数のため、ア、イの方途が講じられない場合は、県教育委員会に要請

して県において配置するよう努める。 

 

６ 学用品の確保 

村教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査し、

県教育委員会に報告する。村教育委員会は、調査の結果に基づき、学用品の確保に努め、学用

品の確保が困難な場合は、県へ要請する。 

 

７ 避難所として使用される場合の措置 

学校は教育の場としての機能とともに、避難所としての機能も有するが、学校は基本的には

教育施設であることに留意する必要がある。 

このため、村の防災担当部局、村教育委員会は、事前に教育機能維持と施設の安全性の視点

から使用施設の優先順位について事前に協議し、その結果を学校管理者に通知しておくものと

する。 

避難所が設置された以降は学校機能部分と避難所部分を明示するとともに、避難所運営につ

いての学校側の担当職員を定め、村担当者、地域住民等と協議を行いながら避難所の運営にあ

たっていくものとする。 

 

８ 児童生徒等のメンタルヘルス対策 

学校機能が再開した場合において、大規模災害によって不安定になりがちな児童生徒等に対

し、カウンセラーを学校に派遣し、心のケアを行う。 

 

９ 保育料の減免 

被災によって保育料の減免等が必要と認める者については、関係条例及び規則の定めるとこ

ろにより、保育料の全部又は一部を免除する等の特別措置を講ずる。 

 

第３ 給食対策 

１ 給食の実施 

（１）本宮方部学校給食センターは、災害発生後、応急教育を実施する場合、給食施設・設備に

被害を受けない限り給食を実施する。 

（２）衛生管理に十分注意し、給食に起因する感染症、食中毒の防止に万全を期する。 

 

２ 給食の一時中止措置 

（１）大規模災害のため、一般の災害救助に、学校給食施設を使用するとき。 

（２）給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能となり復旧が完了するまでの期間。 

（３）感染症その他の危険が発生し、又は発生が予想されるとき。 

（４）給食物資の供給が困難なとき。 

    

第４ 文化財の応急対策 
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（１）建物及び搬出不可能な文化財等の場合 

村教育委員会は関係機関及び所有者等と協議して、適宜、防災診断等を行い予防及び応急

対策の計画を立て迅速に対応できる体制を確立しておくものとする。 

（２）搬出可能な文化財等の場合 

村教育委員会は所有者等と協議して文化財の保全の知識を有する者を搬出責任者に定め、

搬出にも万全を期す体制を整備するとともに、あらかじめ搬出場所や搬出用具を準備してお

くものとする。 

（３）史跡等の応急対策計画 

史跡・名勝・天然記念物はその性質等により被害の様相が異なるので、村教育委員会は関

係機関及び所有者等と協議して、適宜、巡視活動を行い管理状況の把握をし、被災時の応急

措置が図られるよう計画を立てておくものとする。 

（４）文化財等が被災した場合 

村教育委員会は、村内の文化財について調査を行い、被害状況結果を県教育委員会へ報告

する。その後、県教育委員会の指導の下、応急措置・本修理を行う。 

ア 被害が小さいときは、応急修理を行う。 

イ 被害が大きいときは損害の拡大を防ぎ、覆屋などを設ける。 

ウ 被害の大小に関わらず、防護柵を設け、現状保存を図られるようにする。 

美術工芸品の所有者・管理者の文化財の保管場所が損害を受けた場合には、管理体制及

び整備の整った公共施設に一時的に保管させる措置を講ずる。 

また、五輪塔などの石造建物には崩壊するおそれのあるものがあるが、被害の程度によ

っては、復旧が可能であり、保存の処置を進める。 
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第２２節 要配慮者対策 

 

   災害時において、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等い

わゆる「要配慮者」は、災害情報の受理及び認識、避難行動、避難所における生活等の

それぞれの場面で困難に直面することが予想される。 

 このため「第９節 避難」のとおり、要配慮者への情報伝達、避難誘導等において、

配慮する必要があるとともに、災害発生後、速やかな要配慮者の把握、避難所における

保健福祉サービスの提供等が求められる。 

 

第１ 要配慮者に係る対策 

非常災害の発生に際しては、平常時より在宅保健福祉サービス等の提供を受けている者に加

え、災害を契機に新たな要配慮者となる者が発生することから、これら要配慮者に対し、時間

の経過に沿って、災害発生後の時間の経過の各段階におけるニーズに合わせ、的確なサービス

の提供を行っていく必要がある。 

このため、村は、以下の点に留意し、民生児童委員の協力を得ながら要配慮者対策を実施す

る。 

（１）避難行動要支援者、在宅保健福祉サービス利用者、一人暮らし高齢者、障がい者、難病患

者等の名簿を利用する等により、居宅に取り残された要配慮者等の所在の迅速な発見に努め

る。 

（２）要配慮者等を発見した場合には、当該要配慮者等の同意を得て、必要に応じ、以下の措置

をとるものとする。 

ア 避難所及び福祉避難所へ移動すること。 

イ 社会福祉施設への緊急入所を行うこと。 

ウ 居宅における生活が可能な場合にあっては、在宅保健福祉ニーズの把握に努めること。 

（３）要配慮者に対する保健福祉サービスの提供を、遅くとも発災１週間後を目途に組織的・継

続的に開始できるようにするため、発災後２～３日目から、すべての避難所を対象として、

要配慮者の把握調査を開始すること。また、避難の長期化等必要に応じて、健康状態の悪化

を防止するための適切な食料等の分配、食事提供等の栄養管理に配慮した物資の調達に努め

るものとする。 

（４）要配慮者のうち避難所等への移動が困難であり、自宅待機をせざるを得ない場合において

は、食料や物資等の供給についての支援体制を構築するものとする。 

 

第２ 社会福祉施設等に係る対策 

１ 被災社会福祉施設等において「第９節 避難」の避難誘導等により、速やかに入所者の安全

の確保を図る。 

 

２ 被災地に隣接する地域の社会福祉施設等は、施設の機能を低下させない範囲で、援護の必要

性の高い被災者を優先し、施設への受入に努めるものとする。 

 

３ 被災社会福祉施設等は、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数について把握
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し、近隣施設、村、県等に支援を要請する。 

 

４ 村は、以下の点に重点をおいて社会福祉施設等の支援を行う。 

（１）ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者に要請すること。 

（２）復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品の確保のための措置を講ずること。 

（３）ボランティアへの情報提供などを含め、マンパワーの確保に努めること。 

 

第３ 障がい者及び高齢者に係る対策 

村は、避難所や在宅における一般の要配慮者対策に加え、以下の点に留意しながら障がい者

及び高齢者に係る対策を実施する。 

１ 被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努めること。 

 

２ 掲示板、広報誌、パソコン、ＦＡＸ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、

ラジオ、文字放送、手話付きテレビ放送等を利用することにより、被災した障がい者及び高齢

者に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと。 

 

３ 避難所等において、被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障がい者用携帯便

器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと。 

 

４ 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、物資供出への協力要請を行う等、当該物資の確保を

図ること。 

 

５ 避難所や在宅における障がい者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、介護職員等の派遣や

施設への緊急入所等必要な措置を講ずること。 

 

第４ 児童に係る対策 

１ 要保護児童の把握 

村は、次の方法等により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の発見、把握及び援護を行

う。 

（１）避難所の責任者等を通じ、避難所における児童福祉施設からの避難児童、保護者の疾患等

により発生する要保護児童の実態を把握し、村に対し、通報がなされるような措置を講ずる

こと。 

（２）住民基本台帳による犠牲者の確認、災害による死亡者に係る義援金及び見舞金の受給者名

簿及び住民からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、その実態把握

を行うこと。 

（３）村は、避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族に提供す

ること。 

（４）孤児、遺児等保護を必要とする児童を発見した場合には、親族による受入の可能性を探る

とともに、養護施設への受入や里親への委託等の保護を行うこと。又、孤児、遺児について

は、県における母子福祉資金の貸し付け、社会保険事務所における遺族年金の早期支給手続
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きを行うなど、社会生活を営むうえでの経済的支援を行うこと。 

 

２ 児童のメンタルヘルスケアの確保 

村は、被災児童の精神不安定に対応するため、関係機関との連携の下、児童相談所において、

メンタルヘルスケアを実施する。 

 

３ 児童の保護等のための情報伝達 

村は、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力、パソコンネットワーク・サービスの活用

により、要保護児童を発見した際の保護及び児童相談所等に対する通報への協力を呼びかける

とともに、育児関連用品の供給状況、利用可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施設の被

災状況及び復旧状況等について的確な情報提供を行う。 

 

第５ 外国人に係る対策 

１ 避難誘導 

村は、語学ボランティアの協力を得て、広報車や防災行政無線を活用して、外国語による広

報を実施し、外国人に対する避難誘導を行う。また、平時より翻訳機等を整備するよう努める。 

 

２ 安否確認 

村は、安否についての相談窓口を設置するとともに、必要に応じて語学ボランティア等の協

力を得ながら、住民登録等を活用した外国人の安否確認に努める。 

 

３ 情報提供 

（１）避難所及び在宅の外国人への情報提供 

村は、避難所や在宅の外国人の生活を支援するため、語学ボランティアの協力を得て外国

人に配慮した生活情報の提供や、チラシ、情報誌などの発行、配布を行う。 

（２）テレビ、ラジオ、インターネット通信等による情報提供 

村は、外国人への的確な情報伝達のため、防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト通信等を利用して、外国語による情報提供に努める。 

 

４ 相談窓口の開設 

村は、語学ボランティアの協力を得て、速やかに外国人の「相談窓口」を設置し、生活相談

に応じるものとする。 
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第２３節 ボランティアとの連携 

 

 村内に大きな災害が発生した場合、村及び防災関係機関だけでは、災害応急対策に十

分対応できないことが予想される。このため、ボランティアの協力を得ながら、効率的

な災害応急活動を行えるようボランティアの有効な活用を図るものとする。 

 なお、発災後の時間の経過とともに、ボランティアを必要とされる活動領域が変化し

ていくことに留意する必要がある。 

 

第１ ボランティア団体等の受入 

１ ボランティアの受入 

大災害が発生した場合、村は、ボランティアを必要とする応急対策の内容及び場所の把握に

努め、日本赤十字社福島県支部奉仕団、各種ボランティア団体等からの協力申し入れ等があっ

た場合には、迅速かつ的確に受入れるものとする。 

また、被災地域外からのボランティアの受入、活動調整等について、日本赤十字社福島県支

部、村社会福祉協議会、村内ボランティア団体、中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等

の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）等へ協力を依頼するとともに、「大

玉村ボランティアセンター」の設置を依頼し、一般ボランティアのコーディネートに対応する

ものとする。 

 

２ 情報提供 

村は、ボランティア団体等を迅速かつ的確に受入れるために、災害対策本部の中にボランテ

ィア活動に関する情報提供の窓口を設け、窓口の設置状況を明確にするとともに、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を把握し、連携の取れた支援活動を展開できるよう努めるものとする。 

特に、発災直後においては、近隣市町村や報道機関の協力を得て、最優先に求められるボラ

ンティア活動内容等についての情報提供を行うものとする。 

 

３ 活動拠点の提供 

村は、災害時において、必要に応じてボランティア活動の拠点となる施設を提供するなど、

ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。 

 

第２ ボランティア団体等の活動 

ボランティア団体等の活動内容は、主として次のものが想定される。 

なお、組織化されていないボランティアについての受入にあたっては、ボランティアが居住

している市町村が、社会福祉協議会等を窓口としてとりまとめ、一定の組織化を行った上、被

災地へボランティア派遣の申出を行う、あるいは地域におけるコーディネート機能を有するボ

ランティア団体に窓口を依頼するなど、村において効率的な活用を図るものとする。 

また、村は、被災地における災害廃棄物の撤去等にボランティアが従事する場合において、

石綿を含有する災害廃棄物の発生が想定されるときには、一般のボランティアの受入は行わな

いものとする。 

１ 災害・安否・生活情報の収集・伝達 
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２ 炊き出し、その他の災害救助活動 

３ 医療、看護 

４ 高齢者介護、看護補助、外国人への通訳 

５ 清掃及び防疫 

６ 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

７ 災害応急対策事務の補助 

８ 建築物及び土砂災害危険箇所の応急危険度判定 

９ 無線による情報収集及び伝達 

10 被災ペットの救護活動 

 

第３ 村内奉仕団の編成 

１ 村内の奉仕団 

村内の災害応急対策の実施に奉仕する団体等をもって奉仕団を編成するものとする。 

（１）奉仕団は、おおむね次の団体等で構成する。 

大玉村女性消防協力隊 

大玉村赤十字奉仕団 

大玉村婦人会 ほか 

（２）奉仕団は、各団体・地域別ごとに編成し、災害対策本部の指示により作業するものとする。 

 

２ 奉仕作業 

奉仕団は主として、次の作業に従事するものとする。 

（１）炊き出し、その他災害救助の実施 

（２）清掃並びに防疫の実施 

（３）災害救助用物資の運搬及び配分 

（４）上記作業に類した作業の実施 

（５）軽易な事務の補助 

 

第４ ボランティア保険 

村及び社会福祉協議会は、ボランティア保険への加入を呼びかけるとともに、災害の態様、

積極的なボランティア募集の有無等に応じて、保険料の助成を検討するものとする。 

 

第５ 新型コロナウイルス等の感染症対策 

１ 「新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるボランティア・ＮＰＯ等の災害対応

ガイドライン」（令和２年６月１日、ＮＰＯ法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（ＪＶＯＡＤ)）、「新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセ

ンターの設置・運営について～全社協ＶＣの考え方～」（令和２年７月９日、社会福祉法人全

国社会福祉協議会）の内容について周知するとともに、あらためて連携体制の構築・強化、情

報共有の推進等に取組む。 

 



194 

第２４節 危険物施設等災害応急対策 

 

 危険物等貯蔵施設に係る危険物災害が発生した場合、付近住民の生命・財産を脅か

すことが予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急対策を図るため

の対策を確立するものとする。 

 

第１ 危険物施設応急対策 

１ 災害救助法の概要 

危険物取扱事業者は、危険物の漏洩又は火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合に

は、あらかじめ定められた職員が出動するとともに、被害拡大を防止するため、状況に応じ、

作業の中止、消防機関及び近隣営業所・住民への連絡等の緊急措置が迅速かつ的確に実施でき

るよう出動態勢を整えるものとする。 

 

２ 人員の確保 

対策人員の確保については、あらかじめ従事者の動員基準を定めて対応するものとする。 

なお、動員基準の策定にあっては、出動が迅速かつ円滑に行われるよう、各人員の出動方法、

出動に要する時間等を考慮して定めるものとする。 

 

３ 被害状況の把握（情報収集） 

危険物取扱事業者は、災害の発生を覚知した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ

的確に把握し、被害状況により緊急措置の必要の有無を検討する。 

（１）施設等の被害状況 

（２）施設等の周辺の火災状況 

（３）一般被害状況に関する情報 

ア 事業所周辺区域における人身災害発生情報 

イ 対外対応状況（村災害対策本部、官公署、報道機関への対応状況） 

ウ その他災害に関する情報（電気、水道、交通、通信等） 

 

４ 災害時における緊急措置 

危険物取扱事業者及び危険物取扱者は、消防署、警察署等の関係機関と連携を密にし、速や

かに次の措置を講ずるものとする。 

（１）危険物の漏洩や類焼等、取扱施設が危険な状態になった場合は、直ちに取扱う危険物の性

質に応じた応急の措置を行う。 

（２）災害の状況に応じ、付近住民、近隣企業へ連絡して被害拡大に対する警戒を喚起する。 

（３）周囲への被害拡大のおそれが生じた場合は、速やかに付近住民に対し避難するよう警告し、

避難誘導を行う。 

 

５ 村その他防災関係機関の対応 

（１）災害情報の収集及び報告 

村は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況の実態を的確に把握するとともに、関
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係機関等に災害発生の速報を行い、被害の状況に応じて逐次中間報告を行う。 

（２）社会混乱防止対策 

村及び報道機関等は、危険物施設の被災による不安、混乱を防止するため、相互に協力し

て、広報車又は各種広報媒体による広報活動を行う。 

（３）消防応急対策 

消防機関は危険物火災の特性に応じた消防活動を迅速に実施する。 

（４）避難 

村は、警察署と協力し避難のための付近住民退去の指示、勧告、避難所への受入を行う。 

（５）交通応急対策 

道路管理者、県警察本部その他関係機関は、消防活動の円滑化及び緊急輸送の確保のため、

被災危険物取扱施設近辺の交通対策に万全を期する。 
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第２５節 災害救助法の適用等 

 

 災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に国の責任において行われ、

都道府県知事は、法定受託事務として救助の実施にあたるものである。 

 また、職権の一部を市町村に委任することができるとされている。 

 災害救助法の適用にあたっては、同法、同法施行令、福島県災害救助法施行規則等

の定めるところにより、速やかに所定の手続きを行うことになる。 

 なお、県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、

災害救助法又は災害対策基本法に基づき、従事命令、協力命令、保管命令等の強制権

が与えられている。 

 

第１ 災害救助法の適用 

１ 災害救助法の概要 

（１）本法による救助は、一時的な応急救助であり、災害復旧対策、生活困窮者に対する生活保

護法による保護とは性格を異にする。 

（２）本法による救助は、個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序の保全が救助の二大目

的であり、本法の適用は、これらに影響を与える程度のものであるときに実施される。 

（３）本法による救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施については、県知

事の法定受託事務として行うこととされている。 

（４）県知事は、救助の実施を村長に委任した方がより迅速に災害に対処できると判断されるよ

うな場合には、事前に救助に関する職権の一部を村長に委任することができる。（法第13条

第１項） 

（５）災害救助の実施機関である県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助事務が遂

行できるよう、次のような広範囲な権限が与えられている。（法第７条～第10条） 

ア 一定の業種の者を救助に関する業務に従事させる権限（従事命令） 

イ 被災者その他近隣の者を救助に関する業務に協力させる権限（協力命令） 

ウ 特定の施設を管理し、土地、家屋、物資を使用し、特定の業者に対して物資の保管を命

じ、又は物資を収用する権限（保管命令等） 

なお、アの従事命令又はイの協力命令により、救助業務に従事し、又は協力する者が、

そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、災害救助法第12条の規定に基

づき、扶助金が支給される。 

また、ウの保管命令等により通常生ずべき損失は、同法第９条第２項の規定に基づき、

補償しなければならない。 

 

２ 災害救助法適用における留意点 

（１）災害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等に、知事が村長の要請に基づき、

村の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把握については、迅速かつ的確に行わ

なければならない。 

（２）被害の認定については，災害救助法適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実施

にあたって、その種類、程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるので、適正
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に行わなければならない。 

（３）被害の認定は、専門的技術的視野に立って行うものとし、第一線機関である村において、

あらかじめ建築関係技術者等の専門家の判断も必要である。 

 

第２ 災害救助法の適用基準 

１ 適用基準 

災害救助法施行令第１条に定める適用基準は、次のとおりである。 

（１）住家が滅失した世帯数が村の人口に応じ、次の世帯数以上に達した場合 

 村 の 区 域 内 の 人 口 住家滅失世帯数 

 ５，０００人以上  ～ １５，０００人未満       ４０ 世帯 

（２）県の区域内の被害世帯数が、1,500世帯以上に達し、村の区域内の被害世帯数がその人口

に応じ、次の世帯数に達した場合 

 村 の 区 域 内 の 人 口 住家滅失世帯数 

 ５，０００人以上  ～ １５，０００人未満       ２０ 世帯 

（３）県の区域内の被害世帯数が、7,000世帯以上に達し、村の区域内の被害世帯数が多数であ

る場合。 

なお、この場合の「多数」については、被害の態様や周囲の状況に応じて、個々に判断す

べきものであるが、基準としては村の救護活動に任せられない程度の被害であるか否かによ

って判断される。 

（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災した者の救護を著しく困難とする特別

の事情がある場合で、かつ多数の世帯の住家が滅失した場合。 

（５）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合。 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して継続的に

救助を必要とする場合であり、具体的には次のような場合であること。 

① 火山噴火、有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を

受けて避難生活を余儀なくされる場合 

② 交通事故、爆発事故等により多数の者が死傷した場合 

イ また、被災者に対する食品若しくは生活必需品等の給与等について特殊の補給方法を必

要とし、又は被災者の救出について特殊な技術を必要とする場合とは、具体的には次のよ

うな場合であること。 

① 交通路の途絶のため多数の者が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

② 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

③ 豪雪により多数の者が危険な状態となる場合 

ａ 平年に比して短時間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊等又はその危険性の増

大 

ｂ 平年、孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化 

ｃ 雪崩れ発生による人命及び住家被害の発生 

 

２ 住家滅失世帯の算定 

災害救助法適用基準における「住家滅失世帯数」の算定にあたっては、住家の滅失（全焼・
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全壊・全流失）した世帯を基準としており、住家が半焼、半壊等著しく損傷した世帯について

は２世帯をもって１世帯とし、床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不可能となった世

帯については３世帯をもって１世帯とみなす。 

 

第３ 災害救助法の適用手続き 

１ 被害の報告及び救助の実施 

（１）災害救助法による救助は、村の区域単位で実施されるものであり、村における被害が上記

の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあるときは、村長は、直ちにその旨

を知事に報告しなければならない。 

（２）災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、村長は、災

害救助法第13条第１項の規定に基づき災害救助に着手することができる。 

また、村長は、この救助に着手したときは、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処

置に関して知事の指揮を受けなければならない。 

 

２ 救助の実施状況の記録及び報告 

村は、災害救助法に基づく救助の実施状況を日毎に整理記録するとともに、その状況をとり

まとめて、県に報告するものとする。 

 

３ 特別基準の申請 

災害救助法による救助について、「一般基準」では救助に万全を期することが困難な場合は

県知事に申出し、内閣総理大臣の承認を得て、「特別基準」を設定するものとする。 

 

第４ 災害救助法による救助の種類及び職権の委任等 

１ 救助の種類 

救助の種類は、次に掲げるとおり。  

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の供与 

（３）炊き出しその他による食品の給与 

（４）飲料水の供給 

（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（６）医療 

（７）助産 

（８）被災者の救出 

（９）被災住宅の応急修理 

（10）生業に必要な資金の給与又は貸与 

（11）学用品の給与 

（12）埋葬 

（13）遺体の捜索 

（14）遺体の処理 

（15）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼ
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しているものの除去 

（16）応急救助のための輸送 

（17）応急救助のための賃金職員等 

 

２ 救助費の繰替支弁 

災害救助法第30条の規定により、村長が救助費用を繰替支弁したときの交付金の交付につい

ては「福島県災害救助費繰替支弁交付金要綱」に基づき行われる。 
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第２６節 消防に関する計画 

 

 災害発生時において、消防の現有勢力及び機能を効果的に運用し、災害を警戒し防御

して、住民の生命、身体、財産の保護にあたり、被害の軽減を図る。又、消防の組織、

人員施設等の消防力の充実強化を図るとともに予防消防の徹底、災害の防御、被害の軽

減及び住民生活の安定を保持するものとする。 

  

大玉村の主標として 

１ 住民総ぐるみによる災害予防思想の普及徹底を図り、災害を未然防止し無火災達成の確

立を図る。 

２ 水害・火災のおそれのある危険箇所を巡察し、災害予防に徹するとともに緊急出動体制

の確立を図る。 

   ３ 「信頼される消防人」育成のため団員の資質向上に努め技術と訓練の強化を図る。 

   ４ 消防力強化のため現有施設の点検整備と消防施設の拡充を図る。 

   ５ 救急業務、火災の質的変化等に対処するため、消防署と緊密なる相互連携を図るととも

に、広域常備消防体制の強化拡充に努める。 

 

第１ 消防署の活動 

（１）同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を

行う。 

（２）火災規模と対比して、消防力が劣勢と判断された場合は、住民の安全を最優先して、道路、

河川、耐震建築物、空き地等を活用し、延焼を阻止する。 

（３）事業所等の火災において、市街地に延焼のおそれのある場合は、市街地への火災防御活動

を優先する。 

（４）不特定多数の者を収容する施設から出火した場合は、人命の救助を目的とした消防活動を

行う。 

 

第２ 消防団の活動 

消防団員の動員は、災害対策本部長の指示により、消防団長が発する。 

配備は、次の基準によるものとする。 

（１）消防団の非常配備に関する一般的基準 

種別 配備内容 配備基準 

事前配備 ・全団員自宅待機。 １．震度４の地震が発生したとき。 

２．気象注意報（大雨、洪水等）が発表され、警報の

発表が予想されるときで、村長が配備を指令した

とき。 

３．その他状況に応じて村長が配備を指令したとき。 

警戒配備 ・団長からの指示により

災害発生が予想される

地域分団は警戒体制に

１．震度５弱の地震が発生したとき。 

２．大雨警報、暴風警報、暴風雪警報、洪水警報、大

雪警報、土砂災害警戒情報が発表されたときで、
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種別 配備内容 配備基準 

つく。 村長が配備を指令したとき。 

３．その他状況に応じて村長が配備を指令したとき。 

第一次非

常配備 

・団長命令により全団員

警戒体制につく。 

災害発生地域分団より

順次出動。 

関係地域外分団は屯所

を拠点に警戒体制につ

く。 

１．震度５強の地震により、人的被害及び住宅被害等

が発生したとき。 

２．大雨、洪水等の警報が発表され、広範囲にわたる

災害の発生が予想されるとき、又は被害が発生した

とき。 

３．大雨警報（浸水害又は土砂災害）の危険度分布（気

象庁ＨＰ）により、村域内に「非常に危険」が表示

されたとき。 

４．避難準備・高齢者等避難開始の発令（警戒レベル

３）が検討される災害の発生が予想されるとき。 

５．その他状況に応じて村長が配備を指令したとき。 

第二次非

常配備 

・団長命令により全団員

出動、非常災害救助活動

及び災害防圧にあたる。 

１．震度６弱以上の地震が発生したとき。 

２．大雨警報（浸水害又は土砂災害）の危険度分布（気

象庁ＨＰ）により、村域内に「極めて危険」が表示

されたとき。 

３．避難勧告及び避難指示（緊急）の発令（警戒レベ

ル４）が検討される災害の発生が予想されるとき。 

４．気象（波浪を除く）及び火山噴火に関する特別警

報が発表されたとき。 

５．局地的に激甚な災害が発生し、なお拡大のおそれ

があるとき。 

６．村内各地に大規模な災害が発生し、又は発生する

おそれがあり、広域的な応急対策が必要又は必要と

なると認められるとき。 

７．村内全域に応急対策が必要と認められるとき。 

８．その他状況に応じて村長が配備を指令したとき。 

 

（２）第一次非常配備下の活動 

ア 分団ごとに区域内の情報を収集するとともに、災害対策本部に電話・移動無線・連絡員

等によりその状況を報告するものとする。 

イ 事態の推移によって直ちに全団員を招集できる体制とする。 

（３）第二次非常配備下の活動 

ア 分団ごとに区域内を警戒するとともに危険区域に団員を配備し、情報を収集する。 

イ 災害対策本部と連絡をとり、災害の防御に必要な資材及び器材等を準備・点検する。 

ウ 常に出動できる体制をとり、出動命令と同時に出動するものとする。 

エ 区域内の状況及び消防団の準備体制を随時災害対策本部に報告するものとする。 

（４）出動は、原則として団長の命令によるものとするが、災害の発生により必要があれば各分



202 

団等の判断により出動するものとする。 

（５）災害時において火災発生が予測される場合は、住民に対し、出火防止及び飛び火の警戒を

呼びかける。 

（６）消防署と協力して消火活動にあたる。 

（７）火災の状況、出火の発見通報及び道路障害の状況等の情報収集に努め、災害対策本部への

報告と住民への指示命令の伝達を行う。 

（８）要救助者の救助救出と負傷者に対する応急措置及び安全な場所への搬送を行う。 

（９）避難勧告・避難指示（緊急）がなされた場合は、これを住民に周知するとともに、関係機

関と連絡をとりながら住民を安全な場所に避難させる。 

 

第３ 住民の活動 

（１）各家庭におけるガス栓及び火気使用器具等の安全を確認し、相互の呼びかけを行う。 

（２）火災が発生したときは、消火器、消火栓等を利用して、初期消火に努めるとともに、速や

かに消防機関に通報し、その指示に従う。 

 

第４ 事業所等の活動 

各事業所等で計画した消防計画に基づき、最善を尽くす行動をとるものとする。 
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第２７節 水害・土砂災害応急対策 

 

河川に対する水防上必要な監視、予報、警戒、情報連絡、水門等の操作、水防団及び

消防機関等の応急対策活動、避難誘導等により洪水の被害の軽減を図り、公共の安全の

維持に努める。 

 

第１ 水害応急対策（水防計画） 

１ 水防の責任 

（１）水防管理団体の水防責任 

水防管理団体（村）は、水防法第３条の規定により、その区域内の水防を十分に果たすべ

き責任を有する。 

 

２ 水防組織 

（１）水防組織の概要 

水防管理団体（村）は、水防事務の円滑な執行を図るため、水防組織を設置し、相互の組

織間において正確かつ迅速な連絡を行い、的確な水防活動の実施に資する。 

水防本部の組織は、「第１節 応急活動体制」による災害対策本部が水防活動にあたるこ

ととし、同本部の部・班の事務分掌により応急対策を実施することとする。 

（２）水防組織の役割 

洪水等水害を防御し、これによる被害を軽減するため、水防団（消防団）（以下「水防団

等」という。）への出動命令（水防法第17条）、他の水防管理者等の応援要請（同法第23条）、

決壊の通報（同法第25条）、避難立ち退きの指示（同法第29条）等の業務を実施する。 

 

３ 水防活動 

（１）監視、警戒活動 

水防管理者は、水防警報等の通知を受けたときは、直ちに水防団長（消防団長）に対しそ

の通報を通知し、必要団員を河川の巡視を行うよう指示するものとする。また、異状を発見

した場合には、直ちに所轄する機関に報告する。 

（２）水防活動の実施 

水防管理者は、監視及び警戒により水防活動が必要と認められた場合には、水防活動を実

施する。また、水防活動の内容を直ちに所轄する機関に報告する。 

 

第２ 土砂災害応急対策 

１ 土砂災害警戒情報 

（１）土砂災害警戒情報とは 

５ｋｍメッシュ毎に、土砂災害の急迫した危険を予想するため土砂災害発生危険基準（以

下「ＣＬ」という。）を設定し、当該区域に係る６０分間積算雨量及び土壌雨量指数の予測

がＣＬを超え、土砂災害発生の危険性が高まったときには、避難勧告又は避難指示（緊急）

の判断に資するため、県は、福島地方気象台と共同して、県内市町村に土砂災害警戒情報を

発表する。また、避難勧告等の発令対象地域を特定するための参考情報として、土砂災害警
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戒情報を補足する情報の提供に努めるものとする。 

（２）村の情報の伝達について 

村は、国、県からの土砂災害緊急情報及び土砂災害警戒情報等に基づき、住民への避難勧

告等発令の時期や区域等を判断し、迅速かつ的確に伝達する。 

また、住民は、村が伝達する避難情報やその他機関が配信する気象・防災情報に十分注意

を払い、村や近隣住民と連絡を密にするなどして自ら災害に備えるとともに、自発的な防災

活動に参加する等、防災に寄与するよう努める。 

（３）土砂災害警戒情報の伝達系統 

土砂災害警戒情報を発表した際には、福島地方気象台は県及び関係機関へ伝達し、県は村

へ伝達する。伝達経路は「第３節 災害情報の収集伝達」の「防災気象情報の伝達系統図」

による。 

（４）土砂災害警戒情報の発表 

ア 目的 

大雨による土砂災害のおそれが高まったときに、村長が災害対策基本法第60条第１項の

規定による避難のための立退きの勧告又は指示の判断や住民の自主避難の参考となるこ

とを目的とする。 

イ 発表機関 

土砂災害警戒情報は、土砂災害防止対策の推進に関する法律及び気象業務法により県と

福島地方気象台が共同で作成・発表する。 

ウ 土砂災害警戒情報の基本的な考え方 

① 県と気象台が共同して作成・発表する情報である。 

② 村長が避難勧告等を発令する際の判断基準や住民の自主避難の参考となるよう発表

する情報である。 

③ 大雨による土砂災害発生の危険度を降雨に基づいて判断して、土砂災害に対する警戒

及び警戒解除について作成・発表するものである。 

④ 土砂災害に対する事前の対応に資するため、土砂災害の危険度に対する判断には気象

台が提供する降雨予測を利用する。 

⑤ 対象とする土砂災害は降雨から予測可能な「土石流」及び「集中的に発生する急傾斜

地崩壊」とする。 

⑥ 局地的な降雨による土砂災害を防ぐため、精密な実況雨量を把握する必要があるため、

気象台雨量観測所や解析雨量に加え、県や国土交通省が設置した雨量観測所の雨量情報

等を活用する。 

エ 土砂災害警戒情報の発表・解除の基準 

① 発表基準 

大雨警報又は大雨特別警報発表中において、気象庁が作成する降雨予測に基づいて監

視基準（土砂災害発生危険基準線）に達したとき、又は達するおそれがあるときに県と

気象台が発表対象地域ごとに発表する。 

なお、地震や火山噴火等で現状の基準を見直す必要があると考えられた場合は、県と

気象台は、福島県土砂災害警戒情報に関する実施要領の別紙１「地震等発生後の暫定基

準の設定について」に基づき、基準を取扱うものとする。 
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 震度５強の地域 震度６弱以上の地域 

暫定割合 

（通常基準に乗じる割合） 
８割 ７割 

 

② 解除基準 

ＣＬを下回り、かつ短時間で再びＣＬを超過しないと予想されるときとする。ただし、

大規模な土砂災害が発生した場合等には、県と気象台が協議のうえ基準を下回っても解

除しない場合もあり得るが、降雨の実況、土壌の水の含み具合及び土砂災害の発生状況

等に基づいて総合的な判断を適切に行い、当該地域を対象とした土砂災害警戒情報を解

除することとする。 

オ 利用にあたっての留意点 

① 土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を、降雨に基づいて判定し発

表するもので、個別の災害発生箇所・時間・規模を詳細に特定するものではないことに

留意する。 

② 土砂災害警戒情報の対象とする災害は、技術的に予測が可能である表層崩壊等による

土砂災害のうち土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊とし、技術的に予測が困難で

ある斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべり等については発表対象とするものではない

ことに留意する。 

③ 村が行う避難勧告等の発令にあたっては、土砂災害警戒情報を発令の判断材料としつ

つ、急傾斜地の崩壊や土石流の発生など土砂災害の特性、局所的な地形・地質条件等の

要因、気象や土砂災害などの収集できる情報、避難勧告等の対象区域などを踏まえ、総

合的な判断をして避難勧告等の発令を行うものとする。 

カ 情報の伝達体制 

① 村は、土砂災害警戒情報に係る必要事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の

団体等へ伝達する。 

② その他関係機関は、 必要な伝達等の措置をとる。 

 

２ 土砂災害・斜面災害応急対策 

（１）応急対策の実施 

ア 村は、住民等から土砂災害等の通報を受けた時及びパトロール等により土砂災害等を確

認した時は、県及び関係機関へ連絡する。また、住民に被害が及ぶおそれがある場合は、

住民に対する避難勧告、避難指示（緊急）及び避難誘導等を実施する。 

イ 住民は、土砂災害やその前兆現象、また、治山・砂防施設の被災等を確認した時は、遅

滞なく村及び警察等へ連絡する。 

（２）要配慮者に対する配慮 

村は、土砂災害等により、主として要配慮者が利用する施設に被害が及ぶおそれがある場

合は、消防機関、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、行政区等に、迅速かつ的確な避難

情報等を伝達し、避難支援活動を行う。 

（３）土砂災害等の調査 

ア 村は、土砂災害等の被災状況を把握するため、速やかに被災概要調査を行い、被害拡大
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の可能性について確認する。 

被害拡大の可能性が高い場合は、関係機関等へ連絡するとともに、巡回パトロールや監

視員の配置等により状況の推移を監視し、応急対策の実施を検討する。 

被害拡大の可能性が低い場合は、被災詳細調査を行うとともに、応急対策工事の実施を

検討する。 

重大な土砂災害が想定される場合は、土砂災害防止法第26条及び第27条に基づく緊急調

査を実施する。 

イ 村は、土砂災害緊急情報、被害概要調査結果及び状況の推移を関係住民等に連絡する。 

（４）応急対策工事の実施 

村は、被災詳細調査の結果から、被害拡大防止に重点を置いた応急対策工事を適切な工法

により実施する。 

ワイヤーセンサーや伸縮計などの感知器とそれに連動する警報器の設置や、監視員等の設

置により、異状時に関係住民へ通報するシステムについても検討する。 

（５）避難勧告・避難指示（緊急）等の実施 

村は、土砂災害緊急情報や被災概要調査の結果により、二次災害等被害拡大の可能性が高

いと考えられるときは、関係住民にその調査概要を報告するとともに避難勧告、避難指示（緊

急）及び避難誘導等を実施する。 

異状時における臨機の措置に備えるため、職員の配置や伝達体制等、必要な警戒避難体制

を構築する。 

 

３ 土砂災害緊急情報 

（１）土砂災害緊急情報 

国、県は、重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするために必要な

調査（以下「緊急調査」という。）を実施した場合、得られた結果を、避難のための立退き

の勧告又は指示の判断に資するため土砂災害緊急情報を村に通知する。 

（２）村の情報の伝達について 

村は、国、県からの土砂災害緊急情報及び県と福島地方気象台からの土砂災害警戒情報に

基づき、住民への避難勧告等発令の時期を判断し、迅速かつ的確に伝達する。 

また、住民は、村が伝達する避難情報やその他機関が配信する気象・防災情報に十分注意

を払い、村や近隣住民と連絡を密にするなどして自ら災害に備えるとともに、自発的な防災

活動に参加する等、防災に寄与するよう努める。 

（３）土砂災害緊急情報の伝達フロー 

ア 国が緊急調査を行う場合 

河道閉塞を原因とする土石流及び湛水の場合、国が行う。 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 村 住民 

避難勧告等 

県 
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イ 県が緊急調査を行う場合 

地すべりの場合、県が行う。 

 

 

 

 

（４）調査結果の通知 

ア 国は、河道閉塞を原因とする土石流や湛水によって重大な土砂災害が発生するおそれが

ある場合に実施した緊急調査の結果を村、県に通知する。 

また、土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるとき

についても、この結果を村、県に通知する。 

イ 県は、地すべりによって重大な土砂災害が発生するおそれがある場合に実施した緊急調

査の結果を村に通知する。 

また、土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変わったと認める時に

ついても、この結果を村に通知する。 

 

 

 

県 村 住民 

避難勧告等 
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第３章 災害復旧計画 
 

第１節 施設の復旧対策 

  

 災害復旧計画は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分検討して作成するも

のとする。この計画の策定は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて再度災害の

発生を防止するため、必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計

画を樹立し、早期復旧を目標にその実施を図るものとする。 

 なお、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、激甚災害指定基準に該当する場

合は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害

の指定を、早期に受けられるよう努めるものとする。 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

村は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査し、所管する公共施設に関する災

害復旧計画を速やかに作成するものとする。 

１ 復旧事業計画の作成の基本方針 

（１）災害の再発防止 

災害発生後、被災した各施設の原形復旧にあわせて再度災害の発生を防止するため、必要

な施設の新設又は改良を行い、将来の災害に備える対策についての計画とする。 

（２）災害復旧事業期間の短縮 

復旧事業計画の樹立にあたっては、被災状況を的確に把握し、関係機関と十分連絡調整を

図り、事業期間の短縮に努める。 

 

２ 災害復旧事業計画の種類 

災害復旧事業計画の種類を例示すると以下のとおりである。 

（１）公共土木施設災害復旧事業計画 

（２）農林水産業施設災害復旧事業計画 

（３）上、下水道災害復旧事業計画 

（４）住宅災害復旧事業計画 

（５）社会福祉施設災害復旧事業計画 

（６）医療施設、病院等災害復旧事業計画 

（７）学校教育施設災害復旧事業計画 

（８）社会教育施設災害復旧事業計画 

（９）災害復旧上必要な金融その他資金計画 

（10) その他の災害復旧事業計画 

 

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

村は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費用の全部又は一部を国

又は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるため査定計画

を策定し、国の災害査定実施が速やかに行えるよう努める。 
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このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により、緊急の場合

に応じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要

な措置を講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同法施行令、

同法施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により明らかにされている。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基

づき決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う

災害復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下この節にお

いて「激甚災害法」という。）に基づき援助される事業は、以下のとおりである。 

 

１ 法律に基づき一部負担又は補助するもの 

（１）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

（２）公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

（３）公営住宅法 

（４）土地区画整理法 

（５）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（７）予防接種法 

（８）都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範囲内で

事業費の２分の１を国庫補助する。 

（９）農林水産施設災害復旧費国庫負担の暫定措置に関する法律 

 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

災害対策基本法に規定する著しく異常かつ激甚である災害（以下この節において「激甚災害」

という。）が発生した場合には、村は、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、早期に

激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施でき

るよう措置するものとする。激甚災害の指定については、第３に示すとおりである。 

なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は、以下のとおりであ

る。 

（１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害関連事業 

ウ 公立学校施設災害復旧事業 

エ 公営住宅災害復旧事業 

オ 生活保護施設災害復旧事業 

カ 児童福祉施設災害復旧事業 

キ 老人福祉施設災害復旧事業 

ク 身体障がい者社会参加支援施設災害復旧事業 

ケ 障がい者支援施設等災害復旧事業 

コ 婦人保護施設災害復旧事業 
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サ 感染症指定医療機関の災害復旧事業 

シ 感染症予防事業 

ス 堆積土砂排除事業 

① 公共施設の区域内の排除事業 

② 公共施設の区域外の排除事業 

セ 湛水排除事業 

（２）農林水産施設災害復旧事業等に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 天災による被害農林業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

キ 森林災害復旧事業に対する補助 

ク 治山施設災害復旧事業に対する補助 

（３）中小企業に関する特別の助成 

ア 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還等の特例 

イ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

（４）その他の財政援助及び助成 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

ウ 村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

エ 母子及び寡婦福祉資金貸付の特例 

オ 水防資器材費の補助の特例 

カ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

キ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設、林地被害及び林道の小災害復旧事業に

対する特別の財政援助 

ク 雇用保険法による求職者給付に関する特例 

 

第３ 激甚災害の指定 

大規模な災害が発生した場合において、激甚災害法に基づき、激甚災害の指定を受けるよう

努めるものとする。   

１ 激甚災害に関する調査 

村は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力するものとする。 

 

２ 激甚災害の指定の推進 

村長は、激甚災害の指定を受ける必要があると認めたときは、県知事に対して指定を要請し、

村の各部局は事業ごとに県の各部局と連絡のうえ、指定の促進を図るものとする。 

 

第４ 災害復旧事業の実施 



211 

村及び指定地方公共機関等は、復旧事業を早期に実施し、災害により被害を受けた施設の復

旧を迅速に行うため、実施に必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等活動体制について、必

要な措置を講ずるものとする。 

復旧事業の事業費が決定され次第速やかに実施できるよう措置し、復旧事業の実施効率を上

げるよう努めるものとする。 
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第２節 被災地の生活安定 

 

 大規模災害時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは

生命の危機に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、

速やかな災害復旧を妨げる要因となる。そこで、災害時の人身の安定と社会秩序の維持

を図ることを目的として、防災関係機関と協力し、被災地の生活の安定のための緊急措

置を講ずるとともに、適切な情報提供に努めるものとする。 

 

第１ 義援金の配分 

１ 義援金の受入配分 

村に寄託された義援金は、義援金配分委員会を組織して、協議のうえ被災者に配分する。 

 

２ 配分計画 

被災地区、被災人員及び世帯数、被災状況等を勘案して、世帯数及び人員等を単位として計

画し、対象は住宅被害（全壊、流失世帯又はこれに準ずるもの）、人的被害等とする。 

 

３ 迅速、透明な配分 

義援金の配分については、あらかじめ基本的な配分方法を定めるなど迅速な配分に努めると

ともに、情報公開を徹底し十分に透明性を確保するものとする。 

 

第２ 被災者の生活確保 

１ 公営住宅の一時使用 

（１）実施機関等 

ア 公営住宅及び特定公共賃貸住宅（以下「公営住宅等」という。）の一時使用に関する計

画の立案と実施は、村長が行うものとする。 

イ 村は、平時においてあらかじめ災害時に一時使用可能な公営住宅等の把握に努めるもの

とする。 

ウ 一時使用は、地方自治法第238条の４第４項による目的外使用許可により行う。 

（２）実施方法等 

ア 一時使用対象者 

災害により被災し、自らの資力では住宅を確保できない者であって、次に掲げるいずれ

かに該当する者とする。 

① 住宅が全壊、全焼又は流失した者であること。 

② 居住する住宅がない者であること。 

③ 生活保護法の被保護者若しくは要保護者。 

④ 特定の資産を持たない、失業者、寡婦、ひとり親世帯、高齢者、病弱者、身体障がい

者及び小企業者。 

⑤ これらに準ずる者であること。 

イ 一時使用対象者の選定 

① 公営住宅等の一時使用者の選定については、村長が行うものとする。 
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② 公募によらない入居とし、収入基準の入居資格要件を問わないものとする。 

ウ 一時使用の条件 

一時使用の条件は、次の事項に留意し定めるものとする。 

① 一時使用の期間 

② 家賃及び敷金の負担者 

③ 電気、ガス、水道並びに共益費の負担者 

④ 退去時の修繕義務 

その他は、公営住宅法、同法施行令並びに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律、同法施行令及び福島県住宅等条例並びに大玉村村営住宅条例を準用する。 

エ 一時使用させる住宅の戸数 

① 一時使用させる戸数は、公営住宅等の通常の入居希望者に支障が出ない範囲で行うも

のとする。 

② 村は、その提供では住宅が不足する場合には、周辺市町村又は県に公営住宅等の提供

を依頼するものとする。 

③ 県及び周辺市町村から被災者の入居を目的とした公営住宅等の提供の依頼を受けた

場合、村は自らの公営住宅等に被災者を受入れることの出来る住宅がある場合は、村長

の承認を受け被災者に提供するものとする。 

オ 正式入居の措置 

一時使用を行った者については、公営住宅法又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律の入居資格要件に該当する者については、必要に応じて、公営住宅法第２２条、同

法政令第５条又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第２６条第３項

に基づく特定入居として正式入居とする。 

 

２ 職業あっせん計画 

村長は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、

求人、求職の動向等の情報を速やかに把握し、以下の措置について、離職者の早期再就職への

あっせんを、公共職業安定所長に依頼するものとする。 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）公共職業安定所に出頭することが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業

相談の実施 

（３）職業訓練受講指示・職業転換給付金制度の活用等 

（４）災害救助法が適用され市町村長から労務需要があった場合の労働者のあっせん 

 

３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

村長は、次の措置をとるよう公共職業安定所長に依頼するものとする。 

（１）証明書による失業の認定 

災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書により事後に失業の

認定を行い、失業給付を行うこと。 

（２）激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）
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第25条に定める措置を適用された場合は、災害による休業のための賃金を受けることができ

ない雇用保険の被保険者（日雇労働保険者は除く。）に対して、失業しているものとみなし

て基本手当を支給するものとする。 

 

４ 租税の徴収猶予及び減免等 

村は、被災者の納付すべき村民税、固定資産税等の地方税について、法令及び条例の規定に

基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長、徴

収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施するものとする。 

 

５ 郵便関係措置等 

日本郵便株式会社は、災害が発生した場合、その被害状況並びに被災地の実情に応じて郵便

事業に関わる災害特別事務取扱等を実施する。 

（１）郵便関係 

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（２）災害寄付金の料金免除の取扱い 

地方公共団体、共同募金会等からの申請により、被災者救援を目的とする寄付金を郵便振

替により省令で定める法人又は団体の口座に送金する場合における通常払込み及び通常振

替の料金の免除の取扱いを実施する。 

（３）災害ボランティア口座の取扱い 

災害ボランティア口座の取扱いを行うこととした場合には、非常災害時におけるボランテ

ィア活動を支援するため、郵便振替口座を利用して寄付金を募集し、被災地で活動するボラ

ンティア団体に配分する。 

 

６ 生活必需品等の安定供給の確保 

村は、村商工会及び関係機関と協力し生活必需品の安定供給の確保を図る。また、生活必需

品等の著しい不足、価格の異常な高騰がおきないよう、国、県、事業者団体に対し必要に応じ

協力要請を行う。 

 

第３ 被災者生活再建支援法に基づく支援 

１ 制度の趣旨 

一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、「被災者生活再

建支援法」（以下「支援法」という。）に基づき支援金を支給することにより、その生活の再

建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するものとする。 

 

２ 支援法の対象となる自然災害 

自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象に

より生ずる被害（法第２条第１号）で、次のいずれかに該当するものとされている。 
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（※本村は、高潮、津波は対象外） 

（１）災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害（同条第２項

のいわゆるみなし規定により該当することとなるものを含む。）が発生した市町村における

自然災害（施行令第１条第１号） 

（２）10以上の世帯の住宅が全壊した市区町村における自然災害（施行令第１条第２号） 

（３）100以上の世帯の住宅が全壊した都道府県における自然災害（施行令第１条第３号） 

（４）（１）又は（２）の被害が発生した市町村を含む都道府県で５以上の世帯の住宅が全壊す

る被害が発生した市町村（人口10万未満に限る。）における自然災害（施行令第１条第４号） 

（５）（３）又は（４）の都道府県に隣接する都道府県の区域内の市町村（人口10万未満に限る）

で、（１）～（３）の区域のいずれかに隣接し、５以上の世帯の住宅が全壊した市町村にお

ける自然災害（施行令第１条第５号） 

（６）（３）又は（４）に規定する都道府県が２以上ある場合における市町村（人口10万未満の

ものに限る。）の区域であって、その自然災害により５（人口５万未満の市町村にあっては、

２）以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害（施行令第１条第

６号） 

 

３ 支援法の対象となる世帯 

支援法の対象となる被災世帯は下記のとおり。 

（１）居住する住宅が全壊した世帯（以下「全壊世帯」という。）（法第２条第２号イ） 

（２）居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危

険を防止する必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となるこ

とその他これらに準じるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又は解体されるに至った

世帯（以下「解体世帯」という。）（法第２条第２号ロ） 

（３）火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する

住宅が居住不能となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯（以

下「長期避難世帯」という。）（法第２条第２号ハ） 

（４）居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ

当該住宅に居住することが困難である世帯（以下「大規模半壊世帯」という。）（法第２条

第２号ニ） 

 

４ 支援法の適用手続き 

（１）村の被害状況報告 

村長は、当該自然災害に係る被害状況を収集し、速やかに知事に対して報告するものとす

る。 

 

５ 支援金の種類 

被災者生活再建支援法に基づき次の支援金を支給する。（資料編３―４） 

（１）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

（２）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 
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６ 支給申請書等の提出 

（１）支給申請手続き等の説明 

村は、被災世帯の世帯主に対し、支援制度の内容、支給申請手続き等について説明するも

のとする。 

（２）書類の発行 

村は、支給申請書に添付する必要のある下記の書類について、被災世帯の世帯主からの申

請に基づき発行するものとする。 

ア 住民票など世帯が居住する住所の所在、世帯の構成が確認できる証明書類 

イ 住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたことが確認できるり災証明書（住宅に半壊の

被害を受け、やむを得ず解体した場合も同様。） 

ウ 長期避難世帯に該当する旨の証明書面 

（３）支給申請書等の送付 

村は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及び添付書類を確認し、速やかに県（避

難地域復興局）に送付するものとする。 

（４）支援金の支給 

被災者生活再建支援法人は、支援金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し支援

金を支給する。 

（５）支援金支給事務の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 災害弔慰金の支給 

村は、災害弔慰金の支給等に関する法律の第３条第１項に該当する場合に、村の条例に基づ

き、死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。（資料編３―４） 

 

第５ 被災者への融資 

１ 福祉関係 

（１）生活福祉資金制度の災害援護資金の貸付 

村社会福祉協議会は、被災した低所得世帯（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災

害援護資金の貸付対象となる世帯を除く）に対し、災害を受けたことによる困窮から自立更

生するに必要な資金を融資するものとする。 

（２）災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付 

村は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対して生活の建て直しに必要な資金を融資するものとする。 

①申請書の 

提出 
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災
世
帯 

村 
②申請書の 

とりまとめ、 
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④支援金の支給決定及び支給 
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２ 農林水産業関係 

（１）災害救農対策資金 

融資対象事業作物の再生産及び生産確保のための事業（肥料・農薬・種子・種苗の購入） 

（２）農業災害対策事業補助 

樹勢回復のための肥料、病害虫防除用農薬の購入経費 

 

３ 商工関係（中小企業への融資） 

災害により事業活動に支障を生じた中小企業等の経営安定に必要とする設備・運転資金を低

利で融資するよう関係機関に働きかける。 

 

４ 住宅関係 

住宅に被害を受けた住民生活の復旧に要する資金を確保するため、住宅金融支援機構の災害

復興住宅資金の貸付などをあっせんする。 

 

第６ り災証明書等の交付 

１ 村は、災害が発生した場合において、被災者から申請があったときは、遅滞なく住家の被害

その他村長が定める種類の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証明する書類（り災

証明書）を交付しなければならない。 

２ 村は、災害の発生に備え、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、担

当組織を明確にし、専門的な知識及び経験を有する職員を育成するとともに、他の地方公共団

体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講じるものとする。 

３ り災証明書の交付にあたっては、被災者の利便を図るために窓口を設置するとともに、被災

者への交付手続き等について広報に努めるものとする。 

その際、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査等、

住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実

施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について説明するものとする。 

４ 火災によるり災証明書の交付手続きについては、安達地方広域行政組合南消防署で行うよう

被災者へ広報する。 

 

第７ 被災者台帳の作成 

村長は、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するにあたり、被災者の援護を実施するた

めの基礎とする台帳（被災者台帳）を作成することができる。 

１ 被災者台帳に記載する内容 

（１）氏名 

（２）生年月日 

（３）性別 

（４）住所又は居所 

（５）住家の被害その他村が定める種類の被害の状況 

（６）援護の実施の状況 
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（７）要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

（８）電話番号その他の連絡先 

（９）世帯の構成 

（10）り災証明書の交付の状況 

（11）台帳情報を村以外の者に提供することに本人が同意をしている場合には、その提供先 

（12）台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

（13）被災者台帳の作成にあたって行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、被災者に係る個人番

号（マイナンバー） 

（14）その他被災者の援護の実施に関し村長が必要と認める事項 

 

２ 台帳情報の利用及び提供 

（１）台帳情報の提供 

村長は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を利用の目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することができる。なおこの場合、被災者に係る個人番号（マ

イナンバー）は含まないものとする。 

ア 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

イ 村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

（２）台帳情報の提供に関し必要な事項 

台帳情報の提供を受けようとする者（申請者）は、以下の事項を記載した申請書を台帳情

報を保有する村長に提出しなければならない。 

ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る者が含まれる場合にはその使

用目的 

オ 台帳情報の提供に関し村長が必要と認める事項 

 

第８ 新型コロナウイルス等の感染症対策 

１ り災証明書の申請·交付 

窓口での申請・交付は、不特定多数の被災者が集まるため、感染リスクが高まることから、

下記の取組等について事前に検討するとともに、窓口での対応に際しては、「新型コロナウイ

ルス感染症を踏まえた災害対応のポイント」に示す留意事項の感染防止対策等を講じたうえで、

事前の整理券配布、申請・交付の分散化（地域別に申請・交付）等の取組を実施する。 

（１）申請 

申請に際し、電子申請の活用や郵送による申請等の対応を事前に検討する。 

（２）交付 
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ア 交付に際し、郵送による交付等の対応を事前に検討する。 

イ 窓口での申請・交付では、不特定多数の被災者が集まり、感染リスクが高まることから、

できるだけ接触のない手続方法を検討する。 

 

２ 被災者への広報 

被災者に対し、被害認定調査の実施時における感染防止対策やり災証明書の申請・交付方法

などについて、「新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害対応のポイント」に示す留意事項

を踏まえつつ、適切な広報を行う。 

 

３ 業務の効率化や体制の構築等 

発災時には、フェーズに応じた感染防止対策等が求められ、より多くの業務が生じることか

ら、各種被災者支援システムの事前導入や発災時を想定した訓練の実施など、業務を円滑に進

められる工夫により業務の効率化を図るとともに、自治体同士や民間との事前の協定締結や

「被災市区町村応援職員確保システム」の活用等により、体制の構築に努める。 

なお、体制構築にあたっては、総務省において「被災市区町村応援職員確保システムに基づ

く応援職員の派遣における新型コロナウイルス感染症に係る留意事項３について」（令和２年

５月22日付け総行派第20号）を踏まえて、検討を行う。 

 

４ 感染防止対策に必要な物資·資材やスペース等 

発災時には、短期間で多くの職員がり災証明書交付業務を行うこととなり、フェーズに応じ

て、感染防止対策のための多くの物資・資材や十分な作業スペース等を確保する必要があるこ

とから、事前に準備を進める。 

 

５ その他 

（１）運用指針や手引き等については、災害救助法による住宅の応急修理制度の準半壊（損害割

合10%以上20%未満）への対象拡充に伴う見直し等の改定（令和２年３月）に留意する。 

（２）り災証明書の様式は、「罹災証明書の様式の統一化について」（令和２年３月30日付け府

政防第737号）、り災証明書の交付枚数や代理申請は、「罹災証明書の交付に係る運用につ

いて」（令和２年３月30日付け事務連絡）を参考とし、り災証明書の適切な交付に努める。 
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第３編 地震災害対策編 
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第１章 災害予防計画 
 

第１節 地震災害と被害想定 

 

第１ 地震学上から見た条件 

地質構造 

本村の地形は、山地・火山地では小起伏、山麓地で占められている。丘陵地は小起伏、台地

段丘は砂礫で占められており、低地は扇状地となっている。これらはいずれも、安達太良山の

山麓から扇状地への展開を見せている。 

表層地質の分布は、未固結堆積物では礫、固結堆積物では礫岩・砂岩・泥岩などが堆積して

いる。 

また、火山性岩石は火山礫層物、集塊岩及び凝灰・角礫石・流紋岩質岩石などから成ってい

る。深成岩・変成岩は僅かであり、火山性岩が多くみられる。 

 

第２ 既往の地震災害と福島県における地震発生特性 

地震は、発生の仕組みからみると、大きく分けて二つのタイプにまとめられる。プレートに

ぶつかりあいプレート境界で発生する海洋型地震と、プレート内部の活断層がずれることによ

って発生する内陸の直下の地震である。 

１ 直下の地震（内陸部の断層の破壊によって発生する地震） 

（１）活断層分布特性 

福島県内の顕著な活断層は、阿武隈高地東縁部、福島盆地西縁部、会津盆地西縁部に認め

られる。 

阿武隈高地東縁部にある双葉断層は、既に先第四紀に形成された断層帯の一部が再活動し

たもので、この辺りには断層線に沿ってしばしば河川、山脚の横ずれ変位が認められる。 

福島盆地西縁部の活断層は、盆地西縁丘陵と盆地床との地形境界に位置しており、古くか

ら盆地形成に関与したものとして注目されていた。これらの断層の活動によって、扇状地面

や河岸段丘面は、切断・変形され、断層崖や低断層崖が形成されている。 

会津盆地西縁部では、丘陵を構成する鮮新～更新世の地層は一様に東側（盆地側）に急傾

斜しており、まれに逆転するところがある。この付近の断層の活動に伴って、丘陵基部に発

達する小扇状地や河岸段丘は切断・変形しており、低断層崖やとう曲崖が明瞭である。 

この３つの断層以外に、南会津地域には大内－倉村断層が存在する。この断層の西側の山

地は、東側より300m高く、地質的にも西側には先第三紀基盤岩が露出するが、東側にはそれ

がなく湖成層等が発達する。さらに、栃木県北部には、活動度の高い関谷断層が本県との県

境まで伸びていることが推定されている。宮城県南部には、白石断層が確認されており、こ

の断層の活動により昭和31年の白石地震が（M6.0）が発生したといわれている。 

（２）地震発生履歴 

ア 1611年（慶長16年）９月（会津地方）Ｍ＝6.9 

会津地方に強い地震があり、特に河沼、大沼、南会津の３郡で被害が多かった。会津若

松城をはじめ、神社仏閣の堂塔倒壊・大破多く、民家も多く潰れ又は大破し（２万余棟）、

死者3,700名余りとなった。日橋川、大川などがせき止められ、耶麻郡山崎・慶徳付近で



222 

は、16平方キロメートルほどの山崎湖が出現した。 

イ 1659年（万治２年）４月（会津地方） 

会津地方で大地震があり39名が死亡し、家屋409戸が倒壊した。 

ウ 1821年（文政４年）12月（大沼郡）Ｍ＝5.5～6.0 

大沼郡大石村の狭い範囲に強震。130棟壊れ、大小破300余、死若干。 

 

２ 海洋型地震（プレート境界部を震源として発生する地震） 

（１）本県沖における地震発生特性 

海洋型地震はプレート活動に起因し、プレート境界部で発生する。本県沖は太平洋プレー

トの沈み込み部であるために、比較的地震発生頻度の高い地域であるといえる。 

また、隣接する他県沖にもプレート境界が連続しているために、本県沖以外で地震が発生

した場合でも被害を受ける可能性がある。 

（２）地震発生履歴 

ア 1677年（延宝５年）11月（磐城地方）Ｍ＝8.0 

磐城地方に強い地震があり、500余名が死亡した。また、午後８時ごろ小名浜に地震が

あり、家屋1,000余棟が流出し、80余名が溺死した。 

イ 1696年（元禄９年）６月（磐城地方）強震地域－磐城小名浜 

磐城地方に強い地震があり、小名浜に高潮が発生。この地震と高潮のため、2,450名が

死亡した。 

ウ 1793年（寛政５年）２月（陸前・陸中・磐城、震源は宮城県沖）Ｍ＝8.0～8.4 

余震が多く、相馬では10ヶ月も続いた。 

また、津波は相馬・いわきで発生しており、この地震による人的被害は相馬で死者８名、

矢祭で死者３名となっている。 

エ 1938年（昭和13年）５月 塩屋崎沖地震 Ｍ＝7.0 

県下全域に強震があり、家屋や土蔵の蔵にはく離や亀裂250ヶ所、煙突の倒壊や折損箇

所、橋や堤防の亀裂６ヶ所等の被害があった。 

オ 1938年（昭和13年）11月 福島県東方沖地震 Ｍ＝7.5 

県下全域に強い地震があった。震源は塩屋崎の東北東約70kmの沖合で、県内の被害は死

者１名、負傷者９名、住家全壊４棟、半壊29棟、非住家全壊16棟、半壊42棟となっている。 

また、同日にＭ＝7.3、翌日にＭ＝7.4の強い余震を観測している。 

カ 1964年（昭和39年）６月 新潟地震 Ｍ＝7.5 

16日午後１時20分ごろ、県下全域に震度４～５の強い地震があった。このため、会津坂

下町、喜多方市周辺に多くの被害を出し、県内では、負傷者12名、住家全壊８棟、住家半

壊６棟、一部損壊83棟、非住家被害86棟、道路破損15ヶ所、山・崖崩れ17ヶ所等の被害が

あった。 

キ 1978年（昭和53年）６月 宮城県沖地震 Ｍ＝7.4 

12日午後５時14分ごろ地震があり、福島市が震度５、会津若松市、いわき市、小名浜、

白河市が震度４であった。国見町で死者１名、負傷者19名を出し、重傷者は福島市、桑折

町で計３名報告されている。住家全壊は福島市で５棟、相馬市で１棟報告されており、県

内では計800強の住家が何らかの被害を受けている。そのほか、道路破損９、山（崖）崩
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れ26等の被害も発生している。 

ク 2005年（平成17年）８月 宮城県沖地震 Ｍ＝7.2 

16日午前11時46分ごろ地震があり、国見町などで震度５強、福島市、白河市、いわき市、

小名浜が震度４、会津若松市が震度３であった。福島県内で負傷者５名が発生した。 

   ケ 2004年（平成16年）10月 新潟県中越地震 Ｍ＝6.8 

10月23日17時56分、新潟県中越地方を震源とした地震があり、只見町、西会津町、柳津

町で震度５弱を観測し、県内の多くの市町村で震度４を観測した。 

コ 2011年（平成23年）３月 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） Ｍｗ（モーメント

マグニチュード）＝9.0 

11日午後２時46分ごろ、三陸沖を震源とした地震があり、県内全域で大きな揺れが発生

し、11市町村で最大震度６強を観測した。浜通り沿岸が大津波に襲われ、沿岸を中心に大

きな被害が発生した。（災害の詳細は３のとおり） 

また、４月11日には浜通りを震源として余震と思われるＭ＝7.0の地震が発生し、いわ

き市、古殿町、中島村で震度６弱を観測した。 

 

３ 東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波（東日本大震災）の発生 

（１）地震、津波の被害 

平成23年３月11日14時46分、三陸沖を震源としたマグニチュード9.0という国内観測史上

最大の地震により、浜通り沿岸全域が津波被害に襲われ、中通りにおいても建物や灌漑ダム

等への被害が生じた。また長期間にわたって余震が続き、死者・行方不明者合わせて3,400

名以上という、本県の歴史上類を見ない大災害となった。 

なお、本県から茨城県にかけての陸域において、引き続き余震が発生している。 

（２）原子力災害の誘発 

津波により東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の冷却系統に支障が生じ、

炉心溶融により放射性物質が漏洩する国内最悪の原子力災害が発生した。周辺地域は警戒区

域に指定され、16万人以上の住民が他地域への避難を余儀なくされた。 

（３）大玉村の被害状況 

本村では死者（震災関連死）１名を出した。住家の全壊は６棟、半壊（大規模半壊含む）

23棟、一部損壊724棟に及んだ。全世帯約2,400世帯が停電となり、村内265戸が断水にみま

われた。道路被害も著しく幹線村道５路線が通行止めとなった。 
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東日本大震災の規模、被害の概要 

（平成26年１月31日現在） 

 

発生日時 平成23年３月11日（金）14時46分 

震 源 三陸沖（震源の深さ24km） 

規 模 モーメントマグニチュード9.0 

県内の観測

震度 

震度６強：白河市、須賀川市、国見町、天栄村、富岡町、大熊町、浪江町、鏡石町、

楢葉町、双葉町、新地町 

震度６弱：福島市、二本松市、本宮市、郡山市、桑折町、川俣町、西郷村、矢吹町、

中島村、玉川村、小野町、棚倉町、伊達市、広野町、浅川町、田村市、

いわき市、川内村、飯舘村、相馬市、南相馬市、猪苗代町 

震度５強：大玉村、泉崎村、矢祭町、平田村、石川町、三春町、葛尾村、古殿町、

会津若松市、会津坂下町、喜多方市、湯川村、会津美里町、磐梯町 

津波規模 計測値：相馬港9.3m以上※、小名浜港333cm 

（※観測施設が津波により被害を受けたため、データを入手できない期間があり、

後続の波でさらに高くなった可能性がある） 

人的被害 死者：3,461名（直接死1,603名、関連死1,635名、死亡届等223名） 

行方不明者：５名  重傷者：20名  軽傷者：162名 

建物被害 住家全壊：21,225棟  住家半壊：73,295棟  住家一部損壊：167,142棟 

住家床上浸水：1,061棟  住家床下浸水：338棟 

公共建物被害：1,117棟  その他建物被害：28,718棟 

消防職員出

動述べ人数 

消防職員：12,716人  消防団員：36,766人 
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東北地方太平洋沖地震震度の推計震度分布図（出典：気象庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 地震被害の想定 

１ 地震被害想定調査の実施 

地震による被害を最小限に抑えるためには、想定地震を設定し、事前に被害の程度を予測し、

これに基づき、予防対策、応急対策などの震災対策を立案することが重要である。 

このような考え方から、福島県においては、平成７年度から３ケ年を通じて地震・津波被害

想定調査を実施した。 

まず、地質や地盤の状況、人口、建物の分布状況の基本データの収集、整理を行った。次に、

想定地震を設定し、過去の地震被害例等を参考にして、地震動・液状化等の危険度を想定し、

さらに、地震動に起因する人的被害、建物被害、ライフライン被害等の予測を行った。 

また、これらの結果に基づき、防災課題を抽出・整理して、地震災害対策の提言を行ってい

る。 

この調査の推進にあたっては、学識経験者から構成される専門委員会議を設置し、その指導

と助言のもとに必要事項の検討を行ってきた。さらに、そこで検討された内容は、福島県防災

会議地震・津波対策部会において審議され、県地域防災計画の策定に反映されている。 

 

２ 地震被害の想定 

（１）想定地震の設定 

計画の前提となる想定地震は、以下の４種類（内陸部３、海溝部１）とする。 
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想定地震の概要 

地 震 名 マグニチュード 震源深さ等 

 

 

内 

 

陸 

 

部 

① 福島盆地西縁断層帯（台山断層、土湯断層）

を震源とする地震 

Ｍ７．０ 震源深さ   10km 

長  さ   20km 

  幅      5km 

② 会津盆地西縁断層帯を震源とする地震 Ｍ７．０ 震源深さ   10km 

長  さ   20km 

  幅      5km 

③ 双葉断層北部（塩手山断層）を震源とする

地震 

Ｍ７．０ 震源深さ   10km 

長  さ   20km 

  幅      5km 

海

溝

部 

④ 福島県沖を震源とする地震 Ｍ７．７ 震源深さ浅部 20km 

東西幅    60km 

南北長さ   100km 

   内陸部の地震については、起震断層としての活断層の存在が認められており、周辺地域の  

人口規模等、地震発生による社会的な影響が大きいと判断される地震として、上記３つの地震

を選定している。海溝部の地震については、過去に100年から200年程度の周期間隔で繰り返し

同じ場所で数回の地震発生が認められていることから、昭和13年の福島県東方沖の地震をモデ

ルとして想定地震の選定を行っている。 
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地震想定の震源位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）震度分布想定結果の概要 

各想定震度の震度分布は以下のとおりである。 

 

大玉村での想定最大震度 

地  震  名 想定最大震度 

①福島盆地西縁断層帯を震源とした地震 ６弱 

②会津盆地西縁断層帯を震源とした地震 ５弱 

③双葉断層北部（塩手山断層）を震源とした地震 ５弱 

④福島県沖を震源とした地震 ５弱 

 

 

 

震源所在市町名 

①福島市 

③喜多方市、会津坂下町、会津美里町 

③相馬市、南相馬市 

④福島県沖 

④福島県沖地震 

②会津西縁断層帯地震 

①福島西縁断層帯地震 

③双葉断層地震 

大玉村 
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※市町村区分は、県が平成７年度から３ケ年を通じて行った地震・津波被害想定調査時のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村区分は、県が平成７年度から３ケ年を通じて行った地震・津波被害想定調査時のもの。 
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※市町村区分は、県が平成７年度から３ケ年を通じて行った地震・津波被害想定調査時のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村区分は、県が平成７年度から３ケ年を通じて行った地震・津波被害想定調査時のもの。 
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（３）想定地震別の地震被害発生の特性 

各想定地震の震度分布図は前記のとおりである。 

ア 福島盆地西縁断層帯地震 

福島盆地西縁断層帯地震は、人口や産業の集中が著しく進行し、市街地の拡大や高密度

化が進んでいる福島盆地の西縁部直下で発生し、最大で震度６強を記録するほか、福島市、

二本松市、猪苗代町、桑折町、伊達市など、震源域を中心とした直径30km、短径20kmの楕

円形状の広い範囲に大きな揺れをもたらすものと予想される。この地震により、最大で800

名を上回る多くの尊い人命が奪われる可能性があるほか、建物についても木造大破棟

11,000棟強、非木造倒壊棟約500棟にも及ぶ被害の発生が想定される。 

また、道路や鉄道、ライフライン供給施設等の都市基盤をはじめ、住民生活や社会経済

活動全体に甚大な被害がもたらされるものと予想される。 

この地域には、東北地方の流通・経済の生命線となっている東北新幹線や東北自動車道

が貫通しており、これらが寸断された場合には、東北地方全体の社会経済活動の機能停止

に結びつく危険性も有している。 

また、都市部では、交通混雑が激しい朝夕の時間帯に地震が発生した場合には、路上で

の事故や高架橋、駅舎等交通施設の被害、走行中の電車の脱線等により通勤・通学者を中

心とする死傷者の発生規模がさらに拡大するものと予想される。 

さらに、都市部には、行政機関庁舎、警察署、消防署、ライフライン関係機関等の防災

関係機関の施設をはじめとして、病院、避難所、主要幹線道路など防災上重要な施設が集

積しており、これらの施設が被害を受け、機能が損なわれた場合には、被災地で展開され

る様々な災害対策活動に支障をきたすことになる。 

イ 会津盆地西縁断層帯地震 

会津盆地西縁断層帯地震では、会津盆地をはじめ、猪苗代湖北岸及び西岸周辺など広い

範囲にわたって大規模な液状化被害の発生が見込まれるとともに、会津美里町北部から喜

多方市南部に至る地域を中心として、会津坂下町、会津若松市、会津美里町などでは、最

大で震度６強の強い地震動の発生が予想されることから、磐越自動車道を中心とする交通

網の寸断や大量の住宅の倒壊が想定されており、建物被害については、福島盆地西縁断層

帯地震による被害の発生規模とほぼ同じ水準に達している。この地震による人的被害につ

いては、死者が最大で750名近くにも及ぶほか、負傷者も最大で4,500名を大きく上回るな

ど極めて深刻な被害がもたらされるものと想定される。 

また、会津盆地周辺の山地では、数多くの斜面崩壊の発生が予想されるため、交通手段

の確保が困難となり、周辺地域からの広域的な応援や傷病者等の搬送手段に支障をきたす

おそれがある。 

さらに、会津盆地周辺は、冬期間においては豪雪等の影響により交通などの都市機能や

住民生活が阻害されるなど、雪に対して極めて脆弱な環境下に置かれていることから、冬

に地震が発生した場合には、救助・救急、消火など様々な災害対策活動に甚大な影響を及

ぼすことが予想される。 

また、会津盆地と周辺地域を結ぶ幹線道路が豪雪等の影響により通行不能に陥った場合

には、周辺地域との連携が困難になり、陸の孤島化するおそれもある。 

ウ 双葉断層地震 
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福島県浜通り地方北部を震源とする双葉断層地震では、最大震度６強の強い地震動を伴

い相馬市、南相馬市を中心として新地町、飯舘村など阿武隈山地と太平洋に挟まれた低地

一帯にわたって被害が集中的に発生するものと想定される。この地震による死者は最大で

550名を越え、建物の大破・倒壊棟数は8,000棟にも及ぶものと想定される。 

さらに、浜通り地方中部の大熊町、双葉町、富岡町、楢葉町沿岸部に立地する原子力発

電所（東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所）につ

いては、平成23年3月に発生した東日本大震災後の事故により全号機の運転が停止されて

いる。福島第一原子力発電所１～４号機では事故の完全収束及び廃炉に向けての取組が続

けられており、事故後の原子炉建屋については、東京電力ホールディングス㈱と国におい

て耐震性が確認されているものの、原子炉等の冷却は仮設設備であることから、再び地震

等により機能を失った場合に備えて予備設備等も準備されている。福島第一原子力発電所

５・６号機及び福島第二原子力発電所１～４号機では冷温停止が維持されている。 

しかし、仮に地震等によって予備設備等を含めてすべての冷却機能が失われ核燃料が高

温となった場合には、放射性物質の放出等が想定される。 

エ 福島県沖地震 

福島県沖では、過去に100～200年程度の周期でマグニチュード７前後の地震が同一の場

所で数回繰り返し発生しており、津波を伴う場合もある。 

福島県沖地震では、いわき市から南相馬市に至る沿岸部の広い範囲で最大震度６弱の大

きな揺れが発生するものと予想され、最大で350名近くにも及ぶ死者と1,600名を上回る負

傷者をはじめ、5,000棟にも及ぶ建物の大破・倒壊といった被害が想定されている。この

ように福島県沖地震では、他の３つの想定地震のような内陸型の地震と比較して、地震動

により局地的にもたらされる激甚な被害が少ないものの、被害の範囲が広範にわたるとい

った特徴がみられる。 

なお、東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所にお

いては、東日本大震災と同程度の津波高さに対応する仮設防潮堤を設置しており、これを

越える津波により仮に設備に被害が生じた場合に備えて予備設備等も準備されている。し

かし、仮に津波等によって予備設備等を含めてすべての冷却機能が失われ核燃料が高温と

なった場合には、放射性物質の放出等が想定される。 

 

３ 地震被害想定調査結果及び過去の経験の活用 

２に示した「地震被害の想定」の結果及び東日本大震災の経験を、村の地震災害対策の検討

及び住民の防災意識の向上への活用を図る。 

（１）村における震災対策の検討 

村は、地震被害想定調査の結果を踏まえて、地震災害対策の検討、村地域防災計画の見直

し及び防災アセスメント調査の反映等に活用する。 

（２）東日本大震災の経験を踏まえた対策 

東日本大震災は、これまで本県が想定してきた地震、津波規模を遥かに上回る災害規模で

あり、学術的に想定できなかった連動型地震による災害であったが、今後も東日本大震災と

同程度の災害が起こりうることを想定し、県、村及び防災関係機関は、人的被害を最小限に

食い止めるための対策を策定する必要がある。 
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（３）住民防災意識の向上 

地震被害想定調査結果及び東日本大震災の経験を踏まえた防災対策について、広く普及啓

発を図り、本村の地震被害発生の可能性に関する住民の意識を深め、防災意識の向上を図る

ものとする。 

 

 

第２節 防災組織の整備・充実 

 

 災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、村及び防災関係機関は、複合災害（同

時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより被害が

深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災体制を整備

するとともに、広域的な応援も含めた防災関係機関相互の連携を強化する。また、地

域全体の防災力の向上に結びつく防災組織等の整備を促進する。 

 

第２編 第１章 第１節「防災組織の整備・充実」を準用する。（Ｐ21） 

 

 

第３節 防災情報通信網の整備 

 

 災害時に災害情報システムが十分機能し、活用できる状態に保つために、村及び防災

関係機関は、防災情報通信網を整備するとともに、併せて設備の安全対策を講じるもの

とする。 

 

第２編 第１章 第２節「防災情報通信網の整備」を準用する。（Ｐ25） 
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第４節 密集地の防災対策 

   

 住宅密集地において地震が発生した場合、住民の生命、財産の被害が大きくなるおそれ

があることから、村は被害を最小限に防止するため、建築物の耐震化・不燃化の促進、公

園の整備・保全による防災空間の確保、計画的な街路整備による避難及び輸送路の確保に

取組み、災害に強い安全なまちづくりを積極的に推進する。 

 

第１ 建築物防災対策 

１ 既存建築物防災対策推進計画の策定 

村は、既存建築物の防災対策をより効果的に推進するため、地震対策及び防火対策等、各種

の対策を相互に関連づけた総合的な防災対策計画を策定する。 

（１）耐震診断及び耐震改修対策 

（２）防災診断及び防災改修対策 

（３）落下物対策 

（４）ブロック塀等安全対策 

（５）定期調査報告及び維持保全計画の推進 

 

２ 一般建築物の耐震性強化 

建築物の耐震性については、建築基準法により最低の基準が定められているが、昭和56年度

に制度化された新耐震設計基準の適用以前の建築物については、必ずしも十分な耐震性を有し

ていないのが現状である。 

このため、村は県との協力のもとに、建築物の所有者又は管理者に対し、耐震工法及び耐震

補強等の重要性について啓発を行い、一般建築物の耐震性の強化を図る。 

また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に伴い、要緊急安全確認大規模建築

物、要安全確認計画記載建築物及び特定建築物について的確な法の施行に努める。 

 

３ 被災建築物の応急危険度判定制度 

村は県とともに、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、地震等による二次災害

に対して安全であるかどうかの判定活動を民間の建築士等の協力を得て行うため、「福島県地

震被災建築物応急危険度判定士認定制度」に基づき、判定活動体制の構築を行う。 

 

４ 窓ガラス等の落下物防止対策 

村は、地域防災計画において定められた避難場所までの避難路等に面する建築物で地階を除

く階数が３以上のものを対象に落下物の実態調査を行うとともに、実態調査の結果、落下物の

おそれのある建築物について、県の関係機関と連携しその所有者又は管理者に対し窓ガラス、

看板等の落下物防止対策の重要性について啓発を行う。 

 

５ ブロック塀の倒壊防止対策 

村は、地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊を防止するため、次の施策を推進する。 

（１）村は、住民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用し、



234 

啓発を図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパンフレット

等を作成し、知識の普及を図る。 

（２）村は、市街地内のブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に努め

る。なお、実態調査は通学路、避難路及び避難場所等に重点を置く。 

（３）村は、ブロック塀を設置している住民に対して日頃から点検に努めるよう指導するととも

に、危険なブロック塀に対しては造り替えや生垣化等を奨励する。 

（４）村は、ブロック塀を新設又は改修しようとする住民に対し、建築基準法に定める基準の遵

守を指導する。 

 

６ 建築物不燃化の促進 

（１）防火不燃化促進 

村は、県及び消防機関と連携し、建築物が密集し、火災により多くの被害を生ずるおそれ

のある地域を、防火地域又は準防火地域に指定し、建築基準法で規定する防火措置を講じた

建築物の建築を推進する。 

（２）建築物の防火の促進 

新築、増改築等建築物については、建築基準法に基づき指導を行うとともに、既存建築物

については、次の法制度体系を通じ事業の推進を図る。 

ア 既存建築物に対する改善指導 

村は、旅館等の不特定多数の人が集まる既存特殊建築物の防災性を常時確保するため、

建築基準法第12条の規定に基づく定期報告制度を活用し、建築物の安全性確保と施設改善

について県への協力を行う。 

また、大規模な既存特殊建築物及び中小雑居ビルに対して、防火及び人の避難の安全を

確保するため、必要な防火避難施設の改善指導について協力する。 

イ 防火対象物定期点検報告制度 

村は、消防機関が実施する「防火対象物定期点検報告制度」に基づいた防火避難施設の

改善指導について、県及び消防機関に協力する。 

 

第２ 防災上の重要な建築物の耐震性確保等 

村は、大規模な地震による災害時に、応急対策活動の拠点となる施設を防災上重要建築物と

して指定し、それらの施設の重要度に応じた耐震性の確保を図る。 

 

１ 防災上重要建築物の指定 

村は、次の施設を防災上重要建築物に指定する。 

（１）防災拠点施設 

役場庁舎、改善センター等 

（２）避難施設 

指定避難所等 

 

２ 耐震診断・耐震補強工事の実施 

村（各施設管理者）は、防災上重要建築物について、当面必要に応じ耐震補強工事を行う等、
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耐震性の確保を図る。 

 

３ 建築設備の耐震性確保 

村（各施設管理者）は、防災上重要建築物に該当する施設が、大規模な地震の発生後も継続

してその機能を果たせるよう建築設備についても耐震性に十分配慮する。特に、災害対策本部

を設置する施設については、優先的に建築設備の耐震性の確保を図るものとする。なお、防災

拠点施設、避難施設、緊急医療施設においては、ライフライン系統の断絶等の不測の事態に備

え、太陽光パネルや非常用設備の整備に努める。 

 

４ ロッカー、書架等の転倒防止対策 

村（各施設管理者）は、防災上重要建築物に該当する施設が、大規模な地震の発生後も継続

してその機能を果たせるようロッカー、書架等の転倒防止対策を行うとともに、転倒防止対策

について、定期的に確認を行うこととする。特に、災害対策本部を設置する施設については、

優先的にロッカー、書架等の転倒防止対策を行うものとする。 

 

第３ 防災空間の確保 

１ 公園等の整備 

公園等は、地域における緑とオープンスペースの中核として、自然とのふれあい、活力ある

長寿・福祉社会の形成、コミュニティの醸成、スポーツ・レクリエーション活動等、住民の多

様なニーズに対応する都市生活の根幹的施設であると同時に、大規模な災害の発生時には、延

焼防止、避難地あるいは救援活動の拠点として防災上重要な役割を担っている。村は、計画的

に整備拡大を図り、防災効果を発揮する防災空間の確保に努める。 

 

２ オープンスペースの確保 

災害時に、住民の避難場所、物資の輸送拠点、応援部隊の活動拠点、資材置場、仮設住宅の

建設用地、瓦礫の仮置場等に活用できる公園、グラウンド、農地等のオープンスペースについ

て、村は定期的に調査を実施し、その把握に努める。 
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第５節 上水道施設災害予防対策 

 

 上水道の耐震性を強化して地震時の被害を最小限にとどめ、かつ速やかに被害施設

の復旧を可能にするために必要な施策を実施することを目的とする。 

    

第１ 上水道施設予防対策 

１ 水道施設等の整備 

水道事業者は、水道施設のより一層の耐震化を図り、水道水の安定供給と二次災害防止のた

め、次により水道施設の整備を図るものとする。  

（１）水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、既存施設の耐震診断等を行い、順次計

画的に耐震化を進めるものとする。 

特に、災害発生時における応急給水用飲料水の確保の拠点となる役場庁舎や、要配慮者等

が通所・入所する社会福祉施設、福祉避難所としての役割や救護・炊き出しの拠点となる大

玉村保健センター等、各ふれあいセンターや一時避難施設となる地区集会所並びに教育施設

などへ水道水を安定供給するため、優先的に耐震化を進めるものとする。 

（２）基幹施設の分散や系統多重化により補完機能を強化するとともに、配水系統のブロック化

により、地震被害の軽減等を図るものとする。 

（３）施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、

自家発電設備等の電気機械設備について耐震化を図るものとする。 

（４）水道施設の耐震化事業は多額の設備投資費用を必要とすることから、補助事業による財政

負担の軽減などにより必要経費の確保を図るものとする。 

 

２ 応急復旧用資機材の確保 

水道事業者は、応急復旧用資機材を備蓄しておくとともに、資機材の備蓄状況を把握してお

くものとする。 

 

３ 相互応援 

（１）水道事業者は、応急復旧作業を迅速に進めるための人員確保のため、隣接水道事業者等、

さらには地震による同時被災を免れると思われる水道事業者等と応急復旧等の応援活動に

関する応援協定を締結しておくなど、相互応援体制の整備を図るものとする。 

（２）村は、広域的な応援活動の連絡・調整のための体制の整備を図るものとする。 

 

４ 福島県水道地震対策推進計画書 

震災による水道施設の被害の軽減、あるいは被災後の水の供給及び施設の復旧を効率的に進

めることを目的に県が定めた「福島県水道地震対策推進計画書」には、市町村の事前対策、災

害時対策、恒久復旧対策等の行動指針が定められている。村は、この行動指針を基本に、本村

の現状に合わせることにより実際の行動に役立てるものとする。 
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第６節 電力・ガス施設災害予防対策 

 

電力、ガス施設の耐震性の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施し、震災時の

被害を最小限にとどめ、安定した電力及びガスの供給を図るため予防措置を講ずるも

のとする。 

 

第２編 第１章 第７節「電力・ガス施設災害予防対策」を準用する。（Ｐ39） 
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第７節 道路及び橋梁等災害予防対策 

 

 村をはじめ施設等の施設管理者は、日頃から道路施設の危険箇所の点検調査とこれに

基づく対策工事並びに橋梁の点検調査に基づく補強等を実施し、地震に強い施設の確保

に努める。 

    

第１ 村管理の道路及び橋梁災害予防計画 

１ 現況 

地震による道路の被害は、高盛土部分の路体や法面の崩壊、切土部における土砂崩落等のほ

か地盤の亀裂、陥没、沈下、隆起に伴う道路施設の破壊が予想される。 

本村には、土砂災害危険箇所が何箇所か存在している。また、橋梁については、耐震設計を

満足しないものなどがあるため、耐震性の向上を図るとともに、落橋防止対策が必要である。 

 

２ 計画目標 

法面崩壊、土砂崩落、落石等については、法面防護工、落石防護工の設置を進める。老朽橋、

耐震設計を満足しない橋梁については、国、県の協力を得ながら必要な対策を講じる。事業の

実施順序は災害時における重要度を考慮して実施するものとする。 

 

３ 実施計画 

（１）道路の整備 

道路法面の崩落が予想される箇所、路体の崩落が予想される箇所等を把握し、対策の必要

な箇所について調査するとともに、その対策工事の実施を検討する。 

（２）橋梁の整備 

既存橋梁については、国、県の指導に基づき震災点検調査（５年に１回の点検を基本とし

て実施）を実施し、震災対策の必要な橋梁については、架替、補強、橋座の拡幅、落橋防止

装置の整備等、耐震補強の実施を検討する。 

また、新設橋梁については、国、県の基準を準用し、構造設計上のみではなく、全体の地

形、地質等を含めた橋全体の構造を耐震的に配慮するものとする。 

具体的な整備方針については、以下ア及びイの県の予防対策及び国の通知等を踏まえた方

針とする。 

ア 既設橋梁の対策 

既設橋梁は、「道路防災総点検について」（平成８年８月９日付け建設省通知）に基づ

き、平成８・９年度に実施した道路防災総点検の結果等により、耐震対策が必要な橋りょ

うについて、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について」（平成24年2月16日付け国

土交通省通知）を適用し、耐震対策を実施することを基本とする。 

ただし、優先的に耐震補強対策を実施する必要のある橋りょうについては、落橋等の甚

大な被害を防止する耐震対策を実施することとする。 

イ 新設橋りょうの建設 

新設橋りょうは、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について」（平成24年２月16日

付け国土交通省通知）を適用し建設するものとする。 
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橋りょうの耐震設計の基本的な方針としては、次のとおりである。 

① 橋の耐震設計は、設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて、必要とされる耐震性能

を確保することを目的として行う。 

② 耐震設計にあたっては、地形・地質・地盤条件・立地条件等を考慮し、耐震性の高い

構造型式を選定するとともに、橋を構成する各部材及び橋全体系が必要な耐震性を有す

るように配慮しなければならない。 

 

第２ 電線共同溝の整備 

１ 現況 

地震の発生により道路敷を占有している電柱類が破損し、電線類（電力線、電話線他）の機

能支障が生じるとともに、道路交通の障害となることが懸念されるため、被害の生じにくい地

中化の推進が重要である。 

 

２ 計画目標 

道路管理者は、東北電力ネットワーク(株)、東日本電信電話(株)等の事業者と協議のうえ、

電線共同溝の整備を推進する。 
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第８節 河川等災害予防対策 

  

河川、ため池、砂防施設等は地域住民の生命・財産を守り、産業の発展に欠かせな

い施設である。これらの施設の整備にあたっては国、県及び関係機関と連携し、耐震

性に十分配慮し、計画的に予防対策を実施する必要がある。 

    

第１ 河川管理予防対策 

１ 現状 

本村は阿武隈川流域に属し、おもな河川は四つあって、いずれも安達太良山を水源にしてい

る。安達太良・百日・杉田の三河川は、阿武隈川に直接注ぎ、七瀬川は五百川に合流して、阿

武隈川に注いでいる。以前は、沿岸の水害なども多かったが、現在においては、圃場整備事業

による河川の整備も進んでおり、今後も維持に努める。 

 

２ 計画 

河川改修については、国・県の協力を得ながら計画的に改修を図る。 

また、地震により河川管理施設が被災した場合は早急に復旧し浸水被害に備える。 

 

第２ 砂防施設災害対策 

１ 現状 

本村は一部が山間に耕地や集落が散在し、大半は比較的平坦場所に耕地、集落がある。一部

にはがけ崩れの災害が起きやすい箇所が散在しており、その対策として砂防ダム等により施設

整備を図っている。 

 

２ 計画 

地震により、土砂災害が甚大になると想定される土石流危険渓流について土石流対策事業の

促進を図るとともに、砂防ダム等においてはその施設の安全性の検討を行い、その結果により

国・県の協力を得ながら補強等の整備を行う。 

 

第３ ため池施設災害対策 

１ 現状 

本村には貯水量1,000㎥以上のため池が17ケ所あり、大半が老朽化している。最近はため池

の下流域に住宅地も見られる。老朽化したため池が、灌漑期の満水時に地震による被害を受け

た場合は、下流域に大きな二次災害を発生させるおそれがある。 

 

２ 計画 

土地改良事業等長期計画により、県の協力を得ながら緊急性の高い地区から順次整備を進め

る。 
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第９節 地盤災害等予防対策 

  

地震による被害の大きさは、地盤の特性及び地形等が大きな要素を占めている。し

たがって地震による被害を未然に予防又は軽減するため、その土地の地形、地質及び

地盤を十分に理解し、その土地の自然特性及び災害特性に適した土地利用を計画的に

実施していく必要がある。 

このため、今後適正な土地利用を推進するとともに災害時の被害を軽減するための

諸対策を実施していく。 

   

第１ 土石流災害予防対策 

土石流危険渓流では、地震により山腹崩壊等が発生し、渓流内に堆積した土砂が土石流とし

て住民の生命や財産に大きな被害を与えることが予想される。ハード対策として砂防施設整備

や治山事業を推進する一方、ソフト対策として土石流に関する土砂災害警戒区域等を指定し、

ハザードマップの作成や警戒看板を設置するなど地域住民の警戒避難体制の強化に努める。 

（資料１－３のとおり） 

 

第２ 急傾斜地崩壊対策 

崖崩れ災害から住民の生命財産を守るため、被害が予想される地区住民へ危険地域の周知を

行うとともに、この地域が地震により危険の助長・誘引されないよう国・県の協力を得ながら

急傾斜地対策事業を促進する。 

 

第３ 液状化災害予防対策 

公共・公益施設の管理者は、施設の設置にあたっては、地盤改良等により液状化の発生を防

止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等を適切に実施する

ほか、開発事業者は、大規模開発にあたって、村等と十分な連絡調整を図るものとする。 

村は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・公表するよ

う努めるとともに、滑動崩落のおそれが大きい大規模盛土造成地において、宅地の耐震化を実

施するよう努めるものとする。 

 

第４ 二次災害予防対策 

村は危険性が高いと判断された箇所についての警戒体制、関係機関及び地域住民への周知体

制、避難誘導体制等についてもあらかじめ検討しておくものとする。 

また、村は余震あるいは降雨等による二次的な災害を防止するための土砂災害等の危険箇所

を専門技術者（斜面判定士、山地防災ヘルパー）等を活用し点検する体制の整備に努めるもの

とする。 
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第１０節 火災予防対策 

  

地震発生による被害の拡大を防ぐためには、火災を最小限にとどめることが重要であ

り、同時多発的な火災の発生を未然に防止し、出火防止、初期消火の徹底、体制の整備、

火災の拡大要因の除去及び消防力の強化などの対策を実施する必要がある。 

 

第２編 第１章 第５節「火災予防対策」を準用する。（Ｐ34） 
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第１１節 積雪・寒冷対策 

 

積雪・寒冷期において地震が発生した場合、他の季節に発生する地震災害と比べて、

積雪により被害が拡大することや緊急輸送路、避難路・避難場所の確保等に支障が生

ずる場合が想定される。 

このため、村及び防災関係機関においては、積雪・寒冷対策を推進し、地震災害の

軽減に努める。 

    

第１ 積雪・寒冷対策の推進 

積雪期に対応した地震対策は、除・排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期

的な積雪・寒冷対策の推進により確立される。 

このため、村及び防災関係機関は、福島県豪雪地域対策連絡協議会による豪雪時における対

策要領を定め、この要領に基づき、相互に連携協力して実効ある積雪・寒冷対策の確立に努め

る。 

 

第２ 交通の確保 

１ 道路交通の確保 

地震発生時には、村や県と防災関係機関の行う緊急輸送等の円滑な実施を図るため、緊急輸

送路の確保を図ることが重要である。 

このため、道路管理者は、除・排雪体制の充実を図るとともに、防雪施設（スノーシェッド、

雪崩予防柵等）、消融雪施設等の整備を推進し、安全な道路交通の確保に努める。 

（１）防災体制の充実 

道路管理者は、一般国道、県道及び村道の整合性のとれた除雪体制を強化するため、相互

の緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

また、道路管理者は、除雪区間の伸長と除雪水準の向上を図るため、自然条件（地形、積

雪状況等）に適合した除雪機械の充実に努める。 

（２）積雪寒冷地域に適した道路整備の促進 

道路管理者は、冬期交通の確保を図るため、道路整備、雪崩等による交通障害を予防する

ための防雪施設の整備、消融雪施設の整備等を推進する。 

 

第３ 雪に強いまちづくりの推進 

１ 家屋倒壊の防止 

村は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による地震時の家屋倒壊等を防止するため、

建築基準法の構造規定を遵守するよう指導等に努める。 

また、村は、自力で屋根雪の処理が困難な世帯に対して、ボランティアによる協力など地域

における相互援助体制の確立に努める。 

 

２ 積雪期における避難路・避難場所の確保 

村及び防災関係機関は、消融雪施設（流雪溝等）の整備を進めるとともに、避難路・避難場

所の確保に努める。 
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第４ 寒冷対策の推進 

１ 避難所対策 

避難施設における暖房等の需要増大が予想されるため、村はストーブ等電源を要しない暖房

機具、燃料のほか、積雪寒冷期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、

救出用スノーボート等）の備蓄に努める。 

また、停電時における暖房設備の電源確保のため、非常用電源等バックアップ設備の整備に

努める。 

 

２ 被災者及び避難者対策 

村は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備・備蓄に努めるとともに、応急仮設住宅は、

積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることから、被

災者・避難者の生活確保のための長期対策を検討しておくものとする。 

 

 

第１２節 緊急輸送路等の指定 
 

村は、災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の輸送を行うため、

各拠点との有機的連携を考慮し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに、それぞれ

の計画に基づき、その整備を図る。 

 

第２編 第１章 第８節「緊急輸送路等の指定」を準用する。（Ｐ42） 

 

 

第１３節 避難対策 

  

大地震による災害は、火災などの二次災害を引き起こし、大規模かつ広範囲なものと

なるため、村において適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。 

 

第２編 第１章 第９節「避難対策」を準用する。（Ｐ45） 
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第１４節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

  

地震発生時には、広域的あるいは局地的に、救助や医療(助産)救護を必要とする傷

病者が発生することも予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、そ

の機能が停止することも予想される。 

 村は、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保するとともに、被

害の軽減を図るために必要な医療（助産）救護・防疫体制の整備充実を図る。 

 

第２編 第１章 第１０節「医療（助産）救護・防疫体制の整備」を準用する。（Ｐ54） 

 

 

第１５節 食料等の調達・確保、防災資機材等の整備及び廃棄物処理計画の

策定 

  

村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努める

とともに、地震災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整

備及び廃棄物処理計画（大玉村災害廃棄物処理計画基礎資料［平成30年３月策定］）の

運用を図る。また、住民は、最低３日分、推奨１週間分の食料、飲料水等の備蓄に努め

るとともに、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）を日頃から備えてお

くものとする。 

 

第２編 第１章 第１１節「食料等の調達・確保、防災資機材等の整備及び廃棄物処理計画の運用」

を準用する。（Ｐ56） 

 

 

第１６節 防災教育 

  

地震による災害発生の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るため、村

及び防災関係機関は日頃から地震防災対策を進めるとともに、地震発生時には同時多発

的な被害の発生が予想されることから、住民一人ひとりが自らの生命と財産を守るた

め、地域やコミュニティの中で住民同士が連携した実践的な防災活動を定期的に実施

し、自助･共助の取組を充実させることが重要である。 

 このため、村及び防災関係機関は、住民に対し地震防災上必要な防災知識の普及啓発

及び防災組織の育成指導に努めるとともに、気象庁が発表する緊急地震速報（警報）に

ついて、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報にも努めるものとする。 

 

第２編 第１章 第１２節「防災教育」を準用する。（Ｐ59） 
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第１７節 防災訓練 

  

災害発生時に迅速、かつ、的確な行動を行うためには、災害時にどのような行動をと

るべきか、災害時の状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

 このため、村は、災害対策基本法第48条の規定に基づき、総合防災訓練を始めとする

各種の防災訓練を実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調体制の確

立及び防災体制の充実を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図る。 

 なお、各種の防災訓練の実施にあたっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入

れるなど、地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努めるとともに、高齢者、障がい者

等の要配慮者やボランティアの参加についても配慮するものとする。 

 

第２編 第１章 第１３節「防災訓練」を準用する。（Ｐ63） 

 

 

第１８節 自主防災組織の整備 

  

地震災害発生時における被害の軽減を図るためには、村及び防災関係機関が防災対

策を講ずるとともに、地域住民が“自らの命と地域は自分たちで守る”という意識の

もとに自主防災組織を結成し、地域における相互扶助による防災活動の中心として、

日頃から積極的に活動を行うことが重要である。 

 とくに、地震災害においては倒壊家屋からの早期救出・出火時の初期消火が最も重

要であり、人命確保の主役としての自主防災組織の役割は極めて大きい。 

 さらに、企業に対しても災害時に果たす役割を十分認識させ防災活動の推進に努め

させることが重要である。 

 

第２編 第１章 第１４節「自主防災組織の整備」を準用する。（Ｐ67） 

 

 

第１９節 要配慮者対策 

   

地震災害において、高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者（児）及び外国人等

いわゆる「要配慮者」が災害の発生時において犠牲になる場合が多くなっている。 

こうした状況を踏まえ、今後は、要配慮者の防災対策を積極的に推進していくことが

従来以上に重要な課題となっている。 

 

第２編 第１章 第１５節「要配慮者対策」を準用する。（Ｐ71） 
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第２０節 ボランティアとの連携 

   

大規模な地震災害発生時における県内外からのボランティアの申し入れに対して、村

及び関係機関・団体は、相互に協力し、ボランティアの受付、調整等を行うための体制

づくりを検討しておく。 

また、ボランティアの受入に際しては、医療、看護、高齢者介護や外国人との会話力、

建築物の応急危険度判定等ボランティアの技能が効果的に生かされるよう配慮する。 

 

第２編 第１章 第１６節「ボランティアとの連携」を準用する。（Ｐ78） 

 

 

第２１節 危険物施設等災害予防対策 

   

地震による危険物等貯蔵施設に係る危険物災害を未然に防止するため、自主保安体制

の強化と危険物施設の構造・設備を充実強化させることにより、危険物施設等の安全性

を高めるなどの防災対策の確立を図るものとする。 

 

第２編 第１章 第１７節「危険物施設等災害予防対策」を準用する。（Ｐ80） 

 

 

第２２節 災害時相互応援協定の締結 

   

大規模災害発生時は、被災自治体だけで災害対策を実施することは不可能であり、自

治体間の協力や民間企業などと連携して災害対策を実施する必要がある。また、ＣＳＲ

（企業の社会的責任）の一環として、災害対応への協力に積極的な企業が増加している

ため、被災住民だけでなく帰宅困難者等への対応、役務の提供など、様々な場面での企

業、団体からの協力を得るための災害時相互応援協定の締結を促進する。 

 

第２編 第１章 第１８節「災害時相互応援協定の締結」を準用する。（Ｐ82） 
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第２章 災害応急対策計画 
 

第１節 応急活動体制 

  

防災関係機関は、村内の地域に地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合は、災害応急対策を迅速、強力、かつ、効率的に推進するため、法令及び防災計画

並びに当該機関の防災に関する計画の定めるところにより、その活動体制に万全を期す

るものとする。 

 この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及び機能のすべてをあげて、

災害応急対策活動の協力をするものとする。 

    

第１ 村災害対策本部の設置 

１ 設置及び解散基準 

村長は、地震災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、次の基準により必要と

認めたときは災害応急対策を円滑に実施するため、災害対策基本法第２３条の２の規定に基づ

く大玉村災害対策本部（以下、この節において「本部」という。）を設置する。また、村長は、

災害の危険がなくなったとき、又は災害発生後における災害応急対策がおおむね完了したとき

は、本部を解散する。 

                       設 置 基 準               

１ 村内において震度６（弱）以上を観測したとき。 

２ 村内において震度５（弱、強）を観測し、村内に大規模な災害が発生したとき、又は

災害が発生するおそれがあるときで村長が必要と認めたとき。 

３ 気象庁の発表にかかわらず、村内に地震による大規模な災害が発生したとき、又は発

生するおそれがあるときで村長が必要と認めたとき。 

 ※震度階級（資料編） 

なお、村内において震度６（弱）以上が観測されたときは、本部を自動的に設置する。 

 

２ 災害対策本部の設置・廃止時の通報先 

村長は、本部を設置、又は廃止したときは、速やかに次に掲げる者のうち必要と認める者に

通報する。 

（１）福島県知事 

（２）指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

（３）陸上自衛隊（第44普通科連隊） 

（４）郡山北警察署 

（５）安達地方広域行政組合消防本部 

（６）隣接市町、災害相互応援協定を締結している自治体等 

 

３ 村長不在時の対応  

村長不在等の非常時において、村長による災害対策本部設置の決定が困難な場合には、第１

順位副村長、教育長、第２順位住民福祉部長、第３順位総務部長が行うものとする。 
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第２ 現地災害対策本部の設置 

「第２編 第２章 第１節 応急活動体制」第２を準用する。（Ｐ83） 

 

第３ 村災害対策本部組織 

「第２編 第２章 第１節 応急活動体制」第３を準用する。（Ｐ83） 

 

第４ 災害救助法が適用された場合の体制 

「第２編 第２章 第１節 応急活動体制」第４を準用する。（Ｐ88） 

 

第５ 部隊間の活動調整 

「第２編 第２章 第１節 応急活動体制」第５を準用する。（Ｐ88） 

 

第６ 新型コロナウイルス等の感染症対策 

「第２編 第２章 第１節 応急活動体制」第６を準用する。（Ｐ88） 

 

 

第２節 職員の動員配備 

    

地震発生時において、初動体制をいち早く確立するため、職員の配備基準を明確にす

るとともに、職員の動員伝達方法、自主参集の基準等を定める。 

 

第２編 第２章 第２節「職員の動員配備」を準用する。（Ｐ89） 
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第３節 地震災害情報の収集伝達 

   

地震災害が発生したとき、防災関係機関相互間の通知、要請、指示、伝達等の通信を

迅速かつ円滑、さらに確実に伝達する。 

また、災害状況調査及び災害情報の収集は、その後の災害応急対策の体制整備、災害

復旧計画策定の基本となるものであり、迅速・的確に行うものとする。 

   

第１ 地震情報等の受理伝達 

気象庁・仙台管区気象台及び福島地方気象台が発表する地震に関する情報等の受理伝達は、

次のとおり実施する。 

１ 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 

 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を

観測した地域名（全国を188地域に区

分）と地震の揺れの発現時刻を速報。 

震源に関する情報 ・震度３以上 

（津波警報等を発表した場合

は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

「津波の心配がない」又は「若干の海

面変動があるかもしれないが被害の心

配はない」旨を付加。 

震源・震度に関す

る情報 

以下のいずれかを満たした場

合 

・震度３以上 

・津波警報等発表時 

・若干の海面変動が予想される

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表

した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名

と市町村名を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地域がある場合

は、その市町村名を発表。 

各地の震度に関す

る情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地

震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地域がある場合

は、その地点名を発表。 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新

した場合や地震が多発した場

合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表。 

 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、

１km四方ごとに推計した震度（震度４
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地震情報の種類 発表基準 内容 

以上）を図情報として発表。 

 

遠地地震に関する

情報 

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした場

合等 

・マグニチュード７．０以上 

・都市部など著しい被害が発生

する可能性がある地域で規模

の大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）をおおむ

ね３０分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表。 

 

２ 福島地方気象台の地震情報等の伝達基準 

（１）福島県内で震度１以上の揺れを観測したとき。 

（２）その他地域住民に周知させることが適当と思われるとき（群発地震等）。 

（３）特に発表が必要と認めた場合。 

 

３ 地震情報等の受理伝達 

村は、地震情報等を受理したときは、住民に迅速・的確に伝達するとともに、避難の勧告、

指示等の必要な措置を行う。 

 

４ 緊急地震速報 

（１）気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、

緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ・ラジオを通じて住

民に提供する。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別

警報に位置づけられる。 

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析

することにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警

報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合もある。 

（２）福島地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

（３）村は県及び福島地方気象台と協力し、訓練に緊急地震速報を取り入れるなど、緊急地震速

報の利用の心得などの周知・広報に努めるとともに、住民に直接緊急地震速報を伝達する体

制の整備に努めるものとする。 

（４）村及び放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を村防災行政無線（戸別受信機を含む）

等により、住民等への伝達に努めるものとする。また、村は、住民への緊急地震速報の伝達

にあたっては、村防災行政無線をはじめとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、

対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする。 

 

第２ 地震情報で用いる震度の地域名称と震央地名 

１ 震度の地域名称（福島県の陸域） 

「震度速報」や「震源・震度に関する情報」において、地域震度を発表するため、全国を188
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に区分した地域のことである。 

また、この地域名称は、「震央地名」にも使用される。 

 

震度の地域名称（福島県の陸域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大玉村 

福島県浜通り 

福島県中通り 

大玉村 

福島県会津 
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２ 福島県及び隣県の陸域の震央地名 
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地震情報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 福島県震度情報ネットワークシステムの情報 

県内の全市町村に設置（うち、７箇所は気象台設置の震度計利用）した震度計による情報を

福島県庁で把握できるようになっており、観測した情報については、県総合情報通信ネットワ

ークのファクシミリ蓄積システムにより、村、安達地方広域行政組合消防本部等に送信される。 

 

 

 

気象庁 

仙台管区気象台 

NHK 福島放送局 

福島テレビ 

福島中央テレビ 

福島放送 

テレビユー福島 

ラジオ福島 

国土交通省東北

地方整備局福島

河川国道事務所 

陸上自衛隊福島

駐屯地第 44 普

通科連隊 

福島地方気象台 福島県警察本部 

福島県 

 

大玉村 

安達地方広域行

政組合消防本部 

（南消防署） 

地域住民 

消防庁 

庁内関係

機関 

防災情報提供ｼｽﾃﾑ 

Ｊ-
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ 

 

ｱﾃﾞｽｵﾝﾗｲﾝ 

防災情報 

提供ｼｽﾃﾑ 
総合情報通信 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

（
必
要
に
応
じ
） 

郡山北警察署 

（本宮分庁舎） 

大玉駐在所 

県北地方振興局 

県北建設事務所 

二本松土木事務所 
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第４ 被害状況の収集、報告 

村は、地震災害が発生した場合、直ちに被害の状況調査を行う。必要に応じて写真、ビデオ

等の映像情報を活用し適切な情報収集を行う。なお、下記の点に留意して行う。  

１ 収集すべき情報 

情報の収集は、災害発生の初期においては、人的被害及び住民の生活維持に直接関係する住

家、医療・衛生施設、電力・水道・通信等の生活関連施設の被害状況を優先して収集するもの

とする。 

上記の災害の規模・状況が判明次第、公共施設、文教施設、産業施設その他の被害状況を速

やかに調査するものとする。 

 

２ 情報の伝達 

管内の情報について総合的収集分析を行い、応急対策実施のため及び住民の安全のための資

料とするとともに、特に危険地域からの住民の避難等、住民の安全確保のために必要な情報に

ついては、速やかに関係機関へ通報するものとする。 

 

３ 被害状況等の報告 

（１）村は、県が指定する様式及び日時により、被害状況の調査内容をまとめ、速報と確定を区

分して具体的に報告する。  

（２）県への報告は、福島県総合情報通信ネットワークの「防災事務連絡システム」により村か

ら県災害対策本部へ報告することを基本とし、合わせて福島県県北地方振興局にも報告する。 

（３）村は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況及び応援の必要性等を連絡する。被災

等により防災事務連絡システムが使用できない場合、村は電話、ＦＡＸ、電子メール等によ

り県へ報告するものとする。なお、いずれの場合においても県へ報告することができない場

合は、直接、国（総務省消防庁）へ被害状況等の報告を行う。県北地方振興局へ報告するこ

とができない場合においては、直接、県災害対策課に報告を行う。また、地震により、火災

が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が殺到する場合は、その状況

を直ちに電話により総務省消防庁及び県災害対策課に報告する。 

 

被害状況の報告先 

【県】 

ＮＴＴ回線 024-521-7194 (FAX)024-521-7920 

総合情報通信 

ネットワーク 

衛星系 TN-8-10-201-2632、2640 (FAX)TN-8-10-201-5524 

地上系 TN-8-11-201-2632、2640 (FAX)TN-8-11-201-5524 

 

【国(消防庁等)】 

区 分 

回線別 

平日（9:30～18:15） 

※ 応急対策室 

左記以外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話 

FAX 

03-5253-7527 

03-5253-7537 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

消防防災無線 電話 90-49013 90-49102 
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FAX 90-49033 90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電話 

FAX 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 

TN-048-500-90-49102 

TN-048-500-90-49036 

   （注） ＴＮは、内線から無線への乗入れ番号 

 

（４）村は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害、火災、土砂災害の発

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

から直ちに県へ報告するものとする。通信の途絶等により県に報告できない場合は、直接国

（総務省消防庁）へ報告するものとする。特に、行方不明者の数については、捜索・救助体

制の検討等に必要な情報であるため、村は、住民登録の有無にかかわらず、村内で行方不明

となった者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努めるものとす

る。また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明

した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の対

象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡するものとする。 

（５）道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、村は、

国、県及び指定公共機関と協力し、それぞれの所管する道路のほか、通信、電気、ガス、上

下水道等のライフラインの途絶状況及び復旧状況について把握するものとする。また、村は、

村域における備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有無の把握に努めるものと

する。 

 

４ 被害状況の報告の種類 

（１）概況報告  概況即報で、被害が発生した場合に直ちに行う報告 

（２）中間報告  被害状況を掌握した範囲でその都度行う報告（被害増加見込みのときは、集

計日時を明記する） 

（３）確定報告  被害の状況が確定した場合に行う報告。 
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災害情報・被害報告系統図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 現地偵察 

村災害対策本部は、激甚な災害が予想され、かつ、通信が不能である地域に移動無線を搬入

し、現地の状況確認を行う。 

村は、必要に応じて、福島県消防防災ヘリコプター等を要請して、上空からの被害状況の把

握を行う。 
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第４節 通信の確保 

   

 村及び防災関係機関は、地震災害発生時の情報連絡体制を最優先とし、連絡責任

者を配置するなど、迅速かつ円滑な通信連絡体制の整備に努めるものとする。 

 

第２編 第２章 第４節「通信の確保」を準用する。（Ｐ105） 

 

 

第５節 相互応援協力 

   

 災害時においては、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、他の地方公共団体

及び関係機関と相互の応援協力により適切な応急救助を実施する。 

 

第２編 第２章 第５節「相互応援協力」を準用する。（Ｐ108） 

 

 

第６節 災害広報 

   

 地震災害時において、被災地住民、住民及び村外関係者に正確かつわかりやすい情報

を提供し、混乱を防止するとともに適切な行動を支援するために、村及び防災関係機関

は災害発生後、連携して広報活動を展開する。 

 

第２編 第２章 第６節「災害広報」を準用する。（Ｐ111） 
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第７節 消火活動 

 

地震による二次災害のうち、最も大きな被害をもたらすものが火災である。地震火災

による被害を少なくするため、消防機関及び消防団の消防活動により鎮圧に努める。大

規模火災時には協定等による広域応援要請を行う。 

また、大規模な地震発生時には、消防力を上回る出火件数となることも想定される。

この場合には自主防災組織を中心とした地域住民による初期消火、出火防止等が重要と

なる。 

   

第１ 安達地方広域行政組合消防本部による消防活動 

安達地方広域行政組合消防本部は、消防活動の最前線にあり、地震火災に対して総力を挙げ

て消防活動にあたるとともに、消防団等を指揮し有効な対策を行い以下のことに留意し、活動

を行う。 

１ 災害情報収集活動優先の原則 

同時多発火災などの災害状況の迅速な把握と的確な対応のため、消防車等の管内巡回による

災害情報の収集を行う。 

 

２ 避難場所及び避難路確保優先の原則 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所及び避難路確保の消防

活動を行う。 

 

３ 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を行

う。 

 

４ 消火可能地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して行う。 

 

５ 市街地火災消防活動優先の原則 

大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、街区に面する部

分及び街区の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活動

にあたる。 

 

６ 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般の街区から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な

消防活動を優先する。 

 

７ 災害現場活動の原則 

（１）出動隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を最優先とし、撤退路を確保し

た延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定する。 
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（２）火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻勢的現場活動により火災

を鎮圧する。 

（３）火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先とし、道路、

河川、耐火構造物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

 

第２ 消防団による活動 

消防本部（南消防署）と連携を取りながら以下の活動を行う。 

１ 情報収集活動 

村内の災害情報の収集を積極的に行う。 

 

２ 出火防止 

地震の発生により、火災等の災害発生が予想された場合は、居住地周辺の住民に対し、出火

防止の広報を行い、出火した場合には、住民と協力して初期消火を図る。 

 

３ 消火活動 

消防隊が到着するまでや消防隊が十分でない場合には、率先して消火活動を行う。 

 

４ 救助活動 

消防本部（南消防署）による活動を補佐し、又は自らが積極的に活動し、要救助者の救助救

出と負傷者に対して簡易な応急措置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

 

５ 避難誘導 

避難の指示・勧告がなされた場合には、住民に伝達し関係機関と連絡を取りながら、住民を

安全に避難誘導する。 

 

第３ 県内隣接協定及び統一応援協定による応援 

安達地方広域行政組合消防本部は、単独での消火活動が困難であると判断したときは隣接消

防相互応援協定を締結している消防機関に応援を要請し、それでも対応できない場合は福島県

広域消防相互応援協定による派遣要請を行う。 

 

第４ 他都道府県への応援要請 

１ 村長は、地震発生時における他都道府県への応援要請の必要が見込まれる場合は、以下の手

続きによって知事への応援要請を行う。 

（１）応援要請の手続き（要請は責任者の口頭でも可、後日文書を提出すること。） 

村長は他都道府県の消防隊の応援を要請したいときは、原則として次の事項を明らかにし

て知事に要請する。 

ア 火災の状況及び応援要請の理由 

イ 緊急消防援助隊の派遣要請期間 

ウ 応援要請を行う消防隊の種別と人員 

エ 村への進入経路及び結集場所 
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（２）緊急消防援助隊の受入態勢 

円滑な受入を図るため、応援要請を行う消防機関は、担当者を明確にし連絡体制を整えて

おく。 

ア 緊急消防援助隊の誘導方法 

イ 緊急消防援助隊の人員、機材数、指揮者等の確認 

ウ 緊急消防援助隊に対する給食、仮眠施設等の手配 

 

 

第８節 救助・救急 

   

 地震災害発生後において、生命・身体の安全を守ることは、最優先されるべき課題で

あり、人員、資機材等を優先的に投入して、救助活動を実施する。 

 村は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防災関係機関の協力を得ながら救

助・救急活動を実施する。 

 

第２編 第２章 第７節「救助・救急」を準用する。（Ｐ114） 

 

 

第９節 自衛隊災害派遣要請 

   

 災害発生時における自衛隊の派遣要請を行う場合の必要事項、手続き等を明らかに

し、迅速かつ円滑な災害派遣活動が実施されることを目的とする。 

 

第２編 第２章 第８節「自衛隊災害派遣要請」を準用する。（Ｐ117） 
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第１０節 避難 

 

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るた

めの行動」とする。 

 地震災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連絡調整を密にし、迅

速・適切な避難誘導に努めるものとする。 

また、高齢者・乳幼児・疾病者・障がい者（児）及び外国人等のいわゆる「要配慮者」

への情報伝達・避難誘導、避難場所における生活等について、特に配慮するものとする。 

 

第１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令及び「屋内安全

確保」の指示 

村長は、地震に伴う火災、家屋の倒壊、山崩れ、地すべり等の災害から人命、身体の保護又

は災害の拡大防止のため、必要があると認められるときは、住民等に対して、避難準備・高齢

者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令及び「屋内安全確保措置」の指示を行う。 

 

１ 避難の実施機関  

（１）実施の責任者及び基準 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の実施責任者は次のとおり

であるが、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）を発令したとき、

あるいは自主避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡を行うものとする。 

また、災害の発生があると予想される場合においては、人命の安全を確保するため、危険

の切迫する前に十分な余裕を持って、安全な場所へ住民を避難させる必要がある。避難勧告

等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所等への移動を原則とするも

のの、災害の性質や発災時の状況によっては、指定緊急避難場所等へ移動を行うことがかえ

って人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認められる場合は、近隣の安全な場所へ

の移動、「屋内安全確保」を指示する必要がある。このため、特に避難行動や情報面で支援

を要する人が早期に避難や安全確保のための行動を開始できるよう情報提供に努め、住民に

対しても、早期に避難等を指示するとともに、避難の指示等をあらゆる手段を用いて住民に

周知徹底する。 

その際、村は、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内容を工夫すること、その対

象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達することなどに

より、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとする。 

村は、避難勧告等については、空振りをおそれず、早めに発出することを基本とし、避難

が必要な状況が夜間や早朝となる場合には、早めの避難準備・高齢者等避難開始の発令等を

検討する。 

村は、災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始

に係る情報の発令等と併せて指定緊急避難場所等を開放し、住民等に対し周知徹底を図るも

のとする。 
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避難勧告等発出責任者一覧表 

事項 

区分 
実施責任者 措   置 実 施 の 基 準 

避難準備・高

齢者等避難

開始 

村   長 

(災害対策基本法第56条) 

一般住民に対する避難準

備、要配慮者等に対する避

難行動の開始 

人的被害の発生する可能性が高まった場合にお

いて、避難行動に時間を要する者が避難行動を

開始する必要があると認められるとき。 

避難勧告  村   長 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退きの勧告及び立ち

退き先の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、特に必要と認められるとき。 

知   事 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退きの勧告及び立ち

退き先の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害の発生により、村がその全部又は大部分の

事務を行うことができなくなったとき。 

避難指示 

（緊急）等 

 村   長 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退き及び立ち退き先

の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、急を要すると認められるとき。 

 知   事 

(災害対策基本法第60条) 

立ち退き及び立ち退き先

の指示 

「屋内安全確保」の指示 

災害の発生により、村がその全部又は大部分の

事務を行うことができなくなったとき。 

知事及びその命 

を受けた職員 

(地すべり等防止法第25条) 

立ち退きの指示 地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき。 

知事及びその命 

を受けた職員又 

は水防管理者 

(水防法第29条) 

立ち退きの指示 洪水又は氾濫により著しい危険が切迫している 

と認められるとき。 

 警 察 官 

(災害対策基本法第61条) 

立ち退き及び立ち退き先

の指示 

「屋内安全確保」の指示 

村が避難のための立ち退き若しくは「屋内安全

確保」を指示することができないと認めると

き。 

村長から要求があったとき。 

  警 察 官 

(警察官職務執行法第4条) 

警告及び避難等の措置 重大な災害が切迫したと認められるときは、警

告を発し、又は特に急を要する場合において危

害を受けるおそれのある者に対し、必要な限度

で避難の措置をとる。 

  自 衛 官 

(自衛隊法第94条) 

警告及び避難等の措置 災害により危険な事態が生じた場合において、

警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣

が命ぜられた部隊等の自衛官は避難について必

要な措置をとる。 

※（１）村長以外の者が「避難勧告」及び「避難指示（緊急）」を行った場合、実施後直ちに、

その旨を村長（本部長）に通知しなければならない。 
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２ 避難勧告及び避難指示（緊急）の内容 

避難勧告、避難指示（緊急）を実施する者は、次の内容を明示して行うものとする。 

（１）避難対象地域 

（２）避難先 

（３）避難経路 

（４）避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

（５）その他必要な事項 

 

３ 避難措置の周知等 

避難勧告又は避難指示（緊急）を行った者は、おおむね次により必要な事項を通知するもの

とする。 

（１）知事への報告 

村長は、避難のための立ち退きの勧告及び指示、立ち退き先の指示又は「屋内安全確保」

を指示したときは、次の事項について速やかにその旨を知事に報告する。 

また、住民が自主的に避難した場合も同様とする。 

ア 避難勧告・避難指示（緊急）、「屋内安全確保」の指示の有無 

イ 避難勧告・避難指示（緊急）、「屋内安全確保」の指示の発令時刻 

ウ 避難対象地域 

エ 避難場所及び避難経路 

オ 避難責任者 

カ 避難世帯数、人員 

キ 経緯、状況、避難解除帰宅時刻等 

避難及び「屋内安全確保」の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するととも

に、速やかにその旨を知事に報告する。 

（２）住民への周知 

村は、自ら避難勧告、避難指示（緊急）及び「屋内安全確保」の指示を発令した場合、あ

るいは他機関からその旨の通知を受けた場合は、迅速に住民へ周知するとともに、関係機関

に連絡を行う。 

なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。 

（３）警察官の措置の報告系統 

ア 災害対策基本法に基づく措置 

警察官→警察署長→村長→知事（県災害対策課） 

イ 職権に基づく措置 

警察官→警察署長→県警察本部長→知事→村長 

（４）自衛官の措置 

自衛官 → 災害派遣区域を管轄する → 村長 

陸上自衛隊駐屯地司令 

 

第２ 警戒区域の設定 

第２編 第２章 第９節「避難」第２を準用する。（Ｐ130） 
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第３ 避難の誘導 

第２編 第２章 第９節「避難」第３を準用する。（Ｐ131） 

 

第４ 避難行動要支援者等対策 

第２編 第２章 第９節「避難」第４を準用する。（Ｐ132） 

 

第５ 広域的な避難対策 

第２編 第２章 第９節「避難」第５を準用する。（Ｐ133） 

 

第６ 安否情報の提供等 

第２編 第２章 第９節「避難」第６を準用する。（Ｐ133） 

 

 

第１１節 避難所の設置・運営 

   

 避難所は、災害のために現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で、避難しなけ

ればならない者を一時的に学校その他既設の建物又は応急仮設物等に受入保護すること

を目的とする。 

 

第２編 第２章 第１０節「避難所の設置・運営」を準用する。（Ｐ135） 

 

 

第１２節 医療（助産）・救護 

   

 地震発生時には、広域あるいは局地的に、医療（助産）・救護を必要とする多数の傷

病者の発生が予想される。このため震災時における救急の初動体制を確立し、住民に応

急的に医療を施し、又は助産の処置を確保しその保護を図るものとする。 

 

第２編 第２章 第１１節「医療（助産）・救護」を準用する。（Ｐ141） 
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第１３節 道路の確保（道路障害物除去等） 

 

 地震発生直後の道路の被害状況を早急に把握し、救助活動を円滑に行うため、障害物

の除去、応急復旧等を行う。また、制約された条件下で効果的に行うため、関係機関と

協議のうえ、緊急輸送路の開通作業を他の道路に先駆けて実施する。 

 

第１ 優先開通道路の選定 

１ 選定基準 

「第１章 第１２節 緊急輸送路等の指定」の中で指定された緊急輸送路であること。 

 

２ 開通作業の優先順位 

優先順位は、緊急性の高い順に、第１次確保路線、第２次確保路線、第３次確保路線とする。 

 

第２ 資機材の確保 

１ 村  

村は、障害物除去、応急復旧のための資機材の確保を図るものとする。 

なお、南達建設業組合等の関係団体との連絡を密にして使用可能な建設機械等の把握を行う

とともに、民間所有の応急復旧の資機材の確保について国、県、他市町村と調整を図るものと

する。 

 

２ 国及び県 

東北地方整備局福島河川国道事務所及び県北建設事務所（二本松土木事務所を含む）は、災

害時の応急復旧が可能なように資機材の確保を図る。 

 

第３ 道路開通作業の実施 

１ 村 

村は、村内の道路の被害状況、道路上の障害物の状況を速やかに調査し、所管する国、県に

報告する。 

また、村は第１次確保路線から順次開通作業を実施する。地域によって第１次確保路線から

開通することが困難な場合は、第２次確保路線以下の道路から開通作業を実施する。 

なお、被害状況により確保路線の開通が困難な場合は、確保路線以外の道路で緊急輸送路と

しての確保が必要な道路を開通する。 

このうち、道路上の破損、倒壊等による障害物の除去については、警察、自衛隊、消防機関

及び占用工作物管理者等が協力しあい、交通の確保に努める。 

 

２ 国及び県 

東北地方整備局福島河川国道事務所及び県北建設事務所（二本松土木事務所を含む）は、道

路の状況を速やかに把握するため、パトロールカーによる巡視を実施し、道路情報の収集に努

める。被害があった場合には、確保路線の開通作業を実施する。 
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第１４節 緊急輸送対策 

   

 災害応急対策実施に必要な人員及び物資の輸送は、災害対策活動の根幹となるもので

ある。このため、緊急時における輸送路等を確保するとともに、車両等が円滑に調達で

きるようにしておくことが重要であり、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の

円滑な実施に配慮して輸送活動を行うものとする。 

 

第２編 第２章 第１２節「緊急輸送対策」を準用する。（Ｐ144） 

 

 

第１５節 災害警備活動及び交通規制措置 

   

 大規模災害の発生時においては、様々な社会的混乱や道路交通を中心とした交通混乱

が予測されるため、関係機関は連携し、住民の安全確保、各種犯罪の予防、取り締まり

及び交通秩序の維持等を行う。 

 

第２編 第２章 第１３節「災害警備活動及び交通規制措置」を準用する。（Ｐ147） 

 

 

第１６節 防疫及び保健衛生 

    

 地震災害による被災者の病原体への抵抗力及び被災地の衛生環境の低下を防止すると

ともに、避難所あるいは仮設住宅等での保健指導の実施、災害によるストレス等に対す

る精神保健指導を行い、被災者の健康の維持を図る。 

 

第２編 第２章 第１４節「防疫及び保健衛生」を準用する。（Ｐ151） 

 

 

第１７節 廃棄物処理対策 

    

本節のほか、大玉村災害廃棄物処理計画基礎資料（平成30年３月策定）に基づき、災

害時に発生したごみ、し尿及び災害に伴って発生したがれきの処分等を迅速・的確に実

施し、生活環境の保全、公衆衛生の確保、さらに被災地での応急対策や復旧・復興の円

滑な実施を図る。 

 

第２編 第２章 第１５節「廃棄物処理対策」を準用する。（Ｐ155） 
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第１８節 救援対策 

    

 震災により生活に必要な物資が被害を受けたり、流通機構の混乱等により物資の入手

が困難となった場合においても、住民の基本的な生活の確保、人心の安定を図ることを

目的として、生活の維持に特に欠かせない食料、生活必需品及び飲料水等を確保すると

ともに、迅速な救援を実施する。この場合、指定避難所に避難している被災者のみなら

ず、指定避難所以外に避難あるいは在宅被災者への供給にも配慮するものとする。 

 

第２編 第２章 第１６節「救援対策」を準用する。（Ｐ160） 

 

 

第１９節 被災地の応急対策 

    

 被災地内の住民の生活やインフラを復旧させるため、道路や宅地内等の障害物を除去

するとともに、自力で生活を復旧できない被災者のために、仮設住宅の建設、住宅の応

急修理等を行う。また、各種相談事業を行う。 

 

第２編 第２章 第１７節「被災地の応急対策」を準用する。（Ｐ164） 

 

 

第２０節 死者の捜索、遺体対策等 

    

 村は災害により死亡していると推定される者については、捜索及び収容を行い、身元

が判明しない死亡者については、火葬・埋葬に付し、人心の安定を図る。 

 

第２編 第２章 第１８節「死者の捜索、遺体対策等」を準用する。（Ｐ172） 

 

 

第２１節 生活関連施設の応急対策 

    

 上水道、下水道、電気、ガス、交通、通信、放送等の生活に密着した施設が被災した

場合、生活の維持に重大な支障をきたすことが予想され、その影響は極めて大きいこと

から、速やかな応急復旧の対策を図るための対策を確立するものとする。 

 

第２編 第２章 第１９節「生活関連施設の応急対策」を準用する。（Ｐ175） 
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第２２節 道路、河川管理施設等及び公共建築物の応急対策 

 

 災害時においては、道路・橋梁施設を災害から防護するとともに、緊急輸送路を最優先

に応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、避難及び救助・救援のための交通路を確保する。 

 また、地震により河川管理施設等に被害を受けた場合は、浸水被害が拡大する可能性が

あるため、対策を講ずる必要がある。 

 さらに、公共建築物等の管理者は、その機能を確保するため自主的な災害応急対策活動

を行い、被害の軽減を図る。 

  

第１ 道路の応急対策 

１ 村管理道路の応急対策計画 

（１）基本方針 

地震により道路、橋梁等の交通施設に被害が発生し、若しくは発生するおそれがあり、交

通安全と施設保安上必要と認められるとき、又は、地震災害における交通確保のため必要が

あると認められるときは、通行禁止及び制限並びにこれに関連した応急対策についての計画

を定め、警察との連携を図りながら直ちに活動に入る。 

（２）応急対策 

村は、村の管理する道路について早急に被害状況を把握し、所定の報告を行う他、障害物

除去、応急復旧を行い、道路機能を確保する。 

障害物除去について、警察署、消防本部（南消防署）、自衛隊は状況に応じて協力して必

要な措置をとる。 

ア 村は、地震による道路の被害状況、措置状況等の情報を、県及び各防災関係機関へ速や

かに連絡する。 

イ 地震の発生後、道路等について、直ちに調査点検し、被害状況に応じた応急復旧を行い、

交通の確保に努める。 

ウ 地震災害発生と同時に、警察と協力して交通規制を行い、防災行政無線、看板及び広報

車等により、通行者に対し交通情報等を提供する。 

エ 上下水道、電気、ガス、電話等道路占有施設の被害が発生した場合は、当該施設管理者

及び当該道路管理者に通報する。緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知措置

等住民の安全確保のための措置をとり、事後速やかに連絡する。 

（３）復旧計画 

地震による被害施設の早期復旧を図り、併せて地震災害の再発を防止するための施設の新

設、又は改良を行う等、将来の地震に備えた事業を行う。 

 

２ 主要農道・主要林道応急対策計画 

（１）防災関係機関等への連絡 

農道・林道管理者は、所管する道路の被害状況等を調査し、その結果を県に速やかに報告

する。 

（２）交通の確保 

農道・林道管理者は、所管する道路の障害物の除去及び応急復旧を行い、交通の確保に努
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める。特に、農道のうち生活道路及び林道のうち集落との連絡林道については、優先して措

置する。 

（３）交通規制 

農道管理者は、通行が危険な農道について、警察署と協力して必要な交通規制を行い、通

行者に対する避難誘導措置を講じる。また、林道管理者は、通行が危険な林道について、関

係機関に通報するとともに、通行禁止等の措置を講じる。 

 

３ 国及び県管理道路の応急対策計画 

（１）基本方針 

村は、村内の国及び県管理道路に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、早急

に被害状況を把握し、県（二本松土木事務所）及び国（国土交通省福島河川国道事務所）に

連絡し、緊急輸送の確保と安全かつ円滑な交通の確保に努める。 

（２）応急対策 

ア 道路の被害状況等を速やかに把握し、国及び県の機関に連絡する。 

イ 道路上の車両、道路上への倒壊物又は落下物等道路の通行に支障を及ぼす障害物を除去

し、交通の確保に努める。この場合、主要避難路及び緊急輸送路から優先的に実施する。 

ウ 上下水道、電気、ガス、電話等道路占有者の施設に被害が発生した場合は、各施設の管

理者に通報する。緊急の場合は、通行の禁止又は制限、あるいは現場付近の立入禁止、避

難の誘導、広報等、住民の安全確保のため必要な措置を講じ、防災関係機関、施設の管理

者等に通報する。 

 

４ 交通安全施設応急対策計画 

（１）基本方針 

警察署は、地震により信号機等交通安全施設の損壊、故障が生じた場合、迅速に対処し、

被災地域内での交通の安全と緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、体制の整備及び交

通安全施設の整備を推進する。 

（２）応急対策 

ア ヘリコプタ－による被害状況の把握 

テレビカメラ搭載のヘリコプタ－（ヘリテレ）により、被災地域内の交通安全施設等の

被害状況を早急に把握する。 

イ 信号機等の応急復旧 

交通信号機が倒壊、傾斜又は断線等によりその修復を要する場合には、県の指定する緊

急輸送道路を優先して、順次復旧するものとする。 

ウ 交差点における交通整理 

被災地内及び関連道路の主要交差点に、交通整理員を配置して交通の安全と円滑化を図

り、被災地住民の不安の解消に努める。 

エ 交通情報提供装置等による交通（道路）情報の提供 

道路利用者に対し、交通管制センタ－の交通情報提供装置、テレガイド等による情報の

提供を行い、被災地域内への一般車両の流入を抑制する。 

オ 報道機関に対する交通（道路）情報の提供 
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報道機関へ交通（道路）情報を提供し、ラジオ、テレビ等を通じて被災地内の一般車両

の流入抑制を図る。 

 

第２ 河川管理施設等の応急対策 

１ 河川管理施設応急対策 

（１）基本方針 

村は、県及び消防関係機関と連携し河川管理施設の地震による被害を軽減するため、村消

防団の協力を求め水防活動を行う。また、堤防等が破壊・損壊などの被害を受けた場合にお

いては、施設の応急復旧に努める。 

ア 水防上必要な監視、警戒、通信、連絡及び輸送の体制 

イ 水防に必要な器具、資材及び設備の整備 

ウ 県及び消防関係機関等との相互の協力及び応援体制 

（２）応急対策 

村は、消防団による水防活動が十分に行われるよう二本松土木事務所と情報の交換を図り、

水防上必要な器具、資材等の応援要請、技術的支援等を要請する。また、村が行う応急復旧

についても技術的な支援を受ける。 

（３）復旧計画 

ア 地震による被災箇所について、速やかに復旧計画をたてるとともに、これに基づく従前

の効用を回復させる。 

イ 被災した箇所を把握し、被害状況を各関係機関に報告する。この被害状況に基づいて災

害復旧事業及び改良復旧事業を計画し、国の災害査定を受けた後、災害復旧事業において

は従前の効用を回復し、改良復旧事業においては再度災害の防止と治水安全度の向上を図

る。 

 

２ 国及び県管理河川の応急対策計画 

（１）基本方針 

国土交通省福島河川国道事務所及び二本松土木事務所は、地震による被害を軽減するため、

村及び消防関係機関等の水防活動が円滑に行われるよう配慮し、下記の活動を確保するとと

もに、堤防等の河川管理施設が崩壊などの被害を受けた場合にも応急復旧に努める。 

ア 水防上必要な監視、警戒、通信、連絡及び輸送の体制 

イ 水門、樋門等に対する遅滞のない操作 

ウ 水防に必要な器具、資材及び設備の整備 

（２）応急対策 

県及び村の水防活動が十分に行われるよう情報の連絡又は交換を図り、水防上必要な器具、

資材等の整備及び技術的な援助を与えるなど調整にあたる。また並行して河川管理施設、特

に重要水防区域を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

（３）復旧計画 

ア 地震による被災箇所について、速やかに復旧計画をたてるとともに、これに基づく従前

の効用を回復させる。 

イ 被災した箇所を把握し、被害状況を各関係機関に報告する。この被害状況に基づいて災
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害復旧事業及び改良復旧事業を計画し、災害復旧事業においては従前の効用を回復し、改

良復旧事業においては再度災害の防止と治水安全度の向上を図る。 

 

３ 砂防施設等応急対策 

（１）基本方針 

村は、県と連携し、地震により砂防施設等に被害が発生し、又は発生するおそれがある場

合には、砂防施設の地震後点検を速やかに実施する。また、必要に応じ関係機関等と協力し

土砂災害危険箇所の点検も実施する。 

（２）応急対策 

地震後点検により被災状況を把握し、砂防施設の被災、又は斜面崩壊等により二次災害発

生のおそれがある場合には、速やかに応急対策に努めるものとする。 

 

４ ため池施設応急対策 

（１）ため池管理者は、一定規模以上の地震が発生した場合は、ため池の緊急点検を行い、その

結果を速やかに村長に報告する。また、ため池に被害が発生した場合は、直ちに応急措置を

行い、ため池の安全を確保し、二次災害を防止する。 

（２）ため池管理者は、地震によりため池被害が生じた場合は、村長の指示のもと、直ちに緊急

放流や応急工事を行い、ため池の安全回復に努める。 

 

第３ 公共建築物等の応急対策 

１ 基本方針 

各施設の管理者は、人命安全確保を第一とし、重要な社会公共施設の機能を確保するため自

主的な災害対策活動を行い、被害の軽減を図る。 

社会公共施設は、地震災害後における医療、給食、ボランティア活動等における災害応急対

策の拠点としての業務が遂行できるよう、それぞれの施設において、自主的な災害対策活動が

実施できることを目標とする。 

 

２ 応急対策 

各施設の管理者は、重要な社会公共施設の機能及び人命の安全確保を図るため、自主的な応

急対策を行い、被害の軽減を図るものとする。各施設の管理者は、地震時の出火及びパニック

防止を重点におき、それぞれの施設において自主的な災害活動が実施できるようにするととも

に地震災害後における災害復旧を早急に行う。 

（１）避難対策については、特に綿密な計画を樹立して万全を期する。 

（２）地震時における混乱の防止措置を講ずる。 

（３）緊急時には関係機関へ通報して応急の措置を講ずる。 

（４）避難所になった場合には、防火について十分な措置をとる。 

（５）施設入所者、利用者等の人命救助を第一とする。 
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第２３節 文教対策 

    

 村教育委員会及び学校長等は、地震災害時において、園児、児童及び生徒（以下「児

童生徒等」という。）の安全を確保するとともに、学校教育活動の円滑な実施を確保す

るため、その所管する業務について、震災時における応急対策計画を定めるものとする。 

 

第２編 第２章 第２１節「文教対策」を準用する。（Ｐ185） 

 

 

第２４節 要配慮者対策 

    

 災害は発生時において、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国

人等いわゆる「要配慮者」は、災害情報の受理及び認識、避難行動、避難所における生

活等のそれぞれの場面で困難に直面することが予想される。 

このため「第１０節 避難」のとおり、要配慮者への情報伝達、避難誘導等において、

配慮する必要があるとともに、災害発生後、速やかな要配慮者の把握、避難所における

保健福祉サービスの提供等が求められる。 

 

第２編 第２章 第２２節「要配慮者対策」を準用する。（Ｐ189） 

 

 

第２５節 ボランティアとの連携 

    

 大規模な地震により大きな災害が発生した場合、村及び防災関係機関だけでは、災害

応急対策を十分に対応できないことが予想される。このため、ボランティアの協力を得

ながら、効率的な災害応急活動を行えるようボランティアの有効な活用を図るものとす

る。 

 なお、発災後の時間の経過とともに、ボランティアを必要とされる活動領域が変化し

ていくことに留意する必要がある。 

 

第２編 第２章 第２３節「ボランティアとの連携」を準用する。（Ｐ192） 

 

 

第２６節 危険物施設等災害応急対策 

    

 危険物等貯蔵施設に係る災害が発生した場合、付近住民の生命・財産を脅かすこと

が予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急対策を図るための対策

を確立するものとする。 

 

第２編 第２章 第２４節「危険物施設等災害応急対策」を準用する。（Ｐ194） 
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第２７節 災害救助法の適用等 

    

 災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に国の責任において行われ、

都道府県知事は、法定受託事務として救助の実施にあたるものである。 

 また、職権の一部を市町村に委任することができるとされている。 

 災害により被害の程度が一定の基準を超える場合は、災害救助法の適用を県知事に

申請し、法に基づく救助の決定を求める。 

 これにより、り災者の生命・生活の保護と社会秩序の迅速な安定を図るための対策

の実施に伴う財政的・制度的根拠が担保される。 

 

第２編 第２章 第２５節「災害救助法の適用等」を準用する。（Ｐ196） 
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第３章 災害復旧計画 
 

第１節 施設の復旧対策 

     

 災害復旧計画は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分検討して作成するも

のとする。この計画の策定は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて再度災害の

発生を防止するため、必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計

画を樹立し、早期復旧を目標にその実施を図るものとする。 

 なお、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、激甚災害指定基準に該当する場

合は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害

の指定を、早期に受けられるよう努めるものとする。 

 

第２編 第３章 第１節「施設の復旧対策」を準用する。（Ｐ208） 

 

 

第２節 被災地の生活安定 

     

 大規模震災時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは

生命の危機に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、

速やかな災害復旧を妨げる要因となる。そこで、災害時の人身の安定と社会秩序の維持

を図ることを目的として、防災関係機関と協力し、被災地の生活の安定のための緊急措

置を講ずるとともに、適切な情報提供に努めるものとする。 

 

第２編 第３章 第２節「被災地の生活安定」を準用する。（Ｐ212） 
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第４編 火山災害対策編 
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第１章 火山災害対策計画 
 

第１節 基本方針 

 

 本村の西北部に那須火山地帯に属する安達太良山があり、明治32年、明治32～明治33

年に噴火があった。火山現象による災害が発生し、又は、災害が発生するおそれのある場

合に、早期に初動体制を確立してその拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災対策につ

いて定めるものとする。 

 

 

第１ 火山の現況及び基本方針 

那須火山帯に位置する安達太良山、吾妻山、磐梯山等は、近世の歴史にみられるように火山

活動によって多くの被害をもたらしている。 

全国には111（令和２年10月時点）の活火山があり、このうち、今後100年程度の中長期的な

噴火の可能性及び社会的影響を踏まえて「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な

火山」として火山噴火予知連絡会によって50火山が選定されている（平成26年11月選定）。気

象庁は、これらの火山について噴火の前兆を捉えて噴火警報等を的確に発表するために常時観

測体制を整備し、火山活動を24時間体制で常時観測・監視している。福島県の火山では、安達

太良山、吾妻山、磐梯山、那須岳について、仙台管区気象台火山監視・情報センター及び気象

庁地震火山部火山監視・警報センターで常時観測・監視している。 

本村もここに、火山活動から住民の生命、身体及び財産を保護するため、火山情報の収集及

び伝達、防災施設の整備、警戒及び避難その他の災害対策に関する事項を定め防災体制の確立

を期するものとする。 

 

名称 所在市町村 

吾妻山 福島市、猪苗代町、北塩原村 

安達太良山 大玉村、福島市、郡山市、二本松市、本宮市、猪苗代町 

磐梯山 郡山市、会津若松市、喜多方市、猪苗代町、磐梯町、北塩原村、湯川村 

那須岳 白河市、西郷村、下郷町 

沼沢 三島町、金山町 

燧ケ岳 檜枝岐村 

 

第２ 火山災害警戒地域 

活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」）に基づき、内閣総理大臣は火山の爆発による

人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域として火山災害警戒地域（以下

「警戒地域」という。）を指定している。 

福島県の警戒地域は以下の表のとおりであり、本章における市町村とは次の13市町村をいう。 
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名称 所在県 所在市町村 

吾妻山 福島県、(山形県) 福島市、猪苗代町、(米沢市) 

安達太良山 福島県 大玉村、福島市、郡山市、二本松市、本宮市、猪苗

代町 

磐梯山 福島県 会津若松市、喜多方市、北塩原村、磐梯町、 

猪苗代町、湯川村 

那須岳 福島県、(栃木県) 下郷町、西郷村、(那須塩原市、那須町) 

 

なお、警戒地域に指定された県・市町村は想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制

の整備に関し、必要な協議を行うための火山防災協議会を火山ごとに共同で設置する。 
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第２節 災害予防対策 

 

 火山による災害を最小限にとどめるため、火山防災に関する体制の整備及び防災知識の

普及等について、その実施を図るものとする。 

 

第１ 福島県の火山防災協議会 

福島県、山形県、栃木県及び関係市町村は、安達太良山、吾妻山、磐梯山及び那須岳におい

て想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うため、活火

山法第４条第１項の規定に基づき、安達太良山火山防災協議会、吾妻山火山防災協議会、磐梯

山火山防災協議会及び那須岳火山防災協議会を共同で設置している。本村は、安達太良山火山

防災協議会に含まれる。 

協議会は主に以下の事項について協議を行うこととする。 

（１）噴火に伴う現象とその影響の推移を時系列で示した「噴火シナリオ」に関する事項 

（２）影響範囲を地図上に示した「火山ハザードマップ」に関する事項 

（３）噴火活動の段階に応じた入山規制や避難等の防災行動を定めた「噴火警戒レベル」に関す

る事項 

（４）避難場所、避難経路、避難手段等を示した具体的な「避難計画」に関する事項 

（５）活火山法第５条第１項の規定により、県防災会議が県地域防災計画に定めなければならな

い事項 

（６）活火山法第６条第１項の規定により、市町村防災会議が市町村地域防災計画に定めなけれ

ばならない事項 

（７）住民、登山者、観光客等に対する情報提供に関する事項 

（８）火山防災意識の啓発活動に関する事項 

（９）その他必要と認められる事項 

また、村の所属する安達太良山火山防災協議会の構成機関及び主な動きについては下表のと

おり。 

名称 

安達太良山火山防災協議会（平成 28年 2月 17日設置） 

※福島県火山防災対策連絡会議（平成 12年 4月 1日設置） 

※安達太良山・吾妻山・磐梯山火山防災協議会（平成 26年 11 月 7日設置） 

※活動火山対策特別措置法（昭和 48 年法律第 61 号）第 4 条の規定に基づく組織

改正（平成 28年 2月 17日） 

構 成 機

関（◎は

事務局） 

■都道府県 

福島県◎ 

■市町村 

大玉村、福島市、郡山市、二本松市、本宮市、猪苗代町 

■気象台 

仙台管区気象台、福島地方気象台 

■地方整備局 

東北地方整備局 

■自衛隊 

陸上自衛隊第 44普通科連隊 

■警察 

福島県警察本部 

■消防 
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福島市消防本部、安達地方広域行政組合消防本部、 

郡山地方広域消防組合消防本部、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 

■火山専門家 

東北大学、福島大学、宇都宮大学、茨城大学、東京農工大学、磐梯山噴火記念

館（館長） 

■その他 

大玉村観光協会、福島県観光物産交流協会、福島市観光コンベンション協会、

郡山市観光協会、二本松市観光連盟、岳温泉観光協会、塩沢温泉観光協会、本

宮市観光物産協会、猪苗代観光協会、福島県バス協会、国土地理院東北地方測

量部、環境省裏磐梯自然保護官事務所、関東森林管理局福島森林管理署 

最 近 の

主 な 動

き 

平成 21年 3月 31日 噴火警戒レベルの運用開始 

平成 28年 3月 火山ハザードマップの作成 

平成 30年 5月 29日 避難計画（火口周辺地域）の策定 

平成 31年 3月 13日 噴火警戒レベル見直し及び避難計画改定の検討 

令和元年 7月 9日 避難計画、噴火警戒レベル見直しの承認 

令和元年 9月 25日 噴火警戒レベルの改定 

 

１ 避難計画等の策定 

村は、安達太良山火山防災連絡会議が作成した、安達太良山火山ハザードマップをもとに、

平成28年３月に、防災上必要な情報を付加した安達太良山火山防災マップを作成し、村内各世

帯に配布している。 

これらを踏まえながら、村は、安達太良山火山防災連絡会議等における共同検討などを通じ

て、警戒地域ごとに、次の事項について、避難開始時期、避難対象地域、指定緊急避難場所等

の避難先、避難経路・手段などを内容とする具体的で実践的な避難計画を策定するものとする。 

（１）火山現象の発生及び推移に関する情報収集・伝達や予警報の発令・伝達に関する事項 

（２）噴火警戒レベルの運用による入山規制や避難勧告等避難のための措置について村長が行う

通報及び警告に関する事項 

（３）避難場所及び避難経路に関する事項 

（４）火山現象に係る避難訓練に関する事項 

（５）救助に関する事項 

（６）警戒地域内の不特定かつ多数の者が利用する施設又は要配慮者利用施設で噴火等の火山現

象の発生時に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設（避難促進施設）の名

称及び所在地 

（７）その他必要な警戒避難体制に関する事項 

 

２ 住民、登山者、観光客等に対する周知・啓発 

村は、火山地域の住民、登山者、観光客等に対し、火山災害の危険性について周知・啓発を

行うとともに、作成した安達太良山火山防災マップ等による情報提供を効果的に行う。また、

当該区域における安達太良山火山防災マップ及び警戒避難対策等を村地域防災計画に明示し、

その内容を当該区域の住民等に周知するものとする。 

村は、登山者及び観光客に対し、登山情報及び観光情報において、火山災害の危険性のほか、

避難に関する情報や山小屋等の位置等について周知・啓発を行う。また、福島県観光物産交流

協会、村観光協会及びその他の関係機関は、注意喚起のため標識の掲示、チラシの配付等その
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所掌業務に基づき、周知・啓発を行うほか、村から周知・啓発について応援要請があった場合

はこれに協力するものとする。 

村は、異常現象を発見した場合の通報義務について住民、登山者、観光客等に啓発を図ると

ともに、火山性ガスの噴出地帯などの危険箇所については、立入を規制する立看板等を設置す

るなど、住民、登山者、観光客等へ周知を図るものとする。 

 

３ 登山届等の提出の周知・啓発 

村は、火山災害発生時の救助活動を迅速、的確に実施するため、関係機関等と連携し、火山

地域での登山を計画する者に対し、登山届（登山届、登山計画書、登山カード等をいう。以下

同じ。）等の積極的な提出及び携帯電話による災害情報に関するメール配信登録サービスにつ

いて周知・啓発を図るものとする。 

登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、関係者との連

絡手段の確保、登山届の積極的な提出等の手段を講じるよう努めるものとする。 

 

４ 防災訓練等の実施及び避難誘導体制の充実 

村は、防災関係機関、住民、登山者、観光客等に参加を求め、火山災害の防止又は軽減を図

るため、安達太良山火山防災マップ等を活用するなど、実践的な防災訓練を実施するものとす

る。 

また、村及び安達太良山火山防災連絡会議は、防災関係機関等に参加を求め、火山災害の特

殊性を考慮した火山防災情報の収集・伝達訓練、通信訓練を実施し、訓練により明らかとなっ

た課題等について、避難計画に反映させる等、訓練を通じて火山防災対策の充実を図るように

努めるとともに、避難誘導・支援者などが噴火警報等を確実に入手するための複数の情報入手

手段・装備や、消防団体などの避難支援者へ退避を指示できる通信手段(移動系無線等)及び受

傷事故を防止するための装備の充実を図るものとする。 

 

５ 企業防災の促進（避難確保計画の作成等） 

本章第２節第１の１（６）で村地域防災計画に名称及び所在地を定められた施設（避難促進

施設）の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推移に関する情報伝達に関する事項、防災

体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避

難確保計画の作成・公表、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成した

避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について村長に報告するものとする。 

村は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し必要

な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に努めるものとする。 
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安達太良山情報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異常現象発見者（住民、登山者、観光客、観光施設職員等） 

※災害対策基本法第 54 条（発見者の通報義務） 

福島市 

福島市消防本部 

郡山市 

郡山地方消防本部 県中地方振興局 

福島警察署 

二本松警察署 

猪苗代警察署 

郡山北警察署 

県警察本部 県災害対策本部 

県北地方振興局 大玉村 

 

本宮市 

二本松市 

会津地方振興局 猪苗代町 

会津若松地方 

消防本部 

安達地方消防本部 

火山専門家 

仙台管区気象台 

福島地方気象台 

自然保護課 

観光交流課 

土木企画課 

砂防課 

道路管理課 

福島森林管理署 

会津森林管理署 

県北建設事務所 

県中建設事務所 

喜多方建設事務所 

福島河川国道事務所 

東北地方整備局 

裏磐梯自然保護官事務所 

※関係機関が双方向から情報伝達を行うことにより、関係機関内で情報共有し、災害対応等を行うものとする。 

※県及び市町村は、関連する観光団体、観光施設等と情報共有を図るとともに、山岳会等の団体に対して速やかに情報共有す

るものとする。 

※災害時には、関係機関が連携して対応する。 
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第２ 火山噴火緊急減災対策砂防計画 

村及び防災関係機関は、村地域防災計画、各防災業務計画書等に定めるところにより、緊急

減災対策が迅速かつ効果的に実施できるよう連携体制を整えるものとする。 

さらに、火山の専門家は、円滑な災害対応ができるよう、分析判断などの点で連携協力する

ものとする。 

 

第３ 防災体制の整備 

１ 警戒区域の設定 

気象庁が発表する噴火警報等（噴火警報レベルを含む。）に応じた警戒区域の設定等を行い、

住民等への周知に努めるものとする。 

２ 災害対策本部又は現地本部の設置 

災害対策実施上必要と認めるときは、災害対策本部又は現地本部を設置して、災害対策に万

全を期すものとする。 

３ 噴火警報等の伝達 

関係機関及び住民等に対して、県から通報される噴火警報等の周知徹底を図るものとする。 

４ 避難勧告等の伝達及び監視 

火山現象により村長が発する避難の勧告又は指示を住民、登山者及び観光客に伝達する方法

及び体制並びに監視のための体制を整備しておくものとする。 

特に噴火レベルを導入した火山はレベルに応じた立ち入り規制区域の設定や住民避難計画

を作成するものとする。 

また、伝達にあっては、高齢者、障がい者等の要配慮者に十分配慮するものとする。 

 

第４ 防災事業等の推進 

村は、火山災害による被害を防止又は軽減するため、必要に応じ県に準じて、次の事業等を

推進する。また、登山者や観光客等に対する携帯端末を活用した情報伝達の充実を推進する。 

１ 避難施設（退避舎、待避壕、退避広報施設等）の整備 

２ 防災営農施設の整備 

３ 降灰除去事業 

４ 治山治水事業 

５ 砂防事業 

６ 河川の水質汚濁防止措置 

７ 火山現象の調査、研究及びその成果の普及 

８ 福島地方気象台、県等との連絡調整 
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第３節 災害応急対策 

 

 火山による災害を最小限にとどめるため、火山防災に関する体制の整備及び防災知識の

普及等について、その実施を図るものとする。 

 

第１ 噴火警報等の発表及び伝達 

１ 噴火警報等の種類とレベル 

活火山である安達太良山、吾妻山、磐梯山、燧ヶ岳、沼沢及び那須岳に係る噴火警報等の種

類は、以下のとおりである。 

（１）噴火警報 

噴火警報は、仙台管区気象台及び気象庁地震火山部が、噴火に伴って発生し生命に危険を

及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、短時間で火口周辺や居住地域に

到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場

合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。 

「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」又は「噴火

警報」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」又は「火口周辺警報」として発表する。 

噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特別警報

に位置づけられる。 

（２）噴火予報 

噴火予報は、仙台管区気象台及び気象庁地震火山部が噴火警報の解除を行う場合等に発表

する。 

（３）噴火警戒レベル 

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じた「警戒が必要な範囲」と防災関係機関や住民

等の「とるべき防災対応」を踏まえて５段階に区分して発表する指標である。 安達太良山

の噴火警戒レベルは下表のとおり。 

なお、登山者・入山者等への対応については噴火警戒レベル表に示されるとおりであり、

村は噴火警報レベルに応じて立入規制等を行うものとする。 

 

  安達太良山の噴火警戒レベル表［令和元年9月25日改定］ 

種別 名称 対象範囲 

レベル 

(キーワ

ード) 

火山活動の状況 
住民等の行動及び登山者・ 

入山者等への対応 
想定される現象等 

特別

警報 

噴火警報 

（居住地域） 

又は 

噴火警報 居住地域及

びそれより

火口側 

５  

（避難） 

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生、

あるいは切迫している

状態にある。 

危険な居住地域からの避難

等が必要。 

・火口から概ね４km 以内の居住地域に

大きな噴石が飛散するような噴火が

発生、あるいは切迫している（火砕

流・火砕サージは居住地域近くま

で）。 

・融雪型火山泥流が居住地域に到達、

あるいは切迫している。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 
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種別 名称 対象範囲 

レベル 

(キーワ

ード) 

火山活動の状況 
住民等の行動及び登山者・ 

入山者等への対応 
想定される現象等 

４（避難

準備） 

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生す

ると予想される（可能

性が高まっている）。 

 

警戒が必要な居住地域での

避難準備が必要。 

、要配慮者及び特定地域の避

難等が必要。 

 

・火口から概ね４km 以内の居住地域に

大きな噴石が飛散するような噴火の

可能性（火砕流・火砕サージは居住

地域近くまで）。 

・融雪型火山泥流が居住地域に影響を

及ぼす噴火の可能性。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

警報 噴火警報 

（火口周辺）

又は 

火口周辺警報 

火口から居

住地域近く

まで 

３  (入

山規制) 

居住地域の近くまで重

大な影響を及ぼす（こ

の範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）

噴火が発生、あるいは

発生すると予想され

る。 

住民は通常の生活。 

登山禁止・入山規制等危険な

地域への立入規制等。 

状況に応じて特定地域の避

難、要配慮者の避難準備が必

要。 

 

・火口から概ね2.5km以内に大きな噴石

が飛散、火砕流・火砕サージ、融雪

型火山泥流が流下するような噴火の

発生、またはその可能性。 

【過去事例】 

明治 33 年 7 月 17 日：沼ノ平火口内

で水蒸気噴火 

火口周辺 

２ （火口

周辺規

制） 

火口周辺に影響を及ぼ

す（この範囲に入った

場合には生命に危険が

及ぶ）噴火が発生、あ

るいは発生すると予想

される。 

住民は通常の生活。 

火口周辺への立入規制等。 

状況に応じて特定地域の避

難準備等が必要。 

・火口から概ね１km 以内に大きな噴石

が飛散するような噴火の発生、また

はその可能性。 

【過去事例】 

明治32年8月24日：沼ノ平火口で水蒸

気噴火 

予報 噴火予報 

火口内等 

１  

（活火山

であるこ

とに留

意） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によっ

て、火口内で火山灰の

噴出等が見られる（こ

の範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）。 

状況に応じて火口内への立

入規制等。 

・火山活動は静穏。 

・状況により火口内に影響する程度の

火山灰や火山ガス等の噴出。 

【過去事例】 

平成8年9月：白色噴気30m、沼ノ平中

央部で泥の噴出し直径100mに飛散。 

平成12年2月：一時的に噴気が300mま

で上がる 

※特定地域とは、居住地域よりも安達太良山の想定火口に近い所に位置する、または孤立が想定される集客施設を指す。居 

 住地域より早期に避難等の対応が必要になることがある。 

※融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。 

 

（４）降灰予報 

次の３種類の降灰予報を気象庁地震火山部が発表する。 

ア 降灰予報（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、人々の生活に影響を及ぼす降灰のおそれがある火山に対し

て発表する。 

・噴火の発生に関わらず、火山の活動状況に応じて一定規模の噴火を仮定して定期的に

発表する。 

・１８時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される、降灰範囲や小さな噴

石の落下範囲を提供する。 

イ 降灰予報（速報） 

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受けて発表する。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、「やや多量」以上の降灰が予測された場合に

発表する。 

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、予測された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表する。 
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・事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出することで、噴火後速やかに（5

～10分程度で）発表する。 

・噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲を提供す

る。 

ウ 降灰予報（詳細） 

・噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より精度の高い降灰予測計算を

行って発表する。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、「やや多量」以上の降灰が予測された場合に

発表する。 

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、予測された降灰が「少量」のみであっても必

要に応じて発表する。 

・降灰予測計算結果に基づき、噴火後２０～３０分程度で発表する。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や、降灰開始時刻

を提供する。 

 

降灰量階級と降灰の厚さ 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 1mm以上 

やや多量 0.1mm 以上 1mm未満 

少量 0.1mm 未満 

 

降灰量階級ととるべき行動等 

名称 

表現例 
影響ととるべき行動 

その他の影響 厚さ 

キーワード 

イメージ 

路面 視界 人 道路 

多量 1mm 以上 

【外出を控

える】 

完全に覆わ

れる 

視界不良と

なる 

外出を控える 

慢性の喘息や慢

性閉塞性肺疾患

（肺気腫等）が

悪化し、健康な

人でも目・鼻・

のど・呼吸器等

の異常を訴える

人が出始める 

運転を控える 

降ってくる火山

灰や積もった火

山灰をまきあげ

て視界不良とな

り、通行規制や

速度制限等の影

響が生じる 

がいしへの火山

灰付着による停

電発生や上水道

の水質低下及び

給水停止のおそ

れがある 

やや 

多量 

0.1mm≦ 

厚さ≦1mm 

【注意】 

白線が見え 

にくい 

明らかに降

っている 

マスク等で防護

喘息患者や呼吸

器疾患を持つ人

は症状悪化のお

それがある 

徐行運転する 

短時間で強く降

る場合は視界不

良のおそれがあ

る 

道路の白線が見

えなくなるおそ

れがある（およ

そ 0.1～ 0.2mm

で鹿児島市は除

灰作業開始 

稲等の農作物が

収穫できなくな

ったり※１、鉄

道のポイント故

障等により運転

見合わせのおそ

れがある 

少量 0.1mm 未満 うっすら積

もる 

降っている

のがようや

くわかる 

窓を閉める 

火山灰や衣服や

身体に付着する 

目に入ったとき

は痛みを伴う 

フロントガラス

の除灰 

火山灰がフロン

トガラス等に付

着し、視界不良

航空機の運航不

可※１ 
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名称 

表現例 
影響ととるべき行動 

その他の影響 厚さ 

キーワード 

イメージ 

路面 視界 人 道路 

の原因となるお

それがある 

※１ 富士山ハザードマップ検討委員会(2004)による設定 

 

（５）火山ガス予報 

火山ガス予報は、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を対象に気象庁地震火山部及

び仙台管区気象台から発表される。 

注）該当する火山は、現在はなし。 

発表基準：居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合 

発表時期：原則として定時 

（６）その他の情報等 

噴火警報・予報及び降灰予報以外に、火山活動の状況等を知らせるための情報として、気

象庁地震火山部及び仙台管区気象台は、次の情報等を発表する。 

ア 火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項をとりまとめたもので、定期的又は

必要に応じて臨時に発表する。臨時に発表する際は、火山活動のリスクの高まりが伝わる

よう、臨時の発表であることを明示し、発表する。 

イ 噴火速報 

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住民に、火山が噴火したことを

端的にいち早く伝え、身を守る行動をとってもらうために、火山活動を２４時間体制で観

測・監視している火山を対象に発表する。 

なお、以下のような場合には発表しない。 

・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の噴火が発生した場合。 

・噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認できない場合。 

ウ 火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細にとりまとめたもので、毎月又

は必要に応じて臨時に発表する。 

エ 月間火山概況 

前月１ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項をとりまとめたもので、原則毎月上旬に発表

する。 

オ 噴火に関する火山観測報 

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度等の情報

を直ちに発表する。 
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２ 噴火警報等の伝達系統 

噴火警報等は、以下の伝達系統図により各関係機関に伝達される。 

 

噴火警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然保護課 

観光交流課 

県庁関係課 出先機関 消防庁 県（災害対策課） 

地方振興局 

消防防災航空センター 

各消防本部 

防災関係機関 
東日本電信電話㈱ 

西日本電信電話㈱ 

仙台管区気象台火山

監視・情報センター 

大玉村 

東北管区警察局 

県警察本部 

東北地方整備局 

福島河川国道事務所 

北陸地方整備局 

阿賀川河川事務所 

福島海上保安部 

ＮＨＫ福島放送局 

放送機関 

陸上自衛隊第 44普通科
連隊・第６特科連隊 

鉄道気象連絡会 

福島地方部会 

東北運輸局 

福島運輸支局 

関東森林管理局福島森林

管理署、会津森林管理署 

 裏磐梯自然保護官事務所 

檜枝岐自然保護官事務所 

那須自然保護官事務所 

福島県道路公社 

報道機関 

国土地理院 

東北地方測量部 

火山専門家 

警察署 

東北地方 

整備局 

北陸地方 

整備局 

船舶 

駐在所・ 

交番 

地域住民、 

登山者、観光客 

福島森林管理署白河支署、 

会津森林管理署南会津支署 

Ｊ－ＡＬＥＲＴ 

福島地方 

気象台 

噴火警報のみ 

県総合情報通信ネットワーク 

防災情報 

提供システム 

電話・ 

ＦＡＸ等 

※破線は特別警報発表時の伝達義務（放送機関はＮＨＫ福島放送局のみ） 
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第２ 災害応急措置 

１ 災害情報の収集及び伝達 

火山災害に関する情報は応急対策を実施するうえで不可欠なものであるが、現場は地域的に

山岳地が多くなることが予想されるため、有線による情報の収集及び伝達は極めて困難になる

ものと思われる。したがって、村は、県、隣接市町、消防機関その他の防災関係機関の無線装

置を有効的に配備することによって情報の収集及び伝達に努めるものとする。 

収集及び伝達する情報の事項は次のとおりとする。 

ア 人的被害及び住居被害の状況 

イ 要救助者の確認 

ウ 住民等の避難の状況 

エ 噴火規模及び火山活動の状況 

オ 被害の範囲等 

カ 避難道路及び交通の確保の状況 

キ その他必要と認める事項 

 

２ 監視 

村長は、火山の現象や噴火警戒レベルにより、火山地域において登山者及び観光客等の生命

及び身体を保護するため特に必要と認めるときは、状況に即応した監視を行うものとする。 

 

３ 避難 

噴火レベルと連動した防災対応をとるとともに、関係機関に対応を依頼する。 

（１）避難勧告等 

ア 避難準備 

村は、噴火警戒レベル３に相当する噴火警報（火口周辺）が発表され、居住地域の近く

まで災害を発生させる現象が及ぶと認めるときは、必要に応じて居住地域の高齢者、障が

い者等の要配慮者に対して避難の準備を呼びかけるものとする。また、噴火警戒レベル４

に相当する噴火警報（居住地域）が発表され、居住地域において災害が発生するおそれが

あると認めるときは、警戒が必要な居住地域の住民に対して避難の準備を呼びかけるもの

とする。 

イ 避難勧告、指示 

村は、噴火警戒レベル２又はレベル３に相当する噴火警報（火口周辺）が発表され、火

口周辺又は居住地域の近くまで災害を発生させる現象が及ぶと認めるときは、事前に警戒

範囲内の登山者及び観光客に対して避難を勧告、又は指示し、避難者を誘導するものとす

る。 

噴火警戒レベル４に相当する噴火警報（居住地域）が発表され、災害が発生するおそれ

があると認めるときは、警戒が必要な居住地域の高齢者、障がい者等の要配慮者に対して

避難を勧告、又は指示し、避難者を誘導するものとする。 

また、火山現象により、住民等の生命及び身体の保護が緊急を要すると認められるとき、

又は噴火警戒レベル５に相当する噴火警報（居住地域）を受けたときは、緊急である旨を

付して避難を勧告又は指示するものとする。 
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これらの勧告、指示、誘導においては、高齢者、障がい者等の要配慮者に対しては十分

配慮するものとする。 

なお、避難を勧告、又は指示するときは、避難先、避難場所を明示するものとし、村地

域防災計画に定める避難勧告等の伝達体制により住民等に伝達するものとする。 

ウ 二次避難等 

村は、緊急避難の後危険性が一時的に消滅したと認めるときで、さらに遠方に避難する

必要があると認められるときは、緊急避難者に対して最終的に安全な場所への避難を勧告

又は指示し、避難者を誘導又は搬送するものとする。その際は、高齢者、障がい者等の要

配慮者に十分配慮するものとする。 

この場合、村は、県、福島地方気象台、県警察本部その他の関係機関と十分協議するも

のとする。 

（２）避難誘導 

村は、火山噴火等により住民、登山者、観光客等の生命、身体等に危険がある場合には、

平常時からの安達太良山火山防災連絡会議における検討結果などに基づき、仙台管区気象台

又は気象庁地震火山部が発表する噴火警報等に対応して、入山規制、避難勧告・指示、警戒

区域の設定等を行うとともに適切な避難誘導を実施する等、迅速かつ円滑な警戒避難対策を

とるものとする。 

なお、避難時の周囲の状況などにより、屋内にとどまっていたほうが安全な場合等やむを

得ないときは、「屋内安全確保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 

また、必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を

図るものとする。 

（３）警戒区域の設定 

    隣接市町は、住民等の生命、身体に対する危険を防止するために必要があると認めるとき

は、災害対策基本法第６３条第１項の規定に基づき警戒区域を設定し、当該区域への立ち入

り制限や禁止を行うものとする。 

（４）登山規制地点 

登山規制については、安達太良山火山防災会議の関係市町村が行う。交通規制については、

関係防災機関等へ依頼する。 

（５）登山規制時の対応 

登山規制を行った場合には、危険予想区域内に地域住民、観光客、登山者等が立ち入らな

い等の誘導を実施するとともに、取り残されている者がいない等の安全確認を行うものとす

る。 

（６）住民等への広報 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示（緊急）、警戒区域の設定等を行った

ときは、地域住民、観光客、登山者等に対し、広報車や防災行政無線、有線放送、サイレン

等により迅速かつ的確に関係機関及び住民等へ伝達し、周知徹底に努める。 

（７）交通路の確保と閉鎖 

避難道路及び被災者の救出救急のための交通路の確保を図るとともに、緊急火山情報を受

けたときは、関係機関と連絡をとり、火山地域内の道路の一時閉鎖及び通行中の車両等の安

全確保のための措置を図るものとする。 
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避難場所・避難経路 

避難対象

地区 
名称 所在地 

収容人数 

（人） 
連絡先 主な避難経路 

大玉１区 

小姓内集会所 玉井字中道127-1 30  － 

中道-名倉線、 

中道-茂作線、 

中道線 他 

新栄会館 玉井字吉苗内100 30 － 

東町-袋内線、 

吉苗内-堂林線 

他 

大玉２区 
農村環境改善

センター 
玉井字西庵183 142 0243-48-3139 

県道大橋五百川

停車場線、 

県道石筵本宮線 

大玉３区 

山口集会所 玉井字山口瀬戸15 20 － 

南町-山口線、 

山口線、 

中森１号線 他 

農村環境改善

センター 
玉井字西庵183 142 0243-48-3139 

県道大橋五百川

停車場線、 

県道石筵本宮線 

大玉４区 

農村環境改善

センター 
玉井字西庵183 142 0243-48-3139 

県道大橋五百川

停車場線、 

県道石筵本宮線 大山小学校 玉井字西庵183 169 0243-48-3139 

大玉５区 

玉井小学校 玉井字細田28-3 232 0243-48-3302 
県道石筵本宮線 

竹ノ内-寺久根線 

農村環境改善

センター 
玉井字西庵183 142 0243-48-3139 

県道大橋五百川

停車場線、 

県道石筵本宮線 

大玉６区 
本揃集会所 玉井字本揃157-1 50 － 

六角-定場線、 

本揃１号線 他 大玉７区 

大玉８区 

玉井小学校 玉井字細田28-3 232 0243-48-3302 
県道石筵本宮線 

竹ノ内-寺久根線 

農村環境改善

センター 
玉井字西庵183 142 0243-48-3139 

県道大橋五百川

停車場線、 

県道石筵本宮線 

大玉９区 
皿久保集会所 玉井字上額沢26-3 40 － 

皿久保-前ヶ岳線、 

大皿久保-南小屋線 大玉10区 

大玉14区 大山小学校 大山字谷地1 169 0243-68-2929 

主要地方道本宮

土湯温泉線、 

神原田-馬尽線 
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避難対象

地区 
名称 所在地 

収容人数 

（人） 
連絡先 主な避難経路 

大玉15区 

町-宮ノ前線 

町尻-当地内線 

小泉-神王線 

大玉16区 
上ノ台-象目田線 

谷地-草津川線 

※ 11、12、13、17区については、避難対象地区を設定しない。 

４ 救 出  

村長は、災害が長期間にわたる場合は、必要に応じて収容施設を開設し、避難者を収容する

ものとする。 

（１）救助隊の編成 

村長は、消防団等による救助隊を編成するほか、警察署又は災害派遣による自衛隊、その

他の防災関係機関に救助隊の編成を要請し、要救助者の救出にあたるものとする。 

特に山岳救助及び空中救助にあたっては、関係機関と十分協議するものとする。 

（２）二次災害の防止 

救助活動にあたっては、火山現象の規模・態様等を十分考慮するとともに、火山防災協議

会（学識者、関係機関）からの技術的な助言、支援を踏まえ、二次災害の防止に万全を期す

るものとする。 

 

５ 救助医療 

傷病者が発生した場合の応急医療については、火山災害の特殊性を考慮して傷病者の搬送、

一時救護所の設置及び救護班の編成等について、村地域防災計画の定めるところにより実施す

るものとする。 

 

６ 交通路の確保 

避難道路及び被災者の救出救助のための交通路の確保については、「第２編 第２章 第１

２節 緊急輸送対策」、「第２編 第２章 第１３節 災害警備活動及び交通規制措置」及び

「第２編 第２章 第１７節被災地の応急対策」によるものとする。 

 

７ 警備活動 

火山の噴火等に伴う公共の安全確保及び各種犯罪の予防、取り締まり等の治安の維持につい

ては、「第２編 第２章 第１３節 災害警備活動及び交通規制措置」によるものとする。 

 



293 

第４節 災害復旧 

 

火山による災害の復旧については、「第２編 第３章 災害復旧計画」（Ｐ208）に準ずるも

のとする。 
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第５編 事故対策編 
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第１章 原子力災害対策計画 
 

第１節 総則 

 

１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法及び原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号、以下

「原災法」という。）に基づき、廃止措置が決定された原子炉及び運転を停止している原子炉

施設から放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる原子力災害

の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、村、県及び防

災関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力災害防止事務又は業務の遂行に

よって住民の安全確保を図ることを目的とする。 

 

２ 計画の性格 

（１）県地域防災計画との関係 

この計画は、災害対策基本法第40条の規定に基づき、福島県防災会議が作成する「福島県

地域防災計画」の「原子力災害対策編」に基づき作成したものである。 

本章で定めのない事項については、本計画第１編「総則」、第２編「一般災害対策編・第

１章（災害予防計画）・第２章（災害応急対策計画）・第３章（災害復旧計画）」の定める

ところによるものとし、専門的・技術的事項については、「福島県地域防災計画」の「原子

力災害対策編」に準拠する。 

（２）国の役割 

国は、原子力災害に際して、現地における原子力防災対策の拠点としてあらかじめ指定し

た緊急事態応急対策等拠点施設（以下「対策拠点施設」という。）において、現地事故対策

連絡会議の開催等、原子力防災専門官を中心にした初期活動を行う。また、原子力緊急事態

に該当する場合には、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出して原子力災害対策本部を

設置し、迅速な応急対策を決定し、県及び市町村に指示する体制を整備するとともに、現地

においては、対策拠点施設に設けられる原子力災害合同対策協議会（以下「合同対策協議会」

という。）に要員及び専門家を派遣して、県及び市町村が行う応急対策を支援するなど、原

災法、防災基本計画に基づき必要な措置を講じることとされている。 

（３）原子力事業者の責務 

原子力事業者は、原子力発電所の安全管理に最大限の努力を払い、原子炉施設等から、放

射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることにより、住民に影響が及ぶこ

とのないよう原災法に定める対策を確実に実施し、安全を確保するものとする。 

また、本計画に基づき、県、市町村及び原子力災害関係機関が実施する原子力災害対策に

全面的に協力するものとし、原子力災害の拡大の防止及び原子力災害からの復旧に関し、誠

意をもって必要な措置を十分に講ずるものとする。 

さらに、原子力発電事業に係る業務に従事する者に対しては、原子力防災に関する資質の

向上を図るための教育、訓練を積極的に行うとともに、県、市町村と共同して平常時から防

災等関係情報をわかりやすくかつ定期的に提供する等、各種防災訓練の実施等を通じて有機

的な連携体制の確立を図ることで、原子力防災体制の整備に万全を期するものとする。 
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（４）計画の作成又は修正に際し基本とすべき指針 

この計画の作成又は修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定により、原子力規制

委員会が定める「原子力災害対策指針」（以下「指針」という。）を基本とするものとする。 

 

３ 原子力災害対策の特殊性及び複合災害への備え 

原子力災害は、自然災害と比べ、放射線による被ばくが通常五感に感じられないこと、被ば

くの程度が自ら判断できないこと及び自らの判断で対処するためには放射線等に対する概略

的な知識を必要とすることなどの特殊性を有している。 

また、原子力災害と大規模自然災害が相前後して発生する複合災害においては、建物、道路

及び通信設備の被災、停電等により、要員の参集、情報収集、通報連絡などの応急対策活動が

極めて困難な状況に置かれることとなる。 

このため、本計画においては、これらを踏まえ、住民に対する放射線等に関する知識の普及

及び防災訓練等の参加を通じた役割の周知、防災関係機関に対する教育訓練及び通信設備の多

重化、非常用電源設備の整備等、必要な体制をあらかじめ確立するとともに、複合災害時にお

いても、原子力災害対策を講ずる上で必要となる緊急時の環境放射線モニタリング（以下、「緊

急時モニタリング」という。）等の応急対策活動が迅速かつ的確に実施できるよう所要の措置

を定めるものとする。 

 

４ 計画の前提となる原子力発電所の概要 

福島県及び隣接する宮城県、新潟県には、下記の原子力発電所が所在している。 

（１）福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所 

役場から福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所までの直線距離は、それぞれ約  

56km、約60kmとなっている。 

事業所名 発電所名 所在地 号機 原子炉型(※) 許可出力 備考 

東京電力

ホールデ

ィングス

（株） 

福島第一原

子力発電所 

福島県双葉郡大

熊町及び双葉町 

1号 ＢＷＲ 46.0万kW 平成 24年

４月 19日

廃止 

2号 ＢＷＲ 78.4万kW 

3号 ＢＷＲ 78.4万kW 

4号 ＢＷＲ 78.4万kW 

5号 ＢＷＲ 78.4万kW 平成26年

１月31日

廃止 

6号 ＢＷＲ 110.0万kW 

福島第二原

子力発電所 

福島県双葉郡楢

葉町及び富岡町 

1号 ＢＷＲ 110.0万kW  

2号 ＢＷＲ 110.0万kW 

3号 ＢＷＲ 110.0万kW 

4号 ＢＷＲ 110.0万kW 

  ※ＢＷＲ＝沸騰水型軽水炉 
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（２）女川原子力発電所（宮城県） 

役場からは約137kmの距離に位置している。 

事業所名 発電所名 所在地 号機 原子炉型(※) 許可出力 備考 

東北電力

（株） 

女川原子力

発電所 

宮城県牡鹿郡女

川町及び石巻市 

1号 ＢＷＲ 52.4万kW １号機の

み平成30

年12月21

日廃止 

2号 ＢＷＲ 82.5万kW 

3号 ＢＷＲ 82.5万kW 

※ＢＷＲ＝沸騰水型軽水炉 

 

（３）柏崎刈羽原子力発電所（新潟県） 

役場からは約157kmの距離に位置している。 

事業所名 発電所名 所在地 号機 原子炉型(※) 許可出力 備考 

東京電力

ホールデ

ィングス

（株） 

柏崎刈羽原

子力発電所 

新潟県柏崎市及

び刈羽郡刈羽村 

1号 ＢＷＲ 110.0万kW  

2号 ＢＷＲ 110.0万kW 

3号 ＢＷＲ 110.0万kW 

4号 ＢＷＲ 110.0万kW 

5号 ＢＷＲ 110.0万kW 

6号 ＡＢＷＲ 135.6万kW 

7号 ＡＢＷＲ 135.6万kW 

※ＢＷＲ＝沸騰水型軽水炉、 ＡＢＷＲ＝改良型沸騰水型軽水炉 
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第２節 原子力災害事前対策 

 

 原子力災害の拡大を防止するため、原子力防災に関する体制の整備及び原子力防災知

識の普及等について定め、その実施を図るものとする。 

 

第１ 災害時モニタリング体制の整備 

１ モニタリング設備・機器等の活用 

村は、平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影響を把握する

ため、県及び事業者が整備するモニタリングポスト、積算線量計、可搬型計測用機器等の環境

放射線モニタリング設備・機器等の活用を図るとともに、平常時よりその操作の習熟に努める

ものとする。 

 

２ 緊急時環境放射線モニタリング協力要員の確保 

村は、平常時において県が実施する環境放射線モニタリングに協力するとともに、原災法に

基づく異常事態発生の通報や異常な放射線量の検出があった場合に原子力規制委員会の総括

のもと実施される環境放射線モニタリングに速やかに対応するため、必要な協力要員をあらか

じめ定めておくものとする。 

 

３ 緊急時放射線モニタリング情報伝達ネットワークの活用 

県は、国等と連携して、平常時からモニタリング情報共有システム、環境放射能監視テレメ

ータシステム等の情報伝達のネットワークを整備・維持するものとする。 

村は、それらの情報の収集及び活用に努めるものとする。 

 

第２ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

１ 体制及び設備等の整備 

村は、県が作成する警戒事象通報後から住民等に提供すべき情報の項目を災害対応のフェー

ズ（段階）や場所等に応じて整理した広報実施マニュアル等に基づき、住民への伝達体制を整

備する。 

なお、伝達体制の整備にあたっては、地震等との複合災害においても的確な情報を常に伝達

できるよう、防災行政無線戸別受信機、広報車両等の整備を図るものとする。 

 

２ 相談窓口との連携 

住民からの問い合わせに対応する住民相談窓口は、原則として、県又は原子力事業所が立地

している周辺市町村に（以下「関係市町村」という。）に設置される。 

村は、住民からの問い合わせに備え、平時から県及び関係市町村との連携を図るものとする。 

 

第３ 広域的な避難への対応 

原子力災害においては、市町村の枠を越えた広域避難が想定されることから、「福島県広域

避難計画」に基づき、村外からの避難者の受入体制等広域避難の要請を受けた場合の措置につ

いて検討する。 
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第４ 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発 

１ 住民に対する知識の普及と啓発 

村は、災害時における住民の混乱と動揺を避けるため、国、県、関係市町村及び事業者と協

力して、平常時から次に掲げる事項について広報活動を実施し、原子力防災に関する正しい知

識の普及と啓発に努めるものとする。 

（１）放射線及び放射性物質の特性に関すること。 

（２）原子力発電所の概要に関すること。 

（３）原子力災害とその特性に関すること。 

（４）放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

（５）原子力災害時に県等が講じる対策の内容に関すること。 

（６）原子力災害時における情報、指示等の伝達方法に関すること。 

（７）要配慮者の支援に関すること。 

（８）避難に関すること（コンクリート屋内退避施設、指定避難所、避難経路、避難退域時検査

及び簡易除染、避難手段等）。 

（９）原子力災害時にとるべき行動及び留意事項に関すること。 

（10）指定避難所での運営管理、行動等に関すること。 

（11）その他必要と認めること。 

 

２ 防災教育の充実 

村は、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災教育を実施するものとし、教育機関

においては、原子力防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

 

３ 要配慮者等への配慮 

村が、防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮することにより、地

域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズ

の違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。 
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第３節 緊急事態応急対策 

 

 原子力災害若しくは複合災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、災害

の拡大を防止し又は軽減するため、災害発生の防御又は応急復旧に関する計画を樹立

し、それぞれの計画に基づき迅速かつ的確な活動体制のもと、応急対策に万全を期する

ものとする。 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 通報連絡系統 

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所において、「情報収集事態」「警戒事態」

「施設敷地緊急事態」「全面緊急事態」が発生した場合における通報、連絡は次により行われ

る。 
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（１）情報収集事態・警戒事象及び特定事象が発生した場合の通報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一・福島第二原子力発電所 

（原子力防災管理者） 

福 島 県 

（災害対策本部・原子力安全対策課） 

福島県環境創造センター環境放射線センター 

（立地町） 

福島第一 大熊町、双葉町 

福島第二 楢葉町、富岡町 

関係周辺市町村 

県警察本部（災害対策課） 

関係周辺市町村を管轄する警察署 

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 

関係周辺市町村を管轄する 

 消防本部・消防署 

海上保安庁福島海上保安部 （指定地方行政機関・指定公共機関） 

海上保安庁第二管区海上保安本部 

福島県漁業無線局 

消防庁 

量子科学技術研究開発機構 

日本原子力研究開発機構 

陸自東北方面総監部 

陸自第 44 普通科連隊 

陸自第６特科連隊 

日本赤十字社福島県支部 

福島県診療放射線技師会 

福島県立医科大学附属病院 

福島地方気象台 

東北地方整備局福島河川国道事務所 

東北地方整備局郡山国道事務所 

東北地方整備局磐城国道事務所 

NEXCO 東日本東北支社 

JR 東日本仙台支社 

JR 東日本仙台支社福島支店 

JR 東日本水戸支社 

福島県バス協会 

福島交通 

会津乗合自動車 

新常磐交通 

NTT 東日本福島支店 

東北電力ネットワーク（株）福島支社 

 

（隣接県） 

宮城県、茨城県、新潟県 

（国機関） 

原子力規制委員会 

 （原子力規制庁 緊急事案対策室） 

福島第一・福島第二原子力規制事務所※ 

原子力災害現地対策本部（OFC） 

内閣総理大臣 

内閣府政策統括官（原子力防災担当）付 

内閣官房（内閣官房副長官補） 

経済産業省（資源エネルギー庁） 

経済産業省（東北経済産業局） 

富岡労働基準監督署 

環境省（福島地方環境事務所） 

（県関係機関） 

各地方振興局 

地域医療課 

環境創造センター 

環境創造センター福島支所 

消防防災航空センター 

 

（県庁内） 

県庁内各部局主管課 

県庁内各部内局主管課 

教育庁教育総務課 

病院局病院経営課 

広報課 

県内消防本部（関係消防本部を除く） 

県内市町村（関係 13 市町村を除く） 

 
原子力発電所からの通報（情報収集事態、警戒事象、第 10 条、第 15 条通報） 

 

県からの通報連絡（情報収集事態、警戒事象、第 10 条、第 15 条通報） 

 

国からの通報連絡（情報収集事態、警戒事象） 

凡 例 

※福島第一原子力発電所からの通報は福島第一原子力規制事務所へ、福島第二原子力発電所からの通報は

福島第二原子力規制事務所へ届く。 
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（２）県モニタリングポストにより５μSv/h を観測した場合の通報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 島 県 
（災害対策本部・原子力安全対策課） 

福島環境創造センター環境放射線センター 

（県関係機関） 

各地方振興局 

地域医療課 

環境創造センター 

環境創造センター福島支所 

消防防災航空センター 

 

（県庁内） 

県庁内各部局主管課 

県庁内各部内局主管課 

教育庁教育総務課 

病院局病院経営課 

広報課 

 

（立地町） 

福島第一 大熊町、双葉町 

福島第二 楢葉町、富岡町 

 

関係周辺市町村 

県警察本部（災害対策課） 

関係周辺市町村を管轄する警察署 

双葉地方広域市町村圏組合消防本部 

関係周辺市町村を管轄する 

 消防本部・消防署 

海上保安庁福島海上保安部 

 

原子力規制委員会 

（原子力規制庁 

緊急事案対策室） 

原子力災害対策本部（OFC） 

福島第一・福島第二原子力規制事務所 

福島第一・福島第二原子力発電所 
（原子力防災管理者） 

県内市町村（関係 13 市町村を除く） 

 

県内消防本部（関係消防本部を除く） 

 

（指定地方行政機関・指定公共機関） 

海上保安庁第二管区海上保安本部 

福島県漁業無線局 

消防庁 

量子科学技術研究開発機構 

日本原子力研究開発機構 

陸自東北方面総監部 

陸自第 44 普通科連隊 

陸自第６特科連隊 

日本赤十字社福島県支部 

福島県診療放射線技師会 

福島県立医科大学附属病院 

福島地方気象台 

東北地方整備局福島河川国道事務所 

東北地方整備局郡山国道事務所 

東北地方整備局磐城国道事務所 

NEXCO 東日本東北支社 

JR 東日本仙台支社 

JR 東日本仙台支社福島支店 

JR 東日本水戸支社 

福島県バス協会 

福島交通 

会津乗合自動車 

新常磐交通 

NTT 東日本福島支店 

東北電力ネットワーク（株）福島支社 

 

（隣接県） 

宮城県、茨城県、新潟県 

 

 
県モニタリングポストによる特定事象に該当する測定結果の通報 

原子力防災専門官から原子力発電所への確認 

原子力発電所からの確認結果の連絡 

原子力防災専門官からの確認結果の連絡 

県からの通報連絡（原子力発電所への確認結果） 

凡 例 
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２ 本村に対する情報提供 

県（原子力安全対策課）は、県内市町村（関係市町村を除く）、県内各消防本部（関係市町

村を管轄する消防本部を除く）及び指定地方公共機関に対し、発電所からの特定事象発生等の

通報、発電所からの特定事象が原災法第15条に該当した場合の報告及び緊急時モニタリング情

報等、その他必要と思われる事項について、総合情報通信ネットワークや電子メール等により

速やかに連絡する。 

村は、県から原子力災害に関する連絡を受けた情報について、必要に応じ、速やかに防災関

係機関へ伝達する。なお、村は、これにより連絡を受けた事項についての県、関係市町村、発

電所への問い合わせは、緊急時対応の支障とならないよう配慮する。 

 

緊急事態区分の説明 

区分 対象事象 概要 

警戒事態 警戒事象（特定事象に至る可能性

がある事故・故障等又はこれに準

ずる故障等）が発生した段階 

公衆への放射線による影響やそ

のおそれが緊急のものではない

が、原子力施設における異常事象

の発生又はそのおそれがある状

態 

施設敷地緊急事態 特定事象（原災法第10条第１項前

段の規定により通報を行うべき

事象）が発生した段階 

原子力施設において公衆に放射

線による影響をもたらす可能性

のある事象が生じた状態 

全面緊急事態 原子力緊急事態（原災法第２条第

２号に規定する原子力緊急事態）

が発生した段階 

原子力施設において公衆に放射

線による影響をもたらす可能性

が高い事象が生じた状態 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 応急活動体制の確立 

村は県から原子力災害に関する連絡を受けた場合、速やかに情報収集伝達体制を確立すると

ともに、必要に応じて応急対策に必要な体制をとる。 

 

２ 緊急時モニタリング体制への協力 

（１）初期対応段階の緊急時モニタリング 

県（原子力安全対策課）は、発電所の原子力防災管理者から警戒事象発生の通報を受けた

場合、緊急時モニタリングの準備（主に空間放射線量率の測定）を直ちに開始することとし

ている。 

（２）緊急時モニタリングセンターによる緊急時モニタリング 

原子力発電所の原子力防災管理者から原災法第１０条の特定事象発生の通報がされた場

合、緊急時モニタリングのため、原子力規制委員会の総括により緊急時モニタリングセンタ

ーが設置されることとなっている。 

緊急時モニタリングセンター（原子力規制委員会）は、特定事象の通報を受けて直ちに緊

急時モニタリングを開始し、結果をとりまとめ、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同

対策本部に連絡するとともに、緊急時モニタリング実施計画に定められた後には、これに基

づき初期モニタリングを実施するものとされている。 
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（３）県内各地における空間線量率等の測定 

緊急時モニタリングセンター（原子力規制委員会）は、暫定的な重点区域外の住民等の安

全を確保するため、市町村等の協力を得て県内全市町村において、空間線量率等の測定を行

うこととしており、測定結果については、県総合情報通信ネットワークや電子メール等によ

り、県内全市町村、関係機関等に送付されることとなっている。 

村は、緊急時モニタリングセンター（原子力規制委員会）等の協力要請に基づき、緊急時

モニタリング活動に対して必要な情報提供や資料採取等測定における協力を行うものとす

る。 

 

３ 防災業務関係者の安全確保 

防災業務関係者が被ばくする可能性がある環境下で活動する場合には、国及び県との連携を

密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常心理下での活動において冷静な判

断行動がとれるよう配慮する。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能性のある環境下で作業する

場合の防災業務関係者相互の安全チェック体制を整えるなど、安全管理に配慮する。 

 

第３ 住民等に対する指示の伝達と広報 

１ 住民等への情報伝達は、県（県災害対策本部）がテレビ、ラジオ、新聞及びインターネット

等により、必要な情報を提供するとともに、電話の自粛等災害応急対策の円滑な実施に対する

協力を求めることとしている。 

村は、県からの指示等に基づき、防災行政無線、広報車等を通じて住民等へ情報を提供する。 

 

２ 問い合わせ窓口の設置 

村は、国、県、原子力事業所と連携し、必要に応じて、住民等からの問い合わせに対応する

専用電話を備えた窓口を設置し、人員を配置するなど体制を確立する。 

なお、窓口を設置した時は、窓口の所在地、専用電話番号等について、テレビ、ラジオ、新

聞、広報誌、インターネット等により、速やかに住民等に周知する。 

 



305 

住民等に対する広報及び指示伝達系統図 

 

       指示の伝達 

 

 

   発表 

   要請 

 

                                    

            通報・連絡     指示・伝達            通報・放送要請 

 

 

 

                       広報              漁業無線 

                       指示伝達など       報道   広報 

                                                                       伝達    指示伝達 

 

 

                放射線による影響を受ける 

                   おそれのある地域の住民等 

 

重点地域内の住民等 

 

県内の住民等 

県外の住民等 

 

 

第４ 避難等への対応 

１ 速やかな住民避難のための準備 

村は、原災法第15条の全面緊急事態において、国が自治体に行う住民避難等の指示に対し、

速やかに実施できる体制をとるため、警戒事象の通報受信後、県と連携のうえ、直ちに住民の

避難又は屋内退避のための準備として、緊急時モニタリング結果等の情報を勘案し、避難等の

範囲、避難道路、避難先及び受け入れの調整の検討を開始するとともに、避難退域時検査場所

等の開設準備、指定避難所等の開設準備、住民輸送のための車両の確保、広報車等の準備等を

行うものとする。 

 

２ 避難等の実施 

（１）避難及び屋内退避等の防護措置の実施 

村は、指針や国及び県の定めるマニュアル等を踏まえ、以下の緊急事態区分に応じて避難

及び屋内退避等の防護措置を実施するものとする。  

消 

防 

 
 

国 

船 舶 等 

報
道
機
関 

警 

察 

福島海上保安部 

知事（本部長） 

           報道 

福島県災害対策本部   責任者 

副知事（現地本部長） 

福島県原子力     報道 

現地災害対策本部   責任者 

市町村長 

市町村災害対策本部 

報道機関 

(県内及び仙台所

持の報道機関) 

報道

伝達 

広報 

指示伝達 

通報・要請 

広報車 
防災行政無線 

広報車など 

共有 
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ア 警戒事態 

村は、警戒事態（自然災害を除く。）発生時には、国の要請又は独自の判断により、次

の防護措置を行うものとする。 

・ 施設敷地緊急事態要避難者の避難準備への協力。 

イ 施設敷地緊急事態 

村は、施設敷地緊急事態発生時には、国及び県の要請又は独自の判断により、次の防護

措置を行うものとする。 

・ 避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ。 

・ 施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）へ

の協力。 

ウ 全面緊急事態 

村は、全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、

避難及び安定ヨウ素剤の服用等の指示があった場合は次の防護措置を行うものとする｡ 

・ 避難住民の受入｡ 

・ ＯＩＬに基づく避難の準備への協力（避難先、輸送手段の確保等）｡ 

・ 必要に応じて、屋内退避｡ 

なお、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的防護措置を講

じるよう指示された場合、緊急時モニタリング結果や、指針を踏まえた国の指導・助言、

指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき、指針に基づいたＯＩＬの値を超え、又

は超えるおそれがあると認められる場合は、村に対し、住民等に対する屋内退避又は避難

のための立退きの勧告又は指示（具体的な避難経路、避難先を含む。）の連絡、確認等必

要な緊急事態応急対策を講じる。 

（２）屋内退避 

屋内退避は原則として住民等が自宅等にとどまるものである。  

村は、屋内退避地区内の住民等に屋外に出ないよう指示するとともに、屋外にいる住民等

に対しては、速やかに自宅に戻るか、又は近くの公共施設等に退避するよう指示する。 

また、防災行政無線及び広報車の巡回等により、災害情報を広報して住民の安全確保に努

めるものとする。 

（３）避難 

ア 村は、避難を決定したときは、対象地区の住民に対し、避難所、携帯品等の留意事項を

含め、避難を指示するものとする。 

イ 避難にあたっては、災害の状況に応じ、住民の自家用車をはじめ、バス、鉄道等の公共

交通機関、防災関係機関が保有する車両、ヘリコプター等のあらゆる手段を活用するもの

とする。 

ウ 自力で避難可能な住民については、原則、自家用車により避難するものとする。なお、

自家用車による避難が困難な住民は、あらかじめ村が選定した集合場所等からバス等によ

り避難するものとする。 

エ 医療施設や介護施設等において避難より屋内退避を優先させることが必要な場合には、

遮へい効果や建屋の機密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避を指示するもの

とする。 
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オ 集合場所への集合 

村は、集合場所を指定し、住民に対して避難の指示を行うとともに、消防署員・消防団

員、警察官の誘導のもとに住民を集合させるものとする。 

カ 避難場所への輸送 

村は、防災関係機関の車両等の応援、又は必要に応じ、避難地区内の一般車両所有者等

の協力を得て、集合場所に集合した住民等を避難場所へ輸送する。 

なお、人員、輸送車両等に不足を生じた場合は、自衛隊の支援を要請するとともに、必

要により県に支援を要請する。 

キ 集合場所に自力で集合することが不可能な者に対する措置 

集合場所に自力で集合することが不可能な者については、村職員、消防署員・消防団員

及び警察官による救援活動を実施する。 

ク 避難路の通行確保 

警察官又は消防職員等、避難措置の実施者は、迅速かつ安全に避難できるよう自動車の

規制、荷物の運搬等を制止するなど通行の支障となる行為を排除、規制し、避難路の通行

確保に努めるものとする。 

ケ 避難状況の把握 

村は、避難の指示等を行った場合は、戸別訪問、避難所における住民登録等、あらかじ

め定められた方法により住民の避難状況を確認するものとし避難もれ等のないよう配慮

する。 

なお、避難状況の確実な把握に向けて、村が指定した避難場所以外に避難する場合があ

ることに留意する。 

（４）コンクリート屋内退避 

住民の防護対策については原則として屋内退避及び避難の措置を講じるものとするが、次

に掲げる有効性が認められる場合であって、国がコンクリート屋内退避が適切であると判断

したときは、コンクリート屋内への退避措置が講じられる。 

ア 避難と同等程度に被ばくが低減されると認められるとき。 

イ 既にコンクリート施設に退避している場合であって、そのままとどまることが有効であ

ると認められるとき。 

     

３ 広域避難の実施 

（１）他市町村への避難 

村は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、村外の広域的

な避難及び避難場所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合、県の調整のも

と、風向、予測被ばく地域等を考慮したうえで住民の避難先とすべき市町村を協議・決定し、

当該市町村に対し避難の受入を要請する。 

なお、県から他市町村への避難の受入要請については、県に対して当該都道府県との協議

を求めるものとする。 

また、県から他市町村への避難の指示を受けたときは、その旨を速やかに住民に指示し、

避難者の輸送に努めるとともに、受入市町村の避難所に職員を派遣し、受入市町村との連絡

及び避難者の状況把握にあたらせるものとする。 
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（２）避難者の輸送 

村は、避難を要する住民の乳幼児、妊婦等の優先順位の高い者から順に輸送する。 

（３）広域避難者等の受入 

村は、県からの避難者の受入要請があった場合、「福島県広域避難計画」に基づき、村が

指定する避難所の中から、受入に必要な避難所を開設し、近隣市町村と連携して広域避難者

の受入を行うとともに、関係市町村と協力してその運営を行うものとする。 

また、避難受入要請を受諾後、避難者の受入を行うことを防災行政無線等により住民等へ

周知するとともに、避難者の設置・運営等への協力を求めるものとする。 

 

本村に係る避難元市町村（現況人口に基づいたもの） 

避難元市町村 避難先市町村 

市

町

村 

地

区 

対象 

人口 
市町村名 受入数 

主な避難ルート 

(国：国道、県：県道、市：市道、〇〇道：〇〇自動車道) 

南

相

馬

市 

鹿

島

区 

13,800 

相馬市 6,200 
国6 

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115 

新地町 2,000 
国6 

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115→国6 

伊達市 5,600 

国6→国115→国349 

県267→県34（※2）→県268→県12→国399（※2）→国349 

県267→県34（※2）（→常磐道）→国115→国349 

原

町

区 

47,000 

福島市 25,200 

県12→国114 

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115 

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国115 

郡山市 8,400 

県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道）→国49 

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道/

国4）→国49 

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国49 

二本松市 2,700 

県12→国349→国459（※1）→国4 

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）

→国4 

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4 

本宮市 2,700 

県12→国349→国459（※1）→国4（→東北道→国4） 

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）

→国4 

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4 

大玉村 800 

県12→国349→国459（※1）→国4→県146 

県12→国6（または、常磐道／県34）→国115（→東北道）

→国4→県146 

県12→常磐道→仙台東部→仙台南部→東北道→国4→県

146 

南相馬

市計 

53,600  

  ※出典：福島県原子力災害広域避難計画（平成28年12月15日改定） 

 （※１）ルートの一部に大型車両のすれ違いが困難な区間あり。 

（※２）ルートの一部に大型車両のすれ違いが不可な区間あり。 
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４ 要配慮者への配慮等 

村は、要配慮者に向けた情報の提供、避難誘導、避難所での生活に十分配慮するものとし、

特に要配慮者の避難所での健康状態の把握等に努めるものとする。 

また、社会福祉施設等においては、あらかじめ定められた避難計画等に基づき職員が避難の

誘導を行うものとする。 

    

５ 飲食物の摂取制限等 

（１）防護対策区域の住民に対する飲食物の摂取制限 

ア 県（現地本部）は、村が屋内避難等の防護対策を講じた場合には、防護対策区域内の住

民に対し、とりあえず屋内に貯蔵してある飲食物以外の飲食物の摂取を禁止するよう、関

係市町村に指示するとともに、テレビ・ラジオ、新聞及びインターネット等による広報を

行うものとする。 

イ 村は、県からの指示に基づき、防護対策区域内の住民に対し、飲食物の摂取制限を指示

するとともに、飲食物の供給活動を実施するものとする。 

（２）飲食物摂取制限に関する指標 

 基準の 

種類 
基準の概要 初期設定値※１ 

防護措置の 

概要 

飲食

物摂

取制

限 

飲食物に

係るスク

リーニン

グ基準 

ＯＩＬ６による飲食物

の摂取制限を判断する準

備として、飲食物中の放

射性核種濃度測定を実施

すべき地域を特定する際

の基準 

0.5μSv/h※３ 

（地上１mで計測した場合の空間放射

線量率※２） 

数日内を目

途に飲食物中

の放射性核種

濃度を測定す

べき区域を特

定。 

ＯＩＬ６ 

経口摂取による被ばく

影響を防止するため、飲

食物の摂取を制限する際

の基準 

核種※４ 飲料水 

牛乳・乳製

品 

野菜類、穀

類、肉、卵、

魚、その他 

１週間内を

目途に飲食物

中の放射性核

種濃度の測定

と分析を行い、

基準を超える

ものにつき摂

取制限を迅速

に実施。 

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000 

Bq/kg※５ 

放射性セシウ

ム 

200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウム

及び超ウラン

元素のアルフ

ァ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 
※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確にな

った時点で必要な場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用にあたっては、空間放射線量率計

測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必

要がある。 

※３ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※４ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６

値を参考として数値を設定する。 

※５ 根菜、芋類を除く野菜類が対象 

 

（３）農畜水産物の採取及び出荷制限 

ア 県（現地本部）は、国の指示又は緊急時モニタリング等により指針に定める指標濃度を

超える指標が検出された場合にあっては、住民、農畜水産物の生産者、出荷機関及び市場
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責任者等に対して、当該試料が採取された地区の農畜水産物の採取、漁獲の禁止、出荷の

禁止等必要な措置を講じるよう、村に指示するとともに、テレビ・ラジオ、新聞及びイン

ターネット等により広報するものとする。 

イ 村は、住民、生産者及び生産流通関係機関・団体に対し、農畜水産物の出荷を禁止する

よう指示するものとする。 
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第４節 原子力災害中長期対策 

 

 原災法第15条第４項の既定に基づき原子力緊急事態解除宣言が発出された場合、村

は、国及び県の指示に基づき、必要な原子力災害中長期対策を実施する。 

 

第１ 緊急事態解除宣言後の収集伝達 

１ 放射性物質による環境汚染への対応 

村は、国及び県からの指示に基づき、国、県、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、

放射性物質による環境汚染への対処について必要な措置を行うものとする。 

    

２ 環境放射線モニタリング 

村は、原子力緊急事態解除宣言後、国の統括のもと、県が原子力事業者その他関係機関と協

力して継続的に行う環境放射線モニタリングの実施及び結果の公表に協力する。 

 

第２ 被災者の生活安定 

１ 災害地域住民の記録 

村は、避難及び屋内退避の措置をとった住民等に対し災害時に当該地域に所在した旨の証明、

また、避難所等においてとった措置を記録する。 

 

２ 被災者の生活再建等の支援 

村は、「第２編 第３章 第２節 被災地の生活安定」（Ｐ212）に準じ、被災者等の生活

再建等の支援を行うものとする。  

    

３ 風評被害等の影響の軽減 

村は、国及び県と連携し、科学的根拠に基づく農林業、地場産業の産品等の適切な流通等が

確保されるよう、広報活動を行うものとする。 

 

４ 心身の健康相談体制の整備 

村は、国からの放射性物質による汚染状況調査や指針等に基づき、国及び県とともに居住者

等に対する心身の健康相談及び健康調査を行うための体制を整備し実施する。 
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第２章 航空災害対策計画 
 

第１節 航空災害予防対策計画 

 

第１ 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

１ 防災情報通信網等の整備 

村は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に対応し

た通信機器の整備について配慮するものとする。 

  

２ 応援協力体制の整備 

「第２編 第１章 第１節 防災組織の整備・充実」第３を準用する。（Ｐ23） 

 

３ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護 

（１）村、防災関係機関は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編 第１章 第５節 

火災予防対策」及び「第２編 第１章 第１０節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の

定めにより、被害の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

（２）村及び県は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互

の連携強化に努めるものとする。 

  

４ 消防力の強化 

「第２編 第１章 第５節 火災予防対策」を準用する。（Ｐ34） 

 

５ 防災訓練の実施 

村、防災関係機関は、「第２編 第１章 第１３節 防災訓練」（Ｐ63）の定めにより、災

害を想定して相互に連携し、消火、救助・救急等について、より実践的な防災訓練を実施する

ものとする。 

 

第２ 要配慮者予防対策 

村は、「第２編 第１章 第９節 避難対策」（Ｐ45）及び「第２編 第１章 第１５節 要

配慮者対策」（Ｐ71）の定めにより、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について要配慮

者に十分配慮し、民生児童委員、消防団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援

体制の整備に努めるものとする。 

 

 

 

第２節 航空災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 村及び防災関係機関のとるべき措置 

（１）村及び防災関係機関は、航空災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、「第２
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編 第２章 第３節 災害情報の収集伝達」（Ｐ95）の定めにより、必要な措置を講ずるも

のとする。 

（２）村及び消防本部から県への航空災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集 報告系統―６ 

航空災害」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 村の活動体制 

村は、発災後速やかに職員の非常招集を行い、情報収集伝達体制を確立し、災害対策本部の

設置等必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ

た県消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 

２ 相互応援協力 

（１）村は、航空災害の規模が大きく村の災害対策体制では十分な対応が困難と認められる場合

には、「第２編 第２章 第５節 相互応援協力」（Ｐ108）の定めにより、知事又は他の

市町村の応援又は応援のあっせんを求めるものとする。 

（２）消防本部は、航空災害の規模が当該市町村の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と

認められる場合には、当該市町村との調整のうえ、県内消防本部による「福島県広域消防相

互応援協定」に基づき、他の消防機関に対し応援を要請するものとする。 

 

３ 自衛隊の災害派遣 

村は、航空災害が発生し、人命救助及び被害の拡大を防止する必要があると認められる場合

には、「第２編 第２章 第８節 自衛隊災害派遣要請」（Ｐ117）の定めにより、知事に対

して自衛隊の災害派遣を要請する。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

（１）警察署は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）に基づき、消防本部等の

防災関係機関と連携して、救出・救助活動を行うものとする。また、多数の遭難者、行方不

明者、死傷者等が生じた場合には、警察航空隊のヘリにより迅速な捜索活動及び救出活動を

行うものとする。 

（２）村は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）及び「第２編 第２章 第１

１節 医療（助産）・救護」（Ｐ141）の定めにより、消防機関、警察署、医療機関等の関

係機関と連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行

い、救助・救急及び医療（助産）救護活動を実施するものとする。 

 

２ 消火活動 

（１）消防本部等の消防機関は、速やかに災害の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行

うものとする。 

（２）村は、県消防防災ヘリコプターによる消火、偵察等の実施を県に要請することができる。 

（３）村は、被災地市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速か
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つ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４ 交通規制措置 

警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な処置を講ずるものとする。 

 

第５ 災害広報 

村は、県、航空運送事業者及び防災関係機関と、相互に協力して、航空災害の状況、安否情

報、医療機関に関する情報、交通規制措置等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者に対し適

切に広報するとともに、「第２編 第２章 第６節 災害広報」（Ｐ111）の定めにより、必要

な措置を講ずるものとする。 

なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとする。 

  

「航空災害情報伝達系統」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 航空機災害復旧対策計画 

 

第１ 復旧対策 

復旧対策については、事故の原因者が実施するものとする。それにより対応できない場合に

は、「第２編 第３章 災害復旧計画」（Ｐ208）の定めによるものとする。 

 

 

 

航空運送事業者 東京航空局 

福島空港出張所 

国土交通省 

医師会・医療機関 

大玉村 

（災害対策本部） 

福島空港 

事務所 

土木部 

（河川整備課） 
消防庁 

自衛隊 

警察庁 

危機管理部 

（災害対策課） 

警察本部 

消防署 

警察署 

発

見

者

・

原

因

者 県北地方振興局 

県北保健福祉事務所 

県（災害対策本部） 

※ この図の矢印は、災害初期の情報伝達のルートを示すものであるため、関係機関は、応急

対策の活動に係る情報について、必要に応じ、相互に緊密な情報交換を行うものとする。 
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第３章 鉄道災害対策計画 
 

第１節 鉄道災害予防対策計画 

 

第１ 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

「第５編 第２章 第１節 航空災害予防対策計画」第１を準用する。（Ｐ312） 

 

第２ 要配慮者予防対策 

「第５編 第２章 第１節 航空災害予防対策計画」第２を準用する。（Ｐ312） 

 

 

第２節 鉄道災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

「第５編 第２章 第２節 航空災害応急対策計画」第１を準用する。（Ｐ312）なお、「航

空災害」を「鉄道災害」に読み替える。 

 

第２ 活動体制の確立 

「第５編 第２章 第２節 航空災害応急対策計画」第２を準用する。（Ｐ313）なお、「航

空災害」を「鉄道災害」に読み替える。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

「第５編 第２章 第２節 航空災害応急対策計画」第３を準用する。（Ｐ313）なお、「航

空災害」を「鉄道災害」に読み替える。 

 

第４ 災害広報 

「第５編 第２章 第２節 航空災害応急対策計画」第５を準用する。（Ｐ314）なお、「航

空災害」を「鉄道災害」に読み替える。 
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「鉄道災害情報伝達系統」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 鉄道災害復旧対策計画 

第１ 復旧対策 

復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない場合

には、「第２編 第３章災害復旧計画」（Ｐ208）の定めによるものとする。 

 

 

 

大玉村 

（災害対策本部） 

鉄道事業者 

警察署 警察本部 警察庁 

国土交通省 

（東北運輸局） 

消防庁 
消防署 

事故発見者 

事故原因者 

消防署 

 

危機管理部 

県北地方振興局 

県（災害対策本部） 

※ この図の矢印は、発災初期の情報伝達のルートを示すものであるため、関係機関は、応急対策の活動

に係る情報について、必要に応じ、相互に緊密な情報交換を行うものとする。 
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第４章 道路災害対策計画 
 

第１節 道路災害予防対策計画 

 

第１ 道路交通の安全のための情報の充実 

道路管理者及び警察署は、道路交通の安全の確保のための情報の収集、連絡体制の整備を図

るとともに、道路利用者に道路施設等の異常に関する情報を迅速に提供する体制の整備に努め

るものとする。 

 

第２ 道路施設等の整備 

１ 道路管理者は、道路パトロール等により道路施設等の点検を行い現況把握に努めるものとす

る。 

２ 道路管理者は、道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るものとする。 

３ 道路管理者は、道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワークを確保

するため、落石防止、法面対策、迂回路やバイパスの整備等を計画的かつ総合的に実施するも

のとする。 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 防災情報通信網等の整備 

（１）道路管理者は、道路災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧のための整備に

努めるものとする。 

（２）村は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に対応

した通信機器の整備について配慮するものとする。 

 

２ 応援協力体制の整備 

（１）村及び防災関係機関は、道路災害における応急対策に万全を期すため、隣接市町、広域市

町村圏等との応援協定の締結促進により、応援協力体制の整備を図る。 

（２）村及び防災関係機関は、応援協定に基づき迅速な対応をとることが出来るよう、あらかじ

め要請の手順、連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておくとともに、防災

訓練等を通じ習熟するものとする。 

 

３ 救助・救急及び医療（助産）救護 

（１）村、県及び防災関係機関は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編 第１章 第

５節 火災予防対策」（Ｐ34）及び「第２編 第１章 第１０節 医療（助産）救護・防疫

体制の整備」（Ｐ54）の定めにより、被害の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとす

る。 

（２）村及び県は、あらかじめ、消防関係機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、

相互の連携強化に努めるものとする。 

（３）道路管理者は、救助・救急活動について、平常時から消防機関等との連携を強化しておく

ものとする。 
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４ 消防力の強化 

（１）道路管理者のとるべき措置 

消防活動について、平常時から消防機関などとの連携を強化しておくものとする。 

（２）村のとるべき措置 

村は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するように整備計画を作成し、

消防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。また、消防本部、消防団、自

主防災組織等の連携強化に努めるものとする。 

 

５ 防災訓練の実施 

村、防災関係機関は、「第２編 第１章 第１３節 防災訓練」（Ｐ63）の定めにより、災

害を想定し、相互に連携し、消火、救助・救急等について、より実践的な防災訓練を実施する

ものとする。 

 

第４ 防災知識の普及啓発  

道路管理者は、道路を守る月間、道路防災週間等を通じ、道路利用者に対して、災害発生時

にとるべき行動等防災知識の普及啓発に努めるものとする。 

 

第５ 要配慮者予防対策 

「第５編 第２章 第１節 航空災害予防対策計画」第２を準用する。（Ｐ312） 
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第２節 道路災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 道路管理者のとるべき措置 

道路管理者は、道路災害が発生した場合、速やかに「道路災害情報伝達系統（Ｐ321）」に

基づき、被害状況、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等について関係機関に伝達すると

ともに、緊密な連携の確保に努めるものとする。 

 

２ 村及び防災関係機関のとるべき措置 

（１）村及び防災関係機関は、災害情報の収集伝達について「第２編 第２章 第３節 災害情

報の収集伝達」（Ｐ95）の定めにより実施するものとする。 

（２）村及び消防本部から県への道路災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集 報告系統－２ 

火災、危険物に係る事故、救急・救助事故」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 道路管理者の活動体制 

（１）道路管理者は、災害発生後速やかに、職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立及び災害

対策本部の設置等必要な体制をとるとともに、災害の拡大防止のために必要な措置を講ずる

ものとする。 

（２）道路管理者は、道路災害の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、パトロール等に

よる情報の収集を行い、被害の拡大を防ぐため、迂回路の設定、道路利用者等への情報の提

供等を行うものとする。 

 

２ 村の活動体制  

村は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じた県消

防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 

３ 相互応援協力 

（１）道路管理者は、建設業者等との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な

人員、資機材等の確保に努めるものとする。 

（２）村は、道路災害の規模が村の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場合

には、「第２編 第２章 第５節 相互応援協力」（Ｐ108）の定めにより知事又は他の市

町村長の応援又は応援のあっせんを求めるものとする。 

（３）消防本部は、道路災害の規模が村の消防体制では十分な救助、救急活動の実施が困難と認

められる場合には、村と調整のうえ、県内全消防本部による「福島県広域消防相互応援協定」

に基づき、他の消防機関に対し応援要請するものとする。 

 

４ 自衛隊の災害派遣 

村は、道路災害が発生し、人命救助及び被害の拡大を防止する必要があると認められる場合
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に「第２編 第２章 第８節 自衛隊災害派遣要請」（Ｐ117）の定めにより、知事に対して

自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

（１）道路管理者は、消防本部、警察署等による迅速かつ的確な救出・救助活動が行われるよう

協力するものとする。 

（２）村は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）及び「第２編 第２章 第１

１節 医療（助産）・救護」（Ｐ141）の定めにより、消防機関、警察署、医療機関等の関

係機関と連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行

い、救助・救急及び医療（助産）救護活動を実施するものとする。 

（３）消防本部は、保有する資機材を活用し、村、警察署、医療機関等の関係機関と連携し、救

助・救急活動を行うものとする。 

（４）警察署は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）に基づき、消防本部等の

防災関係機関と連携して、救出・救助活動を行うものとする。 

 

２ 消火活動 

（１）道路管理者は、消防本部等による迅速かつ的確な消火活動が行われるよう協力するものと

する。 

（２）消防署等の消防機関は、速やかに災害の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う

ものとする。 

（３）村は、県消防防災ヘリコプターによる消火、偵察等の実施を県に要請することができる。 

（４）村は、被災地市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速か

つ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４ 交通規制措置 

警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第５ 危険物の流出に対する応急対策  

道路災害により、危険物が流出し、又はそのおそれがある場合、消防機関、警察署、道路管

理者は、相互に協力して、「第５編 第５章 危険物等災害対策計画」（Ｐ322）の定めにより、

直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努めるものとする。 

 

第６ 道路施設・交通安全施設の応急復旧 

１ 道路管理者は、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等応急復旧を行い、類似の災害の再発防

止のため、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行うものとする。 

２ 警察署は、災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るとともに、被災現場周辺等の

施設について緊急点検を行うものとする。 
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第７ 災害広報 

「第５編 第２章 第２節 航空災害応急対策計画」第５を準用する。（Ｐ314）なお、「航

空運送事業者」を「道路管理者」に、「航空災害」を「道路災害」に読み替える。 

 

 「道路災害情報伝達系統」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 道路災害復旧対策計画 

第１ 復旧対策 

１ 道路管理者は、国、県、市町村等防災関係機関と連携し、迅速かつ円滑に被災施設の復旧作

業を行うものとする。 

 

２ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない場合

には、「第２編 第３章 災害復旧計画」の定めによるものとする。 

 

 

発 見 者 

原 因 者 

道 路 管 理 者 

大玉村 

（災害対策本部） 

県北地方振興局 

消 防 署 

警 察 署 

土 木 部 

危機管理部 

県警察本部 

国土交通省 

消 防 庁 

警 察 庁 

県（災害対策本部） 
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第５章 危険物等災害対策計画 
 

 この計画は、一、危険物及び高圧ガスの漏洩、流出、火災、爆発による多数の死傷者等

が発生し又は発生するおそれのある場合、二、毒物・劇物の飛散、漏洩、流出等による多

数の死傷者等が発生し又は発生するおそれがある場合、三、火薬類の火災、爆発による多

数の死傷者等が発生し又は発生するおそれがある場合といった危険物等災害に対し、その

対策について定めるものとする。 

 なお、この計画に定められていない事項については、一般災害対策編の定めによるもの

とする。 

 

第１節 危険物等災害予防対策計画 

第１ 危険物等の定義 

１ 危険物 

消防法第２条第７項に規定されているものとする。 

 

２ 高圧ガス 

高圧ガス保安法第２条に規定されているものとする。 

 

３ 毒物・劇物 

毒物及び劇物取締法第２条に規定されているものとする。 

 

４ 火薬類 

火薬類取締法第２条に規定されているものとする。 

 

第２ 危険物施設の安全性の確保 

危険物等の貯蔵・取扱いを行う事業者（以下、この節において「事業者」という。）は、法

令で定める技術基準を遵守し、また、消防本部は、危険物関係施設に対する立入検査の徹底に

より、施設の安全の確保に努めるものとする。 

１ 危険物 

（１）事業者のとるべき措置 

事業者は、消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、施設等の維持管理の

徹底、事業所従事者に対する災害予防教育の実施、防災資機材の整備、危険物取扱者制度の

効果的運用等により自主保安体制の確立を図るものとする。 

（２）村のとるべき措置 

村は、消防関係機関の協力のもと、危険物取扱者保安講習会等の啓発教育事業により、危

険物取扱者の資質の向上及び自主保安体制の推進を図るものとする。 

また、製造所、貯蔵所等に対する立入検査及び移送・運搬車両に対する路上立入検査を実

施し、施設等の安全の確保に努めるものとする。 
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２ 高圧ガス 

（１）事業者のとるべき措置 

事業者は、高圧ガス保安法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、施設等の維

持管理の徹底、防災訓練の実施、事業所従事者に対する災害予防教育の実施、防災資機材等

の整備等により自主保安体制の確立を図るものとする。 

 

３ 毒物・劇物 

（１）事業者のとるべき措置 

事業者は、毒物及び劇物取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、施設等

の維持管理の徹底、防災訓練の実施、事業従事者に対する災害予防教育の実施、防災資機材

等の整備等により自主保安体制の確立を図るものとする。 

 

４ 火薬類 

（１）事業者のとるべき措置 

事業者は、火薬類取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、施設等の維持

管理の徹底、火薬類取扱保安責任者及び従事者に対する手帳制度に基づく再教育講習及び保

安教育講習、防災資機材等の整備により自主保安体制の確立を図るものとする。 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 防災情報通信網の整備 

（１）村は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に対応

した通信機器の整備について配慮するものとする。 

 

２ 応援協力体制の整備 

（１）事業者は、応急活動、復旧活動、資機材の調達に関し、各関係機関及び事業者団体相互に

おいて、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を促進し、連携の強化に努めるものと

する。 

（２）村及び防災関係機関は、危険物等災害における応急対策に万全を期すため、隣接市町、広

域市町村圏等との応援協定締結促進により、応援協力体制の整備を図るとともに、「第２編 

第１章 第１節 防災組織の整備・充実」（Ｐ21）の定めにより、必要な措置を講ずるもの

とする。 

（３）村及び防災関係機関は、応援協定に基づき迅速な対応をとることができるよう、あらかじ

め要請の手順、連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておくとともに、防災

訓練等を通じ習熟するものとする。 

 

３ 救助・救急及び医療（助産）救護 

（１）村及び防災関係機関は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編 第１章 第５

節 火災予防対策」（Ｐ34）及び「第２編 第１章 第１０節 医療（助産）救護・防疫体

制の整備」（Ｐ54）の定めにより、被害の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

（２）村及び県は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互
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の連携強化に努めるものとする。 

（３）事業者は、消防機関、医療機関等との連絡・連携の整備を図るものとする。 

 

４ 消防力の強化 

（１）事業者のとるべき措置 

危険物災害による被害の拡大を最小限にとどめるため、危険物の種類に対応した科学消火

薬剤等の備蓄など資機材の整備促進に努めるとともに、平常時から消防機関等との連携を強

化しておくものとする。 

（２）村のとるべき措置 

村は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、

消防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。また、消防本部、消防団、自

主防災組織等の連携強化に努めるものとする。 

 

５ 危険物等の大量流出時における防除活動 

（１）村は、関係機関による防除資機材の整備状況の把握に努め、災害発生時に応援を求めるこ

とができる体制の整備について支援するものとする。 

（２）消防機関、関係事業者等は、危険物等が河川等へ大量に流出した場合に備えて、防除資機

材を整備するとともに、災害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備

するものとする。 

 

６ 避難対策 

村は、避難対策について迅速な対応をとることが出来るよう、避難場所、避難路等をあらか

じめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、「第２編 第１章第９節 避難対

策」（Ｐ45）の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

 

７ 防災訓練の実施 

村、防災関係機関は、「第２編 第１章 第１３節 防災訓練」（Ｐ63）の定めにより、県、

市町村、防災関係機関、関係事業者等が相互に連携し、消火、救助、救急等について、実践的

な防災訓練を実施するものとする。 

 

第４ 防災知識の普及啓発 

村及び防災関係機関は、危険物安全週間や防災関連行事等を通じ、住民等に対して、その危

険性を周知するとともに、災害発生時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及啓

発に努めるものとする。 

 

第５ 要配慮者予防対策 

「第５編 第２章 第１節 航空災害予防対策計画」第２に準じる。（Ｐ312） 

 

 

第２節 危険物等災害応急対策計画 
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第１ 災害情報の収集伝達 

１ 事業者のとるべき措置 

事業者は、危険物災害が発生した場合、速やかに「危険物等災害情報伝達系統（Ｐ328）」

に基づき、被害状況、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等について関係機関に伝達する

とともに、緊密な連携の確保に努めるものとする。 

 

２ 村及び防災関係機関のとるべき措置 

（１）村及び防災関係機関は、災害情報の収集伝達について「第２編 第２章 第３節 災害情

報の収集伝達」（Ｐ95）の定めにより実施するものとする。 

（２）村及び消防本部から県への緊急連絡は、「情報連絡ルート集 報告系統－２ 火災、危険

物に係る事故、救急・救助事故及び報告系統－４ 火薬類・高圧ガス事故」により連絡する

ものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 事業者の活動体制 

事業者は、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立、災害対策本部設置

等必要な体制をとり、自衛消防組織等による初期消火、延焼防止活動、流出防止等災害の拡大

防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 村の活動体制 

村は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立、災害対策本部設置等必要

な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県消防防災

ヘリ等の応援要請をするものとする。 

 

３ 相互応援協力 

（１）村は、危険物等災害の規模が村消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、「第２編 第２章 第５節 相互応援協力」（Ｐ108）の定めにより知事又は他の

市町村長の応援又は応援のあっせんを求めるものとする。 

（２）消防本部は、危険物等災害の規模が当該市町村の消防体制では十分な応急措置の実施が困

難と認められる場合には、被災市町村と調整のうえ、県内全消防本部による「福島県広域消

防相互応援協定」に基づき、他の消防機関に対し応援を要請するものとする。 

（３）事業者は、事業者団体相互の応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。 

 

４ 自衛隊の災害派遣 

村は、大規模な危険物等災害が発生し、人命救助及び被害の拡大を防止する必要があると認

められる場合には、「第２編 第２章 第８節 自衛隊災害派遣要請」（Ｐ117）の定めによ

り知事に対して自衛隊の災害派遣の要請を求めるものとする。 

 

第３ 災害の拡大防止 
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１ 事業者のとるべき措置 

事業者は、危険物等災害時において消防機関、警察機関等の関係機関と連携を密にし、関係

法の定めにより、的確な応急点検及び応急措置等を講ずるものとする。 

 

２ 村、消防機関のとるべき措置 

村、消防機関等は、関係法の定めにより、危険物等災害時の危険物等の流出・拡散防止及び

除去、環境モニタリングをはじめ、住民避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施

設の緊急使用停止命令など適切な応急対策を講ずるものとする。 

 

第４ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

（１）村は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）及び「第２編 第２章 第１

１節 医療（助産）・救護」（Ｐ141）の定めにより、消防機関、警察署、医療機関等の関

係機関と連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行

い、救助・救急及び医療（助産）救護活動を実施するものとする。 

（２）消防本部は、保有する資機材を活用し、村、警察署、医療機関等の関係機関と連携し、救

助・救急活動を行うものとする。 

（３）警察署は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）に基づき、消防本部等の

防災関係機関と連携して、救出・救助活動を行うものとする。 

 

２ 消火活動 

（１）消防署等の消防機関、自主防災組織等は、速やかに災害の状況を把握するとともに、迅速

に消火活動を行うものとする。 

（２）村は、県消防防災ヘリコプターによる消火、偵察等の実施を県に要請することができる。 

（３）村は、被災地市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速か

つ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第５ 交通規制措置 

警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第６ 危険物の大量流出に対する応急対策  

１ 事業者、消防機関、警察署等のとるべき措置 

事業者、消防本部及び警察署等は、危険物等の流出が認められた場合には、直ちに防除活動

を行うとともに、避難誘導活動を行うものとする。 

  

２ 村のとるべき措置 

村は、危険物等が河川等に大量に流出した場合には、関係機関と協力し、直ちに環境モニタ

リング、危険物等の処理に必要な措置を講ずるものとする。 

 

第７ 避難誘導 
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１ 村のとるべき措置 

危険物等災害により住家等への被害拡大の危険性があると判断した場合には、人命の安全を

第一に「第２編 第２章 第９節 避難」（Ｐ121）の定めにより、地域住民等に対し避難の

勧告又は指示等の必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 要配慮者対策 

村は、要配慮者に対し、情報伝達、避難誘導、避難場所における生活等について配慮すると

ともに、「第２編 第２章 第９節 避難」（Ｐ121）及び「第２編 第２章 第２２節 要

配慮者対策」（Ｐ189）の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第８ 災害広報 

「第５編 第２章 第２節 航空災害応急対策計画」第５を準用する。（Ｐ314）なお、「航

空運送事業者」を「事業者」に、「航空災害」を「危険物災害」に読み替える。 
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「危険物等災害情報伝達系統」 

 

 

 

 

 
 
 
       (高圧ガス、 

        火薬類） 

 
 
 
 
              (危険物) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ この図の矢印は、発災初期の情報伝達ルートを示すものであるため、関係機関は、応急対策

の活動に係る情報について、必要に応じ、相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 

 

第３節 危険物等災害復旧対策計画 

第１ 復旧対策 

復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない場合

には、「一般災害対策編 第３章 災害復旧計画」の定めによるものとする。 

 

 

 

  

事業者 

発見者 

消 防 署 

県北地方振興局 

県北保健福祉事務所 

警 察 署 

大 玉 村 

県警察本部 

危機管理部 

保健福祉部 

警察庁 

経済産業省 

消 防 庁 

厚生労働省 

 

 

県（災害対策本部） 

 

県（災害対策 

地方本部） 

 

（毒物・劇物） 

県（災害対策本部） 
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第６章 大規模な火事災害対策計画 
 

 この計画は、住宅の密集化、建築物の高層化等により、密集地における火災は大

規模化する危険が増していることから、大規模な火事による多数の死傷者等の発生

といった大規模な火事災害に対し、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、防災

関係機関が実施する予防、応急及び復旧の各対策について定めるものとする。 

 なお、この計画に定められていない事項については、一般災害対策編の定めによ

るものとする。 

 

第１節 大規模な火事災害予防対策計画 

 

第１ 災害に強いむらづくり 

１ 災害に強いむらの形成 

村は、火事による被害を防止・軽減するため、土地利用の規制・誘導・避難地、避難路の整

備、建築物の不燃化等の施策を総合的に推進するものとする。 

（１）防災空間の整備 

村は、幹線道路や河川等との連携を図りつつ、大規模な火事災害の発生時に防災活動拠点

等となる施設等を計画的に配置するとともに、避難路及び消防活動困難区域の解消のため、

十分な幅員を持った道路の整備を推進するものとする。 

（２）建築物の不燃化の推進 

村は、防火地域及び準防火地域の指定による防災に配慮した土地利用を図り、建築物の不

燃化を推進するものとする。 

 

２ 火災に対する建築物の安全化  

（１）消防用設備等の整備、維持管理 

村、消防本部、事業者等は、多数の人が出入りする事業所等について、法令に適合したス

プリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するものとする。 

また、事業者等は、当該建築物に設置された消防用設備等については、災害時にその機能

を有効に発揮することが出来るよう定期的に点検を行うなど適正な維持管理を行うものと

する。 

（２）建築物の防火管理体制 

村、消防本部、事業者等は、火事等の災害から人的、物的損害を最小限にとどめるため、

学校、病院、工場等の防火対象物における防火管理者の設置について指導し、防火管理体制

の強化に努めるものとする。 

消防本部は、「第２編 第１章 第５節 第３ ３防火管理制度の効果的運用」（Ｐ35）

に基づき防火管理者に対し、消防計画の作成、消火、通報及び避難誘導等防火管理上必要な

業務について指導を行い、防火管理体制の充実を図るものとする。 

（３）建築物の安全対策の推進 

ア 村は、特殊建築物等の防火、避難対策に重点をおいて補修、補強又は改善等の指導を行

い、建築物の維持管理の適正化及び防災性の向上を図るものとする。 
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イ 消防本部は、旅館、百貨店等不特定多数の者を収容する施設（防火対象物定期点検報告

制度「防火基準点検済証」対象施設）については、予防査察時に防火安全対策について適

切な指導を行うものとする。 

 

第２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実 

村は、大規模な火事災害防止のため、福島県総合情報通信ネットワーク、村防災行政無線等

を利用し、福島地方気象台等と連携のうえ、気象警報・注意報の発表等気象に関する情報の迅

速かつ正確な把握に努め、気象状況の変化に対応した予防対策を講ずるものとする。 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

１ 防災情報通信網の整備 

村は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に対応し

た通信機器の整備について配慮するものとする。 

  

２ 応援協力体制の整備 

（１）村及び防災関係機関は、大規模な火事災害における応急対策に万全を期すため、隣接市町、

広域市町村圏との応援協定の締結促進により、応援協力体制の整備を図るとともに、必要な

措置を講ずるものとする。 

（２）村及び防災関係機関は、応援協定に基づき迅速な対応をとることが出来るよう、あらかじ

め要請の手順、連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておくとともに、防災

訓練等を通じ習熟するものとする。 

  

３ 救助・救急及び医療（助産）救護 

（１）村及び防災関係機関は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編 第１章 第５

節 火災予防対策」（Ｐ34）及び「第２編 第１章 第１０節 医療（助産）救護・防疫体

制の整備」（Ｐ54）の定めにより、被害の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

（２）村は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連携

強化に努めるものとする。 

 

４ 消防力の強化 

（１）村のとるべき措置 

ア 大規模な火事に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備、プール等の指定消

防水利としての活用等により消防水利の多様化を図るとともに、その適正な配置に努める

ものとする。 

イ 「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するように整備計画を作成し、消

防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

ウ 消防本部、消防団、自主防災組織等の連携強化に努めるものとする。 

 

５ 避難対策 

村は、避難対策について迅速な対応をとることが出来るよう、避難場所、避難路等をあらか
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じめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、「第２編 第１章第９節 避難対

策」（Ｐ45）の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

 

６ 防災訓練の実施 

村及び防災関係機関は、「第２編 第１章 第１３節 防災訓練」（Ｐ63）の定めにより、

大規模災害を想定し、県、村、防災関係機関、事業者及び地域住民等が相互に連携し、消火・

救助・救急等について、より実践的な防災訓練を実施するものとする。 

 

第４ 防災知識の普及啓発 

村及び防災関係機関は、全国火災予防運動、防災週間、建築物防災週間等を通じ、住民等に

対して、大規模な火事の被害想定などを示しながらその危険性を周知するとともに、災害発生

時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及啓発に努めるものとする。 

 

第５ 要配慮者予防対策 

「第５編 第２章 第１節 航空災害予防対策計画」第２を準用する。（Ｐ312） 
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第２節 大規模な火事災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 村及び防災関係機関のとるべき措置 

（１）村及び防災関係機関は、災害情報の収集伝達について「第２編 第２章 第３節 災害情

報の収集伝達」（Ｐ95）の定めにより実施するものとする。 

（２）村及び消防本部から県への大規模な火事災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集 報告系

統－２ 火災、危険物に係る事故、救急・救助事故」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

「第５編 第５章 第２節 航空災害応急対策計画」第２を準用する。（Ｐ313） 

 

第３ 救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

「第５編 第５章 第２節 危険物等災害応急対策計画」第４を準用する。（Ｐ326） 

 

第４ 交通規制措置 

警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第５ 避難誘導 

「第５編 第５章 第２節 危険物等災害応急対策計画」第７を準用する。（Ｐ327）なお、

「危険物等」を「大規模な火事」に読み替える。 

 

第６ 災害広報 

「第５編 第５章 第２節 航空災害応急対策計画」第５を準用する。（Ｐ314）なお、「航

空災害」を「大規模な火事災害」に読み替える。 
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「大規模な火事災害情報伝達系統図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 大規模な火事災害復旧対策計画 

第１ 復旧対策 

１ 村及び関係機関は、県、国と連携し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広

域応援に関する計画を活用し、迅速かつ円滑に被災施設の復旧作業を行い、又は支援するもの

とする。 

 

２ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない場合

には、「一般災害対策編 第３章災害復旧計画」の定めによるものとする。 

 

 

 

発

見

者

・

原

因

者 

消防署 県消防防災航空センター 

危機管理部 

国 

（消防庁ほか

関係省庁） 

県北地方振興局 

（災害対策地方本部） 

自衛隊 

大玉村 

（災害対策本部） 

警察署 警察本部 国 

（警察庁） 

県（災害対策本部） 

※ この図の矢印は、発災初期の情報伝達ルートを示すものであるため、関係機関は、応急対

策の活動に係る情報について、必要に応じ、相互に緊密な情報交換を行うものとする。 
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第７章 林野火災対策計画 
 

 林野火災は水利の不便や初期消火の困難など、一般火災に対する消防活動とは著しく異

にする。この林野火災計画は、林野火災に対し、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、

防災関係機関が実施する予防、応急及び復旧の各対策について定めるものとする。 

 なお、この計画に定められていない事項については、一般災害対策編の定めによるもの

とする。 

 

第１節 林野火災予防対策計画 

 

第１ 林野火災の特性 

林野火災は、その発火地点・延焼速度及び拡大化等の諸条件から、火災の早期覚知の困難・

現場到着の遅延から生ずる初期消火の困難及び水利の不便等もあり、一般火災に対する消防活

動とは著しく趣を異にする。また、その被害は、単に森林資源の焼失・人畜の損傷・森林の治

水機能の破壊及び土壌能力の喪失等をも招来することがあり、その影響は極めて大きいものが

ある。 

 

第２ 林野火災に強いむらづくり 

１ 林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域については、県と協議のうえ、その地域の特性

に配慮した林野火災特別地域対策事業計画を作成し、林野火災対策事業を集中的かつ計画的に

実施するものとする。 

 

２ 森林所有者、地域の林業関係団体等は、自主的な森林保全管理活動を推進するように努める

ものとする。 

 

３ 村は、警報発令等林野火災発生のおそれがあるときは、監視パトロール等の強化、火入れを

行う者に対する適切な対応、消防機関の警戒体制の強化等を行うものとする。 

 

第３ 林野火災防止のための情報の充実 

村は、林野火災防止のため、福島県総合情報通信ネットワーク、村防災行政無線等を利用し、

福島地方気象台等と連携のうえ、気象警報・注意報の発表等気象に関する情報の迅速かつ正確

な把握に努め、気象状況の変化に対応した予防対策を講ずるものとする。 

 

第４ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 災害情報通信網の整備 

村は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に対応し

た通信機器の整備について配慮するものとする。 

 

２ 応援協力体制の整備 

（１）村及び防災関係機関は、林野火災が隣接市町に及ぶ場合があるため、隣接市町、広域市町
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村圏との応援協定の締結促進により、応援協力体制の整備を図るとともに、必要な措置を講

ずるものとする。 

（２）村及び防災関係機関は、応援協定に基づき迅速な対応をとることが出来るよう、あらかじ

め要請の手順、連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておくとともに、防災

訓練等を通じ習熟するものとする。 

  

３ 救助・救急及び医療（助産）救護 

（１）村及び防災関係機関は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編 第１章 第５

節 火災予防対策」（Ｐ34）及び「第２編 第１章 第１０節 医療（助産）救護・防疫体

制の整備」（Ｐ54）の定めにより、被害の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。  

（２）村は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連携

強化に努めるものとする。 

 

４ 消防力の強化 

（１）村のとるべき措置   

ア 防火線、防火林及び防火林道等林野火災の防火施設並びに林野火災用消防資機材を整備

するとともに、標識板、警報旗等の防火施設の整備を推進するものとする。 

イ 「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するように整備計画を作成し、消

防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

ウ 消防本部、消防団、自主防災組織等の連携強化に努めるものとする。 

（２）関東森林管理局のとるべき措置 

ア 森林火災の防止及び早期覚知に努めるとともに、特に危険期には職員による巡視を強化

し、危険箇所の点検を行うものとする。 

イ 保護樹帯の設置等を実施し、森林火災の拡大防止に努めるものとする。 

ウ 森林火災の発生に備え、消火用器具及び空中消火資機材の整備に努めるものとする。 

  

５ 避難対策 

村は、避難対策について迅速な対応をとることが出来るよう、避難場所、避難路等をあらか

じめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、「第２編 第１章第９節 避難対

策」（Ｐ45）の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

 

６ 防災訓練の実施 

村及び防災関係機関は、「第２編 第１章 第１３節 防災訓練」（Ｐ63）の定めにより、

大規模災害を想定し、県、村、防災関係機関、林業関係機関、林業関係団体及び地域住民等が

相互に連携し、消火・救助・救急等について、より実践的な防災訓練を実施するものとする。 

 

第５ 防災知識の普及啓発 

１ 村及び消防本部は、山火事防止強調月間等を通じて、県、林業関係機関、林業関係団体及び

防災関係機関と協力して広報活動を行い、林野周辺住民及び入山者等の防災意識の啓発に努め

るものとする。 
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２ 関東森林管理局は、林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため、標識板、警報旗及びポス

ター等によって森林火災予防思想の普及に努めるものとする。 

 

第６ 要配慮者予防対策 

「第５編 第２章 第１節 航空災害予防対策計画」第２を準用する。（Ｐ312） 
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第２節 林野火災応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 村及び防災関係機関のとるべき措置 

（１）村及び防災関係機関は、災害情報の収集伝達について「第２編 第２章 第３節 災害情

報の収集伝達」（Ｐ95）の定めにより実施するものとする。 

（２）村及び消防本部から県への林野火災の緊急連絡は、「情報連絡ルート集 報告系統－１ 林

野火災」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 村の活動体制 

村は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立、災害対策本部設置等必要

な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県消防防災

ヘリコプター等の応援要請をするものとする。 

 

２ 林野所有者（管理者）及び林業関係事業者の活動体制 

林野所有者（管理者）及び林業関係事業者は、消防機関、県警察等との連携を図り、初期対

応、情報連絡等の協力に努めるものとする。 

 

３ 相互応援協力 

（１）村は、林野火災の規模が村消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場合に

は、「第２編 第２章 第５節 相互応援協力」（Ｐ108）の定めにより知事又は他の市町

村長の応援又は応援のあっせんを求めるものとする。 

（２）消防本部は、林野火災の規模が当該市町村の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と

認められる場合には、被災市町村と調整のうえ、県内全消防本部による「福島県広域消防相

互応援協定」に基づき、他の消防機関に対し応援を要請するものとする。 

 

４ 自衛隊の災害派遣 

村は、大規模な林野火災が発生し、必要があると認められる場合には、「第２編 第２章 第

８節 自衛隊災害派遣要請」（Ｐ117）の定めにより知事に対して自衛隊の災害派遣を要請す

る。 

 

第３ 救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 救助・救急、医療（助産）救護活動 

（１）村は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）及び「第２編 第２章 第１

１節 医療（助産）・救護」（Ｐ141）の定めにより、消防機関、警察署、医療機関等の関

係機関と連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行

い、救助・救急及び医療（助産）救護活動を実施するものとする。 

（２）消防本部は、保有する資機材を活用し、村、警察署、医療機関等の関係機関と連携し、救

助・救急活動を行うものとする。 
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（３）警察署は、「第２編 第２章 第７節 救助・救急」（Ｐ114）に基づき、消防本部等防

災関係機関と連携して、救出・救助活動を行うものとする。 

 

２ 消火活動 

（１）村は、林野火災は、その発生場所、風向き及び地形現地の状況によって常にその変化に応

じた措置をとる必要があることを考慮し、消火活動にあたっては、消防機関等と連携し、次

の事項を検討して、最善の方策を講ずるものとする。 

ア 出動部隊の出動区域 

出動部隊の出動区域は、消防団分団の各区域をもって定め、初期状況把握後指示による。 

イ 出動順路と防御担当区域（地況精通者の確保） 

出動順路・地況精通者の確保及び指示は、当該地区分団があたる。 

ウ 携行する消防機材及びその他の器具の指示・調達 

エ 指揮命令及び連絡要項並びに通信の確保 

オ 応援部隊の集結場所及び誘導方法 

カ 応急防火線の設定 

キ 食料、飲料水、消防機材及び救急資材の確保と補給要領 

ク 交代要員の確保 

ケ 救急救護対策 

コ 住民等の避難 

サ 空中消火の要請 

シ 空中消火資機材の手配及び消火体制 

火災が広範囲に拡大し、空中消火体制を要すると認められる場合は、県に申請し、実施

する。（資機材の手配については、「福島県林野火災用空中資機材等貸付要領」による。） 

（２）消防本部等の消防機関、自主防災組織等は、速やかに災害の状況を把握するとともに、迅

速に消火活動を行うものとする。 

（３）村は、県消防防災ヘリコプターによる消火、偵察等の実施を県に要請することが出来る。 

（４）村は、被災地市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速か

つ円滑な実施に努めるものとする。 

（５）関東森林管理局は、国有林又は国有林付近の森林火災を覚知した場合、関係職員を現地に

派遣し火災の拡大防止に努める。  

 

３ 火災防御活動の方法 

火災防御活動については、県の指導を得て十分なる効果の発揮に努める。 

（１）部隊の編成 

消防団長は、地域内の林野火災を有効に防御し鎮圧するために、団長を隊長、副団長を副

隊長として次の消防活動部隊を編成する。 
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■ 消防活動部隊 

 

                    指 揮 班      伐 開 消 火 隊 

                    消 火 班      火 た た き 隊 

                    救 急 班      撒   土   隊 

  隊長   副隊長 

 （団長） （副団長）       消火警戒班      水  の  う  隊 

                    連 絡 班      土   塁   隊 

                    補 給 班      消防ポンプ  隊 

 

（２）現地本部の設置 

状況把握と指揮連絡に最も適切な場所を選定し現場本部を設置するものとする。 

（３）現場到着時延焼範囲が拡大していないときの消火 

各隊は火点を包囲攻撃し得るよう部署し、次の何れかの消火方法を行うものとする。 

ア 道路及び水利の関係で、消防ポンプによる中継等の方法により、注水消防が可能なとき

は注水消防を行う。 

イ 杉・檜・松・笹・柴木類をもって風上からたたき消しを行う。また、樹木や雑草を刈り

とる。 

ウ ジェットシューター及び消火器等を使い消火する。 

（４）現場到着時延焼範囲が拡大しているときの消火 

指揮者が指示する防火線に部署し、延焼阻止の活動を行う。その延焼阻止の方法について

は、道路及び水利の関係で消防ポンプが使用可能なときは注水消防を行う。注水の及ばない

場合は、樹木伐採及び雑草除去等の消火方法を行う。防火線は、指揮者が定めるものである

が、次の要領による。 

ア 無風の場合 

① 山腹から出火したときは、峰の方面とその火面の両側に防火線を設ける。 

② 峰から出火したときは、峰の両側に防火線を設ける。 

イ 強風の場合 

① 峰への延焼は、他の山を焼くようになるから、風向きの如何にかかわらず峰の方面に

防火線を設ける。 

② 山腹の両側面は、風下になっている側面に主力を注ぎ防火線を設ける。 

③ 風下に飛火警戒を行う。 

（５）直接攻撃 

林野火災は、その初期において直接攻撃をもって消火することを原則とし、暖勢火災につ

いても同様の方途を講ずるものとする。攻撃にあたっては次の各号に留意し、火勢激烈で直

接攻撃による消火が困難と認められる場合においても、火の正面又はその側面から攻撃して

火勢を減殺することに努め、火流の巾を狭くするように努めるものとする。 

ア 空中消火・火たたき・踏み消し・撒水・注水・撒土及び覆土等の攻撃方法の何れを用い

るか、あるいは併用するかについては、火災の規模、勢力、燃焼物の種類、気象及び消防
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力の強弱を勘案して指揮者の指示によって行うこと。 

イ 火勢の急激な変化、風速風向の変化及び直接攻撃時間等により隊員が火災にとりまかれ

あるいは疲労度が高いために身体的に危険が伴いがちであることを考慮して行動するこ

と。 

ウ 火災の燃焼方向に人家その他の重要防火対象物又は、火災の拡大激勢化を誘う危険のあ

る材料等があるときは、当該地域の消火に主力を注ぐよう留意すること。 

エ 直接攻撃の力が及ばず間接攻撃による延焼防止に移る場合の判断は、特にその時期を失

わないよう留意すること。 

オ 注撒水等を用いる攻撃にあたっては、消防用水の給水を絶やさないように努めること。 

（６）間接攻撃 

林野火災が激勢で直接攻撃によって防御し得ない場合は、燃焼林野の一部を犠牲にし、空

中より消火剤を散布し、延焼防止、消火をするものとする。 

（７）迎  火 

迎火は、直接攻撃によっては消火得ないと認められる火災について行うものとし、迎火戦

術を用いるにあたっては、次の各号に留意するものとする。 

ア 迎火を着火するにあたっては、防火線から火災の燃焼方向に対して一斉に着火するよう

留意すること。 

イ 迎火と燃焼しつつある山火との合流点では、急激に火勢拡大し、火流となって急激にそ

の方向を変えることがあるから留意すること。 

ウ 迎火を着火したときは、未燃焼地帯に防火線から疲労火の中心にできるだけ焼失面積を

拡大していき飛火の危険を少なくするように留意すること。 

エ 迎火の着火の判断は特に慎重を期して権限のある者の決定によって行うこと。 

（８）残火処理 

林野火災を防御鎮圧したときは、焼失地域の残火を完全に処理し、火災の再発を防止する

ものとし、残火処理にあたっては、特に次の事項について留意するものとする。 

ア 残火処理部隊を特に編成して組織的に残火処理にあたること。 

イ 残火処理については、防御した焼失線の端から逐次発火点に向かって処理し、覆土消火

地域は掘り返して残火を確かめ、老木の空洞などで着火したものについては切り倒して処

理し、かつ残火の発見については、夜間の見張り等が特に効果的であるから徹底的に行う

よう措置する。 

（９）事後措置 

ア 林野火災を鎮圧し残火処理を終わったときは、出動部隊を終結し、引き上げを行うこと

になるが、この場合においては、次の事項について確認するものとする。 

① 部隊人員、事故者の有無、事故者に対する措置 

② 利用資機材の点検 

③ その他 

イ 火災調査 

林野火災の防御鎮圧に成功したときは、火災調査班を編成して直ちにその原因、火災の

推移及び損害額等について調査するものとする。 

ウ 調査事項 
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調査事項は、おおむね次のとおりとする。 

① 火災原因関係 

・火災発生日時場所 

・発火原因 

・焼失地域状況、林況及び発火前後の気象条件 

・被害状況 

② 火災防御鎮圧活動 

・消防機関の認知時刻及び経過 

・出動人員及び出動時刻 

・現地到着時刻、経路及び到着時の火勢の状況 

・防御活動状況（応急防火状況、応用戦術、防火線設定種類延長等） 

・残火処理活動 

・防御指揮及び防御作業の経過概要 

・救護、給与活動概要 

・その他 

 

第４ 交通規制措置 

警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第５ 避難誘導 

「第５編 第５章 第２節 危険物等災害応急対策計画」第７を準用する。（Ｐ327）なお、

「危険物等」を「林野火災」に読み替える。 

 

第６ 災害広報 

「第５編 第５章 第２節 航空災害応急対策計画」第５を準用する。（Ｐ314）なお、「航

空災害」を「林野火災」に読み替える。 

 

第７ 二次災害の防止 

１ 村は、林野火災により流域が荒廃した地域の下流部において、土石流等の二次災害が発生す

るおそれのあることに十分に留意して、二次災害の防止に努めるものとする。  

 

２ 村は、必要に応じ県、国と連携し、降雨等による二次的な土砂災害防止のため、土砂災害等

の危険箇所の点検を行い、その結果、危険性が高いと判断された箇所については、住民、関係

者、関係機関等への周知を図り、応急対策を行うものとする。また、できるだけ速やかに砂防

施設、治山施設、地滑り防止施設等の整備を行うものとする。 

 

３ 村は、土砂災害等の危険箇所の点検結果に基づき、警戒避難体制の整備等必要な処置をとる

ものとする。 
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「林野火災情報伝達系統図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 林野火災復旧対策計画 

第１ 復旧対策 

１ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない場合

には、「一般災害対策編 第３章災害復旧計画」（Ｐ208）の定めによるものとする。 

 

２ 村は、必要に応じ県・国と連携し、造林補助事業により、林野火災跡地の復旧と林野火災に

強い森林づくりに努めるものとする。 

 

発

見

者

・

原

因

者 

消防署 県消防防災航空センター 

大玉村 

（災害対策本部） 

警察署 

危機管理部 

農林水産部 

国 

（消防庁） 

県北地方振興局 

（災害対策地方本部） 

自衛隊 

警察本部 
国 

（警察庁） 

国 

（林野庁） 

林業関係機関 

林業関係団体 

県（災害対策本部） 

※ この図の矢印は、発災初期の情報伝達のルートを示すものであるため、関係機関は、応急対

策の活動に係る情報についての、必要に応じ、相互に緊密な情報交換を行うものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

大玉村地域防災計画 
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