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第１部 資 料（現況） 
 
資料１－１ 土石流危険渓流一覧表 
 
 土石流危険渓流 Ⅰ    （※土石流危険渓流Ⅰは、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を兼ねる） 
 

渓流番号 水 系 名 河 川 名 渓 流 名 所 在 地 流域面積 備  考 

10322A0001 阿武隈川 杉田川 杉田川 大山字前皿久保 0.32  

10322A0005 阿武隈川 安達太良川 寺沢 玉井字黒沢 2.65  

10322A0007 阿武隈川 安達太良川 上宇津野 玉井字上宇津野 1.98  

10322A0008 阿武隈川 安達太良川 間黒 玉井字間黒 1.29  

10322A0014 阿武隈川 矢沢川 曲藤 玉井字曲藤 0.59  

10322A0023 阿武隈川 安達太良川 又兵衛山３ 玉井字又兵衛山 0.58 ３箇所計 

10322A0026 阿武隈川 安達太良川 小姓内沢 玉井字五里田 0.24  

10322A0027 阿武隈川 安達太良川 竜ケ作沢 玉井字五里田 0.03  

 

土石流危険渓流 Ⅱ 

渓流番号 水 系 名 河 川 名 渓 流 名 所 在 地 流域面積 備  考 

10322B0002 阿武隈川 百日川 前ヶ岳沢 玉井字前ヶ岳 1.64  

10322B0004 阿武隈川 百日川 大山 玉井字大山 2.17  

10322B0006 阿武隈川 安達太良川 定場 玉井字定場 0.69  

10322B0009 阿武隈川 安達太良川 南作 玉井字南作 0.09  

10322B0011 阿武隈川 安達太良川 弥三郎平１ 玉井字弥三郎平 0.04  

10322B0012 阿武隈川 安達太良川 弥三郎平２ 玉井字弥三郎平 0.38  

10322B0013 阿武隈川 矢沢川 鳶巣 玉井字鳶巣 0.03  

10322B0015 阿武隈川 矢沢川 中屋敷 玉井字中屋敷 0.02  

10322B0016 阿武隈川 矢沢川 相ノ沢１ 玉井字相ノ沢 0.35  

10322B0017 阿武隈川 矢沢川 相ノ沢２ 玉井字相ノ沢 0.05  

10322B0019 阿武隈川 矢沢川 曲藤沢 玉井字中屋敷 0.23  

10322B0024 阿武隈川 安達太良川 山口瀬戸２ 玉井字山口瀬戸 0.04  

 

資料１－２ 急傾斜地崩壊危険箇所 
 
 急傾斜地崩壊危険箇所 Ⅰ  

指定地番号 箇 所 名 所 在 地 延長（ｍ） 面 積（ha） 告示年月日 告示番号 

0105 宮ノ前 大山字宮ノ前   平成26年9月30日 第590号 

 

急傾斜地崩壊危険箇所 Ⅱ 

指定地番号 箇 所 名 所 在 地 延長（ｍ） 面 積（ha） 告示年月日 告示番号 

2330 高屋敷 大山字高屋敷     

2331 竹ノ内 玉井字竹ノ内   平成30年3月30日 第301号 

2332 本揃 玉井字本揃   平成30年3月30日 第301号 

2464 向山 大山字向山   平成30年3月30日 第301号 
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急傾斜地崩壊危険箇所 Ⅲ  

指定地番号 箇所名 所 在 地 延 長（ｍ） 面 積（ha） 告示年月日 告示番号 

3013 台田 玉井字台田     

3014 弥三郎平 玉井字弥三郎平     

 

資料１－３ 山地災害危険箇所 
 

山腹崩壊危険地区（県地域防災計画書より） 

番 号 地 区 名 所  在  地 危 険 事 由 備 考 

１ 木落山 玉井字東ナメコ 山腹崩壊・崩壊土砂流出 民有地内 

２ 三ツ森 大山字三ツ森 山腹崩壊 民有地内 

３ 小姓内 玉井字五里田 崩壊土砂流出 民有地内 

４ 吹通 玉井字大名倉 崩壊土砂流出 民有地内 

５ 小安作 玉井字曲藤 崩壊土砂流出 民有地内 

６ 二本松 玉井字馬場平 崩壊土砂流出 国有林内 

７ 前ケ岳和入川 玉井字前ケ岳 崩壊土砂流出 国有林内 

 

資料１－４ 砂防指定地 
 

（県北建設事務所 管内概要より） 

指定場所等 面積（ha） 指定年月日 告示 

石筵川 44.12 明治37年11月30日 内務省告示第97号 

杉田川 18 昭和17年8月18日 内務省告示第540号 

杉田川 16.8 昭和28年12月11日 建設省告示第1483号 

安達太良川 2.7 昭和36年1月14日 建設省告示第47号 

杉田川※二本松市内を含む 2.115 昭和39年8月31日 建設省告示第2492号 

七瀬川 21.54 昭和42年3月31日 建設省告示第980号 

安達太良川 11.26 昭和44年3月19日 建設省告示第616号 

井戸神沢※二本松市内を含む 1.3 昭和57年9月25日 建設省告示第1604号 

杉田川 2.97 昭和60年12月17日 建設省告示第1818号 

寺沢 3.22 平成14年3月14日 国土交通省告示第188号 

 

その他の危険箇所 

番 号 地 区 名 所  在  地 危 険 事 由 備 考 

１ 三ツ森 玉井字三ツ森 土堤防崩壊流出 溜め池 
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資料１－５ 池沼調書 

 

番号 池 沼 名 所 在 地 貯水量(㎥) 堤高(ｍ) 堤長(ｍ) 備 考 

1 中森池 大玉村玉井字中森 1,800 1.7 89   

2 鎌研沢池 大玉村玉井字大名倉山 1,000 4.5 21.5   

3 三ツ森溜池 大玉村玉井字守谷山 674,000 28.8 205   

4 荒池 大玉村大山字荒池 77,000 5.9 134   

5 堂前池 大玉村大山字馬尽 36,200 2.4 91   

6 西ノ池 大玉村大山字東 29,800 2.6 83   

7 上ノ池 大玉村大山字前山 600 5 30   

8 岩高池 大玉村大山字山王 2,000 4 50   

9 鐙ケ池 大玉村大山字山王山 4,000 37 5   

10 重箱池 大玉村大山字池下 2,200 5 58   

11 羽黒池 大玉村大山字長曽根 5,400 6.2 121   

12 登計森池 大玉村玉井字登計森 800 3.0 38   

13 西吉丸山池 大玉村玉井字吉丸山 1,300 5.4 40   

14 中原ため池 大玉村玉井字中原 2,100 1.4 224   

15 諸田池 大玉村大山字柿崎 800 2.2 39   

16 額沢温水溜池 大玉村玉井字コリン前 4,600 3.7 225  

17 牛子沢池 大玉村玉井字牛子沢 1,000 1.3 36.5   
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資料１－６ 指定緊急避難場所、指定避難所、臨時避難(場)所 
 

指定緊急避難場所 

NO 施設・場所名 住所 
管理担当 

連絡先 

対象とする異常な現象の種類 

指定避

難所と

の重複 

想定収容

人数 洪水 

崖崩れ、

土石流

及び 

地滑り 

高潮 地震 津波 
大規模

な火事 

内水氾

濫 

火山現

象 

1 保健センター 大玉村玉井字星内70 0243-48-3131 1 1   1   1 1 1 1 
88人 

(3㎡/1人) 

2 北部ふれあいセンター 大玉村大山字藤ノ木82 0243-48-3520 1 1   1   1 1 1 1 
37人 

(3㎡/1人) 

3 西部ふれあいセンター 大玉村玉井字橋本139 0243-48-4641 1 1   1   1 1 1 1 
37人 

(3㎡/1人) 

4 東部ふれあいセンター 大玉村大山字田池55-1 0243-48-3906 1 1   1   1 1 1 1 
37人 

(3㎡/1人) 

5 農村環境改善センター 大玉村玉井字西庵183 0243-48-3139 1 1   1   1 1 1 1 
142人 

(3㎡/1人) 
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指定避難所 

NO 施設名 住所 
管理担当 

連絡先 

指定緊急避難場所 

との重複 
福祉避難所との重複 想定収容人数 

1 大玉村民体育館 大玉村大山字六社山11-1 0243-48-3131 
 

  344人 

2 農村環境改善センター 大玉村玉井字西庵183 0243-48-3139 1   142人 

3 大玉中学校体育館 大玉村玉井字的場93 0243-48-3300 
 

  315人 

4 玉井小学校体育館 大玉村玉井字細田28-3 0243-48-3302 
 

  232人 

5 大山小学校体育館 大玉村大山字谷地1 0243-68-2929 
 

  169人 

6 アットホームおおたま（本館） 大玉村玉井字前ヶ岳国有林7林班 0243-48-2026 
 

  103人 

7 アットホームおおたま（コテージ）       〃 〃 
 

  67人 

8 大玉村商工会 大玉村玉井字星内70 0243-48-3931 
 

  51人 

9 保健センター       〃 0243-48-3130 1 １ 88人 

10 地域包括支援センター 大玉村玉井字台36-1 0243-48-3131 
 

 43人 

11 総合福祉センターさくら 大玉村玉井字東三合目19 0243-68-2111 
 

 93人 

12 北部ふれあいセンター 大玉村大山字藤ノ木82 0243-48-3131 1 
 

37人 

13 西部ふれあいセンター 大玉村玉井字橋本139 0243-48-3131 1 
 

37人 

14 東部ふれあいセンター 大玉村大山字田池55-1 0243-48-3131 1 
 

37人 

15 大玉村保育所 大玉村玉井字台19-2 0243-48-3600  １ 20人 

※想定収容人員は、３㎡あたり１人の割合でカウントする。 
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臨時避難（場）所 

№ 名   称 所  在  地 
延べ床 

面積 

収容 

予定人員 
備考 

1 大玉村民運動場 大玉村大山字六社山6-2 13,200㎡ 2,450人 ※緊急時ヘリポート 

2 農村環境改善センター運動場 大玉村玉井字西庵183 9,021㎡ 1,500人  

3 大玉中学校校庭 大玉村玉井字的場93 18,617㎡ 3,540人  

4 玉井小学校校庭 大玉村玉井字細田28-3 11,700㎡ 2,080人  

5 大山小学校校庭 大玉村大山字谷地1 6,303㎡ 1,240人  

6 玉井幼稚園 大玉村玉井字大壇47-1 527㎡ 115人 遊戯室・保育室 

7 玉井幼稚園園庭    〃 863㎡ 235人  

8 大山幼稚園 大玉村大山字谷地1 348㎡ 70人 遊戯室・保育室 

9 大山幼稚園園庭    〃 1,755㎡ 370人  

10 大玉村保育所 大玉村玉井字台19-2 949㎡ 190人  

11 大玉村保育所園庭    〃 2,461 ㎡ 490人  

12 大山公民館 大山字大江田中37-1 497㎡ 150人  

13 あだたらの里いこいの広場 大玉村玉井字長久保53 2,969㎡ 1,485人 駐車場を含む 

14 あだたらの里ゲートボール場    〃 3,054㎡ 1,527人  

15 あだたらの里運動場    〃 15,263㎡ 7,632人  

16 役場前駐車場 大玉村玉井字星内70 1,500㎡ 750人  

17 総合福祉センター さくら 大玉村玉井字東三合目19 1,887㎡ 943人  

18 新栄会館（１区） 大玉村玉井字吉苗内100 60㎡ 30人  

19 小姓内集会所(１区) 大玉村玉井字中道127-1 60㎡ 30人  

20 下町集会所（２区） 大玉村玉井字北東町118-１ 100㎡ 50人  

21 中町集会所（２区） 大玉村玉井字南町25 100㎡ 50人  

22 上町集会所（２区） 大玉村玉井字薄黒内116-2 100㎡ 50人  

23 山口集会所（３区） 大玉村玉井字山口瀬戸15 40㎡ 20人  

24 大馬改善センター(３区) 大玉村玉井字大黒内145-2 50㎡ 25人  

25 
あだたら南団ニュータウン自治会

館（３区） 
大玉村玉井字又兵衛山27-48 55㎡ 27人 

 

26 中森集会所（３区） 大玉村玉井字築舘28 30㎡ 15人  

27 板髭改善センター(４区) 大玉村玉井字板髭132-3 45㎡ 22人  

28 四区野菜集出荷所(４区) 大玉村玉井字馬喰内134-4 50㎡ 25人  

29 親交生活改善センター(５区) 大玉村玉井字名官林3-16 33㎡ 15人  

30 稲荷郷集会所（５区） 大玉村玉井字稲荷郷14-6 40㎡ 20人  

31 沢振生活改善センター（５区） 大玉村玉井字曲藤150 37㎡ 20人  

32 定場集会所（６区） 大玉村玉井字定場160-1 45㎡ 22人  

33 西栄集会所（６区） 大玉村玉井字間黒97-3 50㎡ 25人  

34 糀免集会所（７区） 大玉村玉井字黒沢222 150㎡ 70人  

35 本揃集会所（７区） 大玉村玉井字本揃157-1 100㎡ 50人  
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№ 名   称 所  在  地 
延べ床 

面積 

収容 

予定人員 
備考 

36 更生生活改善センター(８区) 大玉村玉井字大石150-5 100㎡ 50人  

37 八区集会所（８区） 大玉村玉井字石山23-4 75㎡ 37人  

38 共振組合集会所(８区) 大玉村玉井字地蔵面97 40㎡ 20人  

39 更新組合集出荷所(８区) 大玉村玉井字コリン前21-2 50㎡ 25人  

40 昭和組生活改善センター(８区) 大玉村玉井字三合内18-1 70㎡ 35人  

41 百々目木生活改善センター(８区) 大玉村玉井字百々目木125-3 70㎡ 35人  

42 横堀平集会所（９区） 大玉村大山字大皿久保5 100㎡ 50人  

43 開拓婦人ホーム(９区) 大玉村大山字南小屋10-2 100㎡ 50人  

44 前ヶ岳集会所（10区） 大玉村玉井字前ヶ岳71 80㎡ 40人  

45 平和生活改善センター(10区) 大玉村大山字大皿久保71-3 70㎡ 35人  

46 東光集会所(10区) 大玉村玉井字東光14 100㎡ 50人  

47 馬場平集会所（10区） 二本松市字馬場平121 70㎡ 35人  

48 岩高生活改善センター(11区) 大玉村大山字岩高80 60㎡ 30人  

49 馬尽集会所（11区） 大玉村大山字田池148-1 60㎡ 30人  

50 諸田生活改善センター(11区) 大玉村大山字柿崎73-1 50㎡ 25人  

51 あさひ台自治会集会所(11区) 大玉村大山字岩高28-27 80㎡ 40人  

52 宮ノ下集会所（12区） 大玉村大山字北谷地94-2 100㎡ 50人  

53 新田集会所（12区） 大玉村大山字南新田50-3 160㎡ 80人  

54 二子塚生活改善センター(12区) 大玉村大山字小次郎内72 70㎡ 50人  

55 戸ノ内組集会所（12区） 大玉村大山字戸ノ内153-1 50㎡ 30人  

56 木ノ下組集会所（13区） 大玉村大山字木ノ下68-2 20㎡ 10人  

57 住吉集会所（13区） 大玉村大山字三合目51-1 30㎡ 15人  

58 神原田生活改善センター(13区) 大玉村大山字神原田117-1 69㎡ 35人  

59 谷地組集会所（13区） 大玉村大山字大江田中51-1 60㎡ 30人  

60 後川組生活改善センター(13区) 大玉村大山字後川5-2 61㎡ 30人  

61 学校組集会所（13区） 大玉村大山字大江田中19-2 35㎡ 17人  

62 仲ノ沢集会所（13区） 大玉村大山字行屋29-3 20㎡ 10人  

63 上原集会所（14区） 大玉村大山字六社山47 46㎡ 23人  

64 皿久保集会所（14区） 大玉村大山字大橋平29-18 79㎡ 40人  

65 新座組集会所（14区） 大玉村大山字新座25-2 73㎡ 37人  

66 小泉組集会所（14区） 大玉村大山字小泉98-2 50㎡ 25人  

67 原生活改善センター（14区） 大玉村大山字原59 50㎡ 25人  

68 山崎集会所（14区） 大玉村大山字天王65-2 60㎡ 30人  

69 三番組集会所（15区） 大玉村大山字宮ノ前64 41㎡ 20人  

70 四番組集会所（15区） 大玉村大山字深谷217-2 33㎡ 16人  

71 五番組集会所（15区） 大玉村大山字仲ノ在家52-2 70㎡ 30人  

72 八番組ふれあいセンター（15区） 大玉村大山字力持29-6 54㎡ 25人  
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№ 名   称 所  在  地 
延べ床 

面積 

収容 

予定人員 
備考 

73 舘集会所（16区） 大玉村大山字舘10-3 70㎡ 30人  

74 一番組集会所（16区） 大玉村大山字鷺内61-1 70㎡ 30人  

75 二番組集会所（16区） 大玉村大山字大坪69 70㎡ 30人  

76 七番組集会所（16区） 大玉村大山字下谷地9-1 70㎡ 30人  

合     計 76 ヵ所 94,745㎡ 26,668人  
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資料１－７ 事業所保有車両及び人員輸送関係 
 

（１）近隣トラック所有事業者一覧（トラック協会県中支部抜粋） 

事業所名 住所 電話番号 

㈲三森興産 福島支店 安達群大玉村大山荒池15 0243-24-9905 

㈲八大運輸 大玉村玉井字石山7-1 0243-48-3602 

㈱大玉運送 大玉村玉井字前原112番地 0243-48-4196 

㈲オオノトランス 大玉村玉井字前原50-1 0243-48-4368 

エムケー物流㈱ 大玉村玉井字矢ノ花66番地 0243-34-2153 

㈲鈴木運送店 大玉村大山字宮ノ下124番地 0243-48-4345 

桶本興業㈱福島営業所 大玉村大山字向原114 0243-48-4404 

カンテツ運輸㈱福島営業所 大玉村大山字向原36-3 0243-48-2008 

ヤマト運輸㈱二本松支店 大玉村大山字向原79-1 080-5044-3502 

エヌケープラント㈱ 大玉村大山字新潟47-2 0243-24-8383 

東北誠和梱包運輸㈱郡山営業所 大玉村大山字壇114番地 0243-24-8360 

㈱日配運輸福島営業所 大玉村大山字壇115 0243-24-6464 

㈲丸井運送 大玉村大山字仲江142の4 0243-48-2513 

㈱サンロジスティックス郡山営業所 大玉村大山字仲江320 0243-68-2058 

リベルトライン㈱ 大玉村大山字鳥喰58-1 0243-48-1070 

㈱アサヒセキュリティ郡山営業所 大玉村大山字堂ヶ久保3番地2 0243-62-2345 

㈱丸忠建設工業 大玉村大山字南小屋88 0243-48-4822 

㈱クリーン商会 大玉村大山字北新田28番地1 0243-48-3183 

豊里運輸㈱福島営業所 本宮町下台18-1 0243-24-1331 

柏洋運輸㈱ 二本松市住吉42-1  0243-22-2070 

近物レックス㈱ 本宮市関下字下関下66番地1号 0243-24-5350 

迫トラック㈱郡山営業所 本宮市関下字関下1-3 0243-68-3977 

吉川運輸㈱福島営業所 本宮市関下字東原29-2 0243-68-3033 

㈱澤井商運 本宮市岩根字みずきが丘1番地791 024-953-8400 

山喜陸運㈲ 本宮市岩根字三池沢39-1 0243-39-2124 

㈱ナカノサービス福島営業所 本宮市糠沢字羽黒271-2 0243-44-4788 

㈱大内運送 本宮市糠沢字作395 0243-44-4131 

㈲藤沢物流 本宮市糠沢字作398 0243-44-4250 

カメイ物流サービス㈱郡山営業所 本宮市糠沢字水上21番1 0243-44-4962 

㈱アクティオトランスポート福島営業所 本宮市糠沢字水上356-2 0243-24-6577 

名糖運輸㈱福島物流センター 本宮市荒井字下原1 0243-36-2745 

佐川急便㈱東北支社郡山営業所 本宮市荒井字久保田111-1 0243-24-1076 

㈲福島物流サービス本社営業所 本宮市荒井字久保田117-1 0243-24-7052 

アイエイチロジスティクスサービス㈱ 

郡山共配センター 
本宮市荒井字久保田95-1 0243-63-2230 
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事業所名 住所 電話番号 

㈱セイコーロジスティクス 

郡山センター 
本宮市荒井字久保田98番1 0243-63-5620 

㈱太陽流通サービス郡山営業所 本宮市荒井字恵向121-48 0243-63-1653 

東北西部運輸㈱ 本宮市荒井字恵向121番地56 0243-63-5855 

F‐LINE（株）本宮流通センター 本宮市荒井字恵向13-1 0243-63-5305 

物産ロジスティクスソリューションズ㈱ 

本宮営業所 
本宮市荒井字恵向13番1 0243-24-1061 

㈱クールテックサガワ 本宮市荒井字恵向25-1 0243-36-1880 

大虎運輸東北㈱福島営業所 本宮市荒井字恵向34-1 0243-63-5065 

㈱サンファミリー福島営業所 本宮市荒井字恵向60-11 0243-36-2331 

東液サービス㈱郡山支店 本宮市荒井字恵向60-12 0243-24-7911 

ロジトライ東北㈱本宮営業所 本宮市荒井字恵向60-12 0243-63-5410 

岡田陸運㈱本宮営業所 本宮市荒井字恵向88 0243-24-8235 

㈱スカイ運輸本宮営業所 本宮市荒井字狐塚54-2 0243-36-2533 

第一工流㈱福島営業所 本宮市荒井字甲斐7-1 0243-36-6645 

司企業㈱福島郡山営業所 本宮市荒井字諸子沢121-4 0243-24-8121 

㈱佐藤商事本宮営業所 本宮市荒井字諸子沢121番地1 0243-24-7331 

大友ロジスティクスサービス㈱ 

福島営業所 
本宮市荒井字西原2-1 0243-72-0000 

㈲高茂商事 本宮市荒井字青田原1-19 0243-24-1870 

あだち運送㈱ 本宮市荒井字青田原203-2 0243-36-2437 

高運送㈱福島営業所 本宮市荒井字青田原209-12 0243-36-2877 

㈱仙台ピアノサービス福島営業所 本宮市荒井字青田原209-15 0243-24-1147 

㈲森運輸 本宮市荒井字青田原209-3 0243-34-5320 

㈱ノースエクスプレス 本宮市荒井字青田原209-35 0243-36-6686 

関東運輸㈱福島営業所 本宮市荒井字青田原209番8 0243-24-1180 

㈲ゼスト 本宮市荒井字青田原209番地2 0243-63-5120 

㈱エフライン郡山営業所 本宮市荒井字青田原241番地の1 0243-24-6161 

㈲森ロジテム 本宮市荒井字沢田29番地 0243-24-1220 

㈱アルプス物流郡山営業所 本宮市荒井字北ノ内60-5 0243-34-4111 

ロジテック東北㈱ 本宮市荒井字北ノ内60-7 0243-24-9119 

㈱フットライトコーポレーション東北 本宮市高木字北ノ脇5番地1 0243-24-6661 

鮫川運送㈱福島営業所 本宮市仁井田字一里壇104-1 0243-24-8561 

㈲酪農運送本宮営業所 本宮市仁井田字一里檀17番地 0243-33-2655 

㈱東日本エア・ウォーター物流 

郡山営業所 
本宮市仁井田字一里檀24番地 0243-24-7460 

㈱新開トランスポートシステムズ 本宮市仁井田字枡形30-5 0243-34-5575 
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事業所名 住所 電話番号 

福島営業所 

㈱ライフサポート・エガワ東北福島支社 本宮市長屋字長屋平40 0243-44-4300 

浪速運送㈱福島センター 本宮市南ノ内65-1 0243-34-1081 

㈱Ｔライン 本宮市白岩字柳内258-3 0243-24-1488 

福島ロジネット㈱ 本宮市本宮字栄田106 0243-63-0063 

日通エネルギー東北㈱福島支店 本宮市本宮字栄田97番地 0243-34-3112 

福島本木運送㈱ 本宮市本宮字下台22-5 0243-33-1121 

東北マルハ運輸㈱福島営業所 本宮市本宮字石塚20 0243-33-5815 

センコン物流㈱福島営業所 本宮市本宮字中台1-26 0243-34-3443 

東北センコー運輸㈱福島営業所 本宮市本宮字中野14-2 0243-63-0355 

大和物流㈱福島営業所 本宮市本宮字名郷12-3 0243-33-4411 

野口運輸㈱本宮営業所 本宮市本宮字名郷12番地5 0243-34-6363 

藤本運輸㈱本宮営業所 本宮市和田字白旗76-10 0243-44-4757 

 

（２）人員輸送関係 

事業所名 住所 電話番号 備 考 

協和交通（株） 本宮市高木字猫田53−1 0243-34-4450 バス 

ネオス（株） 本宮市本宮字南ノ内34-6 0243-33-1177 レンタカー 

中央タクシー（有） 本宮市本宮字小幡3-1 0243-33-3303 タクシー 

増子タクシー 本宮市本宮字上町31 0243-34-2133 タクシー 
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資料１―８ 休日及び勤務時間外災害通報連絡表 
 

 

                 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                               

  

 

              

              

 

 

 

  

                     福島県総合情報通信ネットワーク 

 

                     有線電話 

 

                     村防災行政無線（移動系） 

 

 

 

資料１－９ 消防施設及び消防団員等の現有勢力 
   

区分 

消防職員・団員 消防ポンプ等の現況 

職員数 団員数 
ポンプ

自動車 

水槽付 

ポンプ車 

救助 

工作車 
化学車 救急車 指揮車 

査察 

広報車 

小型動力 

ポンプ 

付積載車 

南消防署 34   1 1 1 1 2 1 2   

大玉村   179 2             15 

 

  

福島地方気象台 

県庁統制局 

役場日直・宿直 

住民生活課長・生活安全係長 建設課長・建設係長 

住民福祉部長 消防団長外本部 

消防団各分団 
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資料１－１０ 大玉村防災会議委員名簿 
 

 (令和２年10月) 

番号 役 職 職 名 氏 名 住 所 電 話 

1 会  長 大玉村長 押 山 利 一 大玉村玉井字星内70 
(0243) 

48-3131 

2 
委 員 

（ １ 号 ） 

国土交通省東北整備局 

福島河川国道事務所長 
福 島 陽 介 福島市黒岩字榎平36 

(024) 

546-4331 

3 
委 員 

（ ２ 号 ） 
福島県二本松土木事務所長 小野崎達也 二本松市金色424-1 

(0243) 

22-1151 

4 
委 員 

（ 3 号 ） 

郡山北警察署副暑長 

兼本宮分庁舎所長 
横 山 宗 和 本宮市本宮字万世172-1 

(0243) 

33-3110 

5 
委 員 

（ 4 号 ） 
大玉村副村長 武 田 正 男 大玉村玉井字星内70 

(0243) 

48-3131 

6 〃 住民福祉部長 中 沢 武 志 〃 〃 

7 〃 総務部長 押 山 正 弘 〃 〃 

8 〃 産業建設部長 菅 野 昭 裕 〃 〃 

9 〃 教育部長 作 田 純 一 〃 〃 

10 〃 住民生活課長 安 田 春 好 〃 〃 

18 
委 員 

（ 5 号 ） 

大玉村教育委員会 

大玉村教育長 
佐 藤 吉 郎 〃 〃 

19 
委 員 

（ 6 号 ） 
大玉村消防団長 菅 野 善 啓 〃 〃 

20 
委 員 

（ 7 号 ） 

安達地方広域行政組合 

消防本部消防長 
加 藤 幸 夫 二本松市字大壇27 

(0243) 

22-1211 

21 
委 員 

（ 8 号 ） 

東北電力ネットワーク㈱ 

郡山電力センター所長 
菅 野  淳 郡山市細沼町1-5 

(024) 

932-6314 

22 〃 
東日本電信電話(株) 

福島支店副支店長 
山本健太郎 福島市山下町5-10 

(024) 

535-7156 

23 
委 員 

（ 9 号 ） 
大玉村商工会長 斎 藤  泉 大玉村玉井字星内70 

(0243) 

48-3139 
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資料１－１１ 防災関係機関一覧 
 

１．福島県の機関等 

名    称 住      所 電 話 番 号 衛 星 系 番 号 

危機管理部災害対策課 福島市杉妻町2-16 024 -521 -7194 8-10-201-2632 

県北地方振興局（県民環境部） 福島市杉妻町2-16 024-521-2709 080-2807-5177 

県北建設事務所 福島市杉妻町2-16 024-521-2528  

二本松土木事務所 二本松市金色424-1 0243–22-1151  

県北保健福祉事務所 福島市御山町8-30 024-534-4101  

県北農林事務所 福島市杉妻町2-16 024-521-2583  

郡山北警察署 郡山市富田東三丁目109 024-991-0110  

郡山北警察署本宮分庁舎 本宮市本宮字万世172-1 0243-33-3110  

郡山北警察署大玉駐在所 大玉村玉井字星内86-2 0243-48-3354  

※衛生系番号は、福島県総合情報通信ネットワークシステム防災電話機 

 

２．指定地方行政機関等 

（１）指定地方行政機関 

名        称 住      所 電 話 番 号 

東北総合通信局 仙台市青葉区本町3-2-23 022-221-0610 

東北財務局福島財務事務所 福島市松木町13-2 024-535-0301 

東北厚生局福島事務所 福島市霞町1-46福島合同庁舎 024-503-5030 

東北農政局 仙台市青葉区本町3-3-1 022-263-1111 

福島森林管理署玉ノ井森林事務所 大玉村玉井字薄黒内17-1 0243- 48-3725 

東北経済産業局 仙台市青葉区本町3-3-1 022-221-4856 

東北地方整備局福島河川国道事務所 福島市黒岩字榎平36 024-546-4331 

東北運輸局福島運輸支局 福島市吉倉吉田54 024-546-0345 

仙台管区気象台福島地方気象台 福島市松木町1-9 024-534-2161 

自衛隊（福島駐屯地） 福島県福島市荒井原宿1 024-593-1212 

 

（２）指定公共機関及び指定地方公共機関 

名        称 住      所 電 話 番 号 

日本郵便株式会社 大玉郵便局 大玉村玉井字薄黒内124-5 0243-48-2901 

日本赤十字社福島県支部 福島市永井川字北原田17 024-545-7997 

東日本旅客鉄道（株）東北地域本社福島支店 福島市栄町1-1 024-522-1233 

ＪＲ本宮駅 本宮市本宮字九縄25 0243-33-3223 

東日本電信電話（株）福島支店 福島市山下町5-10 024-531-3000 

東北電力ネットワーク（株）郡山電力センター 郡山市細沼町1-5 024-932-6314 

日本放送協会福島放送局 福島市早稲町1-2 024-526-4630 

福島テレビ（株） 福島市御山町2-5 024-536-8021 
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名        称 住      所 電 話 番 号 

（株）福島中央テレビ 郡山市池ノ台13-23 024-923-3329 

（株）福島放送 郡山市桑野4-3-6 024-933-5853 

（株）テレビユー福島 福島市西中央1-1 024-531-8511 

（株）ラジオ福島 福島市下荒子8 024-535-3330 

（株）エフエム福島 郡山市神明町4-4 024-991-9925 

（株）Ｍｏｔ．ｃｏｍもとみや 本宮市本宮字九縄19-1 0243-63-0008 

（株）福島民報社 本宮支局 本宮市本宮字塩田87-3 0243-33-5221 

福島民友新聞（株） 本宮支局 本宮市本宮字塩田73 0243-33-2685 

 

３．公共的団体・防災関係機関 

名        称 住      所 電 話 番 号 

（一社）安達医師会 二本松市大壇121-8 0243-22-0366 

ふくしま未来農業協同組合大玉支店 大玉村玉井字町47 0243-48-2211 

大玉土地改良区 大玉村玉井字星内70 0243-48-2151 

大玉村商工会 大玉村玉井字星内70 0243-48-3931 

大玉村社会福祉協議会 大玉村玉井字東三合目19 0243-68-2100 

（一社）福島県ＬＰガス協会郡山支部 郡山市安積町日出山4-41 024-943-8585 

 

４．管内の市町村（県北地方振興局管内） 

名    称 住      所 電 話 番 号 衛星系番号 

福島市 （危機管理室） 福島市五老内町3-1 024-525-3793 811-240-88-3303 

二本松市（生活環境課生活防災係） 二本松市金色403-1 0243-55-5102 811-241-88-265 

伊達市 （消防防災課防災企画係） 伊達市保原町字舟橋180 024-575-1197 811-246-88-5341 

本宮市 （防災対策課消防防災係） 本宮市本宮字万世212 0243-24-5365 811-253-88-1119 

桑折町 （生活環境課危機管理係） 桑折町大字谷地字道下22-7 O24-582-2111 811-242-88-117 

国見町 （環境防災課環境防災係） 国見町大字藤田字一丁田二1-7 024-585-2111 811-244-88-134 

川俣町 （総務課消防交通係） 川俣町字五百田30 024-566-2111 811-249-88-1106 
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資料１－１２ 自衛隊による災害派遣活動 
 

項   目 活   動   内   容 

被害状況の把握 車両・航空機など状況に適した手段による偵察 

避難の援助 避難者の誘導、輸送等 

死者、行方不明者、負傷者等の捜索援助 

避難者の捜索 

救助 

 （但し、緊急を要し、かつ他に適当な手段が無い場合、他の援助活動等に優先して実施） 

水防活動  堤防護岸の決壊に対する土のう作成、積込及び運搬 

消防活動  利用可能な消防車、防火用具による消防機関への協力 

障害物の排除  施設の損壊又は障害物がある場合の啓開除去、街路、鉄道線路上の転覆トラック、崩土

等の排除、除雪等 

診察・防疫・ 

病害防除等の支援 

 大規模な伝染病等の発生に伴う応急防疫等 

 （薬剤師は村が準備） 

通信支援  自衛隊の通信連絡に支障のない限度において各種有、無線通信支援 

人員及び輸送の 

緊急輸送 

 緊急を要しかつ他に適当な手段が無い場合、緊急患者、医師その他救難活動に必要な人

員及び救援物資の緊急輸送 

 （航空機による輸送は、特に緊急を有する場合に限る。） 

炊飯及び給水の支援  緊急を要し、他に適当な手段がない場合 

救援物資の無償 

貸付又は譲与 

 「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲渡等に関する総理府令」（昭和３３年総

理府令第１号）による。 

（但し、譲与は、県、村その他の公共機関の援助が受けられず、当該物品の譲与を受けな

ければ身体生命が危険であると認められる場合に限る。） 

交通規制の支援  自衛隊車両の交通が輻輳する地点における自衛隊車両を対象とする。 

危険物の保安 

及び除去 

 能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

予防派遣  風水害等を未然に防止するため緊急を要し、かつ他に適当な手段がない場合の予防派遣 

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決定

する。 
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第２部 資 料（対策） 

 

資料２－１ 病院・医療機関 
 

病院・医療機関 

名称 所在 電話 診療科目 病床数 

医療法人慈久会 谷病院 本宮市本宮字南町裡149 33-2721 内・小・外・整・泌・産婦・耳 173 

東北病院 本宮市青田字花掛20 33-2588 内・精・神・外 251 

池田眼科医院 本宮市本宮字仲町22-3 34-4100 眼 3 

いしわたクリニック 本宮市荒井字東学壇11-1 63-2826 内・泌・外・リハ  

医療法人上遠野内科医院 本宮市本宮字荒町54 33-5866 内・消・小  

医療法人国分整形外科医院 本宮市本宮字仲町18 33-1088 整・リウ・リハ 19 

今野外科整形外科医院 本宮市本宮字万世159 33-3711 内・外・整・皮・泌・理 13 

坂本クリニック 本宮市本宮字千代田56-1 34-1188 内・胃・小  

本宮市国保白岩診療所 本宮市白岩字田中225-8 44-2008 内・外  

医療法人渡辺クリニック 本宮市高木字高木19-5 34-3311 内・胃・外・こう  

よしだこどもクリニック 本宮市高木字平内67-15 34-6418 小  

よしだ内科 本宮市本宮字一ツ屋1-1 63-2333 内・消・循・呼  

 

歯科医院 

名称 所在 電話 診療科目 病床数 

五十嵐歯科クリニック 大玉村大山字仲江321 48-3907 歯  

あさひデンタルクリニック 本宮市荒井字東学壇28-1 63-1711 歯  

荒井歯科クリニック 本宮市荒井字上曲田17-2 33-3133 歯  

医療法人 鈴木歯科医院 本宮市高木字平内67-5 34-3457 歯  

国分歯科医院 本宮市本宮字中條49 34-2074 歯  

国分歯科医院 本宮市本宮字兼谷54 34-2226 歯  

大道寺歯科医院 本宮市本宮字中條84 33-3307 歯  

あい歯科クリニック 本宮市本宮字南町裡47 33-5888 歯・矯歯・小歯  

のうち歯科クリニック 本宮市本宮字万世132-1 63-2288 歯・小歯  

野内歯科診療所 本宮市本宮字中條24 33-6480 歯  

まゆみ歯科クリニック 本宮市本宮字万世209-1 33-3666 歯  

白沢中央歯科医院 本宮市糠沢字石神112 44-4360 歯  
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資料２－２ 消毒の方法及び消毒薬品の使用方法 
 

    水害等の場合の消毒の方法及び消毒薬品の使用方法 

 

１ 家のまわりの消毒について 

（１）クレゾール石鹸液を33倍に薄めて床下及び家の周りに噴霧器かジョウロでまんべんなく散布する。又は石灰

（消石灰）をまんべんなく白くなるくらい散布してください。（できれば粒状のものがよいでしょう。水分と中

和すると発熱するため） 

（２）粉末状で水と中和し発熱しないものは効果がありません。 

（３）33倍クレゾール石鹸液の作り方：水１ℓ + 薬品３０cc 

 

２ 屋内等の消毒について 

（１）塩化ベンザルコニュウム液（オスバン液）を約１００倍に薄めて屋内に噴霧器でまんべんなく散布するか雑

巾等に浸し拭き取ってください。 

（２）１００倍塩化ベンザルコニュウム液（オスバン液）の作り方：水１ℓ + 薬品１０cc 

  注意：浄化槽を使用している家庭は、雑巾かけした残りの消毒液を家の周りに撒くなどして排水しないよう注

意してください。 

 

３ 便 所 

  冠水した場合は専門業者に点検を依頼し汲み取ってもらってください。 

 

４ 井戸水 

（１）冠水した井戸水は飲まないこと。 

（２）冠水した井戸水は清掃を行い水質検査を受け安全を確認してから飲むこと。 

  注意：止むを得ず飲む場合は新しい水を沸騰させてから飲んでください。 

 

５ 食器、フキン、まな板等 

   家庭用の塩素系消毒薬（キッチンハイター、ブリーチ等）に浸すか煮沸（約２０分）してから使用してくださ

い。 

使用方法については、塩素系消毒薬に付いている使用方法をよく読んでください。 

 

※ 注 意 

  １ 消毒薬は事故が無いよう子供の手の届かない場所に置くなど保管には十分注意しましょう。 

  ２ 作ってしまった消毒液は残さず散布しましょう。 

  ３ どうしても保存しなければならない場合等が生じたときはジュース類のペットボトル等に入れて保存しな

いよう十分注意しましょう。 

  ４ 浄化槽はクレゾール石鹸液・塩化ベンザルコニュウム液を大量に排水すると浄化槽内のバクテリア菌が死

滅し十分に浄化槽の機能がしなくなる恐れがありますので流さないように注意しましょう。 
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資料２－３ 一般廃棄物処理施設 
 

一般廃棄物処理施設 

1 名称 もとみやクリーンセンター 

2 所在 本宮市本宮字作田113番地 

3 
電話 0243-33-5499 

ＦＡＸ 0243-34-3911 

4 敷地面積 24,488㎡ 

5 建物面積 8,291.60㎡ 

6 焼却能力 40ｔ／24ｈ×２炉、灰溶融9.6ｔ／24ｈ×２炉 

7 処理能力 
①缶類処理 3.0ｔ／５ｈ 

②プラスチック製容器包装処理 ６ｔ／５ｈ 

8 保管容量 
①カレット  94㎥ 

②古紙類  100㎥ 

 

一般廃棄物処理施設(し尿処理施設) 

1 名称 あだたら環境共生センター 

2 所在 二本松市上竹二丁目172番地 

3 
電話 0243-22-0958 

ＦＡＸ 0243-22-2123 

4 敷地面積 9,238.80㎡ 

5 建物面積 1,218.08㎡ 

6 処理方式 膜分離高負荷脱窒素方式＋高度処理（活性炭吸着処理） 

7 処理能力 

130kL/日（生し尿 23，浄化槽汚泥 107） 

生ごみ 500kg/日(学校等給食調理残渣） 

農業集落排水脱水汚泥 75kg/日 

 

資料２－４ 一般廃棄物最終処分場 

 

1 名称 東和クリーンヒル 

2 所在 二本松市寺沢61番地 

3 
電話 0243-61-7777 

ＦＡＸ 0243-61-7778 

4 敷地面積 56,392㎡ 

5 
建物面積 120㎡ 

（１）浸出水処理管理等 513㎡ 

6 埋立面積 13,000㎡ 

7 埋立容量 103,000㎥ 

8 水処理能力 70㎥／日 
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資料２－５ 火葬場 

 

1 名称 安達広域行政組合あだたら聖苑 

2 所在 二本松市永田３丁目１２３番地 

3 
電話 0243-62-3414 

ＦＡＸ 0243-62-3420 

4 敷地面積 26,389㎡ 

5 建物面積 2,443㎡ 

6 炉設備 火葬炉 ５基 汚物炉 １基 

 

資料２－６ 廃棄物収集処理許可業者 

 

番号 業者名 所在 電話 備考 

1 ㈱クリーン商会 大玉村大山字北新田28-1 48-3183 一般・産廃 

2 国分農場㈲ 大玉村玉井字小高倉82 48-3888 
一般・産廃 

ただし動植物性残渣に限る 

 

資料２－７ し尿(浄化槽)収集許可業者 

 

番号 業者名 所在 電話 備考 

1 ㈲赤坂 二本松市川崎字赤坂229 52-2131 大山地区 

2 ㈲共同清運 本宮市青田字孫市41-5 33-3955 玉井地区 
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資料２－８ 水道工事業者 
 

（１）大玉村指定給水装置工事事業者 

No. 指 定 業 者 名 所   在   地 電話番号 

1 有限会社須藤住機工業 本宮市本宮字小幡33-1 0243-34-5528 

2 有限会社本宮設備 本宮市本宮字南町裡144-1 0243-33-2592 

3 株式会社小山設備大玉営業所 大玉村玉井字小高倉山84 0243-48-4640 

4 有限会社光設工業所大玉支店 大玉村玉井字庚申215-3 0243-48-2413 

5 株式会社野地工業所 二本松市高越松ケ作276 0243-22-0539 

6 オオナミ株式会社本宮営業所 本宮市高木字戸崎63-3 0243-33-1001 

7 株式会社タカマツ 本宮市本宮字一ツ屋12-7 0243-33-5242 

8 有限会社キング設備工業 本宮市青田字戸ノ内122-11 0243-33-1248 

9 雄和温水器サービス 郡山市中田町海老根字竹ノ内58 024-944-0888 

10 渡辺設備 大玉村大山字仲ノ在家51 0243-48-2891 

11 株式会社ＪＰアクア 二本松市唐谷山94-1 0243-23-5775 

12 株式会社吉田設備 二本松市渋川字二本柳33-1 0243-54-2933 

13 カマタ設備工業有限会社 二本松市舘野二丁目209 0243-23-7176 

14 株式会社山田設備 郡山市字賀庄94-1 024-945-2897 

15 株式会社ひらの 郡山市日和田町字日和田203 024-958-2106 

16 株式会社石田工業所 郡山市愛宕町3-5 024-932-1550 

17 有限会社三和設備 本宮市和田字作田3-1 0243-44-4542 

18 有限会社斎庄設備 福島市岡島字鹿野21-2 024-533-7445 

19 有限会社 安積工業 郡山市富田町向山39 024-962-7736 

20 有限会社東和設備工業 二本松市戸沢字道長内74 0243-46-2659 

21 有限会社東洋住設 本宮市本宮字兼谷平73-2 0243-33-1682 

22 有限会社ケンショウ工業 郡山市富田町字久根下5-3 024-952-4631 

23 株式会社タカトク 本宮市本宮字南町裡149 0243-33-2104 

24 有限会社東北工業 大玉村玉井字小高倉山386-36 0243-48-4572 

25 株式会社田母神工業所 郡山市富田町久保田字前田58-1 024-944-2209 

26 有限会社浜野和水道 本宮市本宮字塩田49-2 0243-33-2788 

27 有限会社まつもと住設 二本松市竹田1-18 0243-22-5635 

28 株式会社 テクノ山元 郡山市富久山町久保田字中台40 024-956-1007 

29 株式会社東洋住宅設備 福島市岡島字宮沢27-4 024-533-3466 

30 有限会社福島総合エンジニア 福島市飯坂町中野字奴内5-1 024-542-8246 

31 有限会社ﾄｰｺｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 郡山市日和田町字南原2-101 024-958-5522 

32 有限会社佐藤ボーリング 二本松市渋川字油王田85 0243-53-2744 

33 菅野建設工業株式会社 二本松市長屋字征矢田6 0243-44-2120 

34 吉田ポンプ設備 本宮市本宮字柳ノ内68-6 0243-33-2646 

35 有限会社遠藤設備工業所 郡山市日和田町字沼田2-9 024-958-3245 
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No. 指 定 業 者 名 所   在   地 電話番号 

36 有限会社キマル設備 二本松市木幡字下境14 0243-46-3511 

37 根本建設株式会社白沢支店 本宮市和田字白旗76-10 0243-44-4755 

38 株式会社カンコウシステム 郡山市日和田町字沼田2-1 024-958-2479 

39 有限会社三光設備 郡山市堤三丁目19 024-952-0097 

40 綜設有限会社 郡山市麓山二丁目11-21 024-921-3006 

41 有限会社アクア工業 会津若松市真宮新町南三丁目88 0242-58-2950 

42 株式会社興信 二本松市高平67-1 0243-22-3929 

43 有限会社東洋設備工業 郡山市逢瀬町多田野字元日37 024-957-3500 

44 株式会社クラシアン 郡山市桑野4-4-52 0120-26-8919 

45 株式会社協和衛研興業 福島市南矢野目字道下35-5 024-558-5700 

46 株式会社アオキ 須賀川市舘ケ岡字本郷53 0248-88-1321 

47 株式会社増朋設備 郡山市富久山町福原字東内5-1 024-932-4687 

48 株式会社Ｓ．Ｗ．Ｓ 郡山市富田町字木葉山20-3 024-961-3027 

49 有限会社菊地設備 本宮市本宮字大町48-2 0243-34-3222 

50 株式会社ハリマ設備 郡山市小原田三丁目3-4 024-944-1084 

51 株式会社フクセツ 福島市八島田字畑添11-9 024-557-6171 

52 株式会社マルショウ田母神 田村市船引町東部台四丁目283 0247-82-5711 

53 株式会社山崎 二本松市成田町一丁目864 0243-24-1115 

54 有限会社川設工業 大玉村大山字南小屋151-2 0243-48-1760 

55 有限会社服部設備 郡山市安積二丁目361 024-945-1147 

56 株式会社ライフウォーター 郡山市富久山町久保田字乙高10-3 024-939-6281 

57 村上設備工業株式会社 郡山市大槻町字小山田前18 024-933-7722 

58 株式会社エーエス工業 郡山市富田町字田向17-5 024-983-3819 

59 株式会社セキネ設備 須賀川市小作田字殿田12 0248-79-4204 

60 合同会社アイテック 郡山市喜久田町堀之内字地田下10-2 024-959-5067 

61 エンドー設備 郡山市逢瀬町多田野字大久保 27 024-957-2555 
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（２）大玉村農業集落排水設備工事指定事業者 

No. 指 定 業 者 名 所   在   地 電話番号 

1 オオナミ株式会社本宮営業所 本宮市高木字戸崎63-3 0243-33-1001 

2 有限会社光設工業所大玉支店 大玉村玉井字庚申215-3 0243-48-2413 

3 株式会社小山設備大玉営業所 大玉村玉井字小高倉山84 0243-48-4640 

4 有限会社本宮設備 本宮市本宮字南町裡144-1 0243-33-2592 

5 株式会社野地工業所 二本松市高越松ケ作276 0243-22-0539 

6 有限会社須藤住機工業 本宮市本宮字小幡33-1 0243-34-5528 

7 有限会社エム・エス・ケー 大玉村玉井字前原49-12 0243-48-4405 

8 斎藤建設工業株式会社 大玉村大山字仲ノ内122-2 0243-48-3706 

9 株式会社タカマツ 本宮市本宮字一ツ屋12-7 0243-33-5242 

10 株式会社吉田設備 二本松市渋川字二本柳33-1 0243-54-2933 

11 有限会社佐藤ボーリング 二本松市渋川字油王田85 0243-53-2744 

12 有限会社浜野和水道 本宮市本宮字塩田49-2 0243-33-2788 

13 有限会社三和設備 本宮市和田字作田3-1 0243-44-4542 

14 株式会社ひらの 郡山市日和田町字日和田203 024-958-2106 

15 有限会社東北工業 大玉村玉井字小高倉山386-36 0243-48-4572 

16 菅野建設工業株式会社 本宮市長屋字征矢田6 0243-44-2120 

17 株式会社三光設備 郡山市堤３丁目19 024-952-0097 

18 ＪＰアクア株式会社 二本松市唐谷山94-1 0243-23-5775 

19 有限会社アクア工業 会津若松市真宮新町南三丁目88 0242-582950 

20 株式会社興信 二本松市高平67-1 0243-22-3929 

21 有限会社安積工業 郡山市富田町字向山39 024-962-7736 

22 株式会社Ｓ．Ｗ．Ｓ  郡山市富田町字木葉山20-3 024-961-3027 

23 石橋建設工業株式会社 本宮市高木字舟場22 0243-33-2519 

24 株式会社フクセツ  福島市八島田字畑添11-9 024-557-6171 

25 株式会社アオキ  須賀川市舘ｹ岡字本郷53 0248-88-1321 

26 有限会社川設工業 大玉村大山字南小屋151-2 0243-48-4408 

27 有限会社服部設備 郡山市安積二丁目361 024-945-1147 

28 株式会社山田設備 郡山市字賀庄94-1 024-945-2897 

29 村上設備工業株式会社 郡山市大槻町字小山田前18 024-933-7722 

30 有限会社丸忠建設工業 大玉村大山字南小屋88 0243-48-4822 
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資料２－９ 建設業者 
 

大玉村建設業組合 

№ 事業所名 住   所 電話番号 Fax 

1 遠藤工務店 玉井字細田23-1 48-3382 48-3382 

2 ㈲東北工業 玉井字小高倉山386-36 48-4572 48-4529 

3 ㈲光設工業所 玉井字庚申215-3 48-2413 48-2559 

4 彰和工匠 玉井字反田59 48-2023 48-2955 

5 ㈲本宮ボーリング 玉井字西庵106-1 48-4439 48-4438 

6 ㈲エム・エス・ケー 玉井字前原49-12 48-4405 48-3633 

7 椛ＨＯＭＥ㈱ 玉井字小菅28-2 24-8124 24-6333 

8 武田工務店 玉井字五ノ神17 48-4147 48-4147 

9 ㈲黒沢電業 玉井字黒沢184-1 48-3893 48-2560 

10 ㈲松井電気工事 玉井字大黒内104 48-4542 48-4542 

11 ㈲西井電気工事 玉井字西庵193-1 48-4238   

12 野内左官工業所 玉井字中道133 48-3236 48-3235 

13 ㈲玉井製材所 玉井字午房内28 48-3594 48-3013 

14 ㈱遠藤工務店 大山字新座後30-2 48-3932 48-3932 

15 ㈲小椋製材所 大山字大橋平153-2 48-3617 48-3593 

16 斎藤建設工業㈱ 大山字仲ノ内123 48-3706 48-3708 

17 ㈲丸忠建設工業 大山字大橋平15-8 48-4822 48-4823 

18 ㈲サトウ・建業 大山字上原16 48-3450 48-4232 

19 ㈱リベルトアレア 大山字鳥喰58-1 24-9120 24-9122 

20 ㈱小山設備 本宮市本宮字仲町39 33-3031 33-3036 

21 ㈲菅原電気 大山字大橋平117 48-3613 48-3505 

22 ㈱大山電気工事 大山字東78 48-2165 48-2679 

23 大成産業㈱ 大山字仲北174 48-4731 48-4732 

24 クリエイション・サトウホーム 大山字明路内48 48-3366 48-3366 

25 ㈲アドワーク大玉営業所 大山字六社山47-2 48-3201 48-3201 

26 ㈱あだたら緑匠 大山字下高野86 48-3221 48-3360 
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資料２－１０ 指定文化財 
 

（令和２年４月１日現在） 

No. 指定区分 種別 名称 所在地 

1 国 天然記念物 馬場ザクラ 玉井字馬場 

2 県 史跡 二子塚古墳 大山字二子塚 

3 県 史跡 傾城壇古墳 大山字愛宕 

4 村 史跡 温石古墳 大山字荒池 

5 村 天然記念物 十楽院のカヤ 玉井字馬喰内 

6 村 天然記念物 相応寺のしだれ桜 玉井字南町 

7 村 無形民俗文化財 神原田神社 十二神楽 大山字神原田 

8 村 無形民俗文化財 玉井二区 太鼓台運行 玉井二区 

9 村 無形民俗文化財 本揃田植え踊り 玉井字本揃 

10 村 名勝 玉の井 玉井字南町 

11 村 有形文化財 鉄造観音菩薩立像 玉井字馬喰内 

12 村 有形文化財 薬師如来三尊像 玉井字南町 

13 村 有形文化財 日枝神社三十六 歌仙絵馬 大山字上ノ台 

14 村 有形文化財 相応寺薬師堂 十二神将 玉井字南町 

15 村 有形文化財 神原田神社の絵馬 大山字神原田 

16 村 有形文化財 玉井神社の三十六歌仙絵馬 玉井字午房内 

17 村 有形文化財 天王下八坂神社の三十六歌仙絵馬 玉井字天王下 

18 村 有形文化財 木造徳溢大師坐像 玉井字南町 

19 村 史跡 戰死三十一人墓 玉井字権現目 

 

  



 

 

26 

資料２－１１ 被害の認定基準 
 

被 害 区 分 判   定   基   準 

人 

の 

被 

害 

死  者 
 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが

死亡したことが確実なものとする。 

行方不明  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 

負 傷 者 

 災害の為負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち「重傷者」とは

１月以上の治療を要する見込みの者とし「軽症者」とは、１月未満で治ゆできる見込みの

者とする。 

住 
 
 
 
 
 
 

家 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 

被 
 
 
 
 
 
 

害 

住  家 
 現実に居住のため使用している建物をいい社会通念上の住家であるかどうかを問わな

い。 

棟 

 一つの建築物をいう。主屋より延べ面積の小さい建物（同じ宅地内にあるもので、非住

家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場）が付着している場合は

同一棟とみなす。 

 また、渡り廊下のように、二つ以上の主屋に付着しているものは折半して、それぞれを

主屋の付属建物とみなす。 

世  帯 

 生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同一家屋内の親子夫婦であっても、生活の

実態が別々であれば当然２世帯となるわけである。また、主として学生等を宿泊させてい

る寄宿舎、下宿、その他これらに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者に

ついては、原則としてその寄宿舎全体を１世帯として扱う。） 

全  壊 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、

埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用すること

が困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住

家の延床面積の70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害

を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの

とする。 

大規模半壊 

 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なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の

50％以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める

損害割合で表し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

半  壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚

だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその

住家の延床面積の20％以上70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとす

る。 

準半壊 

 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその

住家の延床面積の10％以上20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10％以上 20％未満のものとす

る。 
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被 害 区 分 判   定   基   準 

非
住
家
の
被
害 

非 住 家 

 住家以外の建物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等

は非住家とする。ただし、これらの施設に常時、人が居住している場合には、当該部分は

住家とする。 

公共建物  役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用または公共の用に供する建物とする。 

そ の 他  公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 
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資料２－１２ 災害救助法による救助の程度・方法及び期間早見表 
 

              （災害救助法適用前はこの基準内で村長が定める）  

救助の種類 対   象 費 用 の 限 度 額 期  限 備       考 

避難所の設置 現に被害を受け、又は

被害を受けるおそれ

のある者を収容する。 

（基本額） 

避難所設置費 

1人 一日当たり 

 330円以内 

（加算額） 

 福祉避難所設置 

災害発生の日から7 

日以内 

 

１ 避難所の設置、維持及び管理のための

賃金職員等雇上費、消耗品器材費、建物

の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又

は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の

設置。 

応急仮設住宅

の供与 

 住宅が全壊、全焼又

は流出し、居住する住

家がない者であって

自らの資力では住宅

を得ることができな

い者。 

１ 建設型応急住宅設置費限度額 

5,714,000円 

２ 賃貸型応急住宅支出できる費用

は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲

介手数料又は火災保険等その他民

間賃貸住宅の貸主又は仲介業者と

の契約に不可欠な支出に限る。 

災害発生の日から20 

日以内着工 

１ 一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨

を踏まえ、世帯構成等に応じて設定。 

２ 建設型応急住宅を同一敷地内に概ね

50戸以上設置した場合は、集会所等の施

設の設置が可能。 

３ 福祉仮設住宅を建設型仮設住宅とし

て設置が可能。 

４ 供与危管２年以内。 

炊き出しその

他による食品

の供与 

１ 避難所に収容さ

れた者 

２ 住家に被害を受

け、若しくは災害によ

り現に炊事のできな

い者 

１ １人１日当たり 

  1,160円以内 

２ 被災地から縁故先（遠隔地）等  

 に一時避難する場合３日分支給可 

災害発生の日から７

日以内 

 

１ 支出できる費用は、主食、副食及び燃

料等 

飲料水の供給 １ 災害のために現

に飲料水を得ること

ができない者 

１ 大玉村における通常の実費を限

度額とする。 

災害発生の日から７

日以内 

１ 支出できる費用は、水の購入費、給水

又は浄水に必要な機械又は器具の借上

費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資

材の費用。 

被服、寝具その

他生活必需品

の供与又は貸

与 

住家の全壊、全焼、流

失、半壊、半焼又は床

上浸水等により、生活

上必要な被服、寝具そ

の他生活必需品を喪

失又は損傷等により

使用することができ

ず、直ちに日常生活を

営むことが困難な者 

１ 夏季（４月～９月）冬季（１０  

 月～３月）の季別は災害発生の日を

もって決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日から 

１０日以内 

（但し内閣総理大臣  

 の承認により期間  

 の延長あり） 

１ 備蓄物資の価格は年度当初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

区  分 
１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６人以上１人 

増すごとに加算 

全壊・全焼・ 

流失 

夏 18,800 24,200 35,800 42,800 54,200 7,900 

冬 31,200 40,400 56,200 65,700 82,700 11,400 

半壊・半焼・ 

床上浸水 

夏 6,100 8,300 12,400 15,100 19,000 2,600 

冬 10,000 13,000 18,400 21,900 27,600 2,600 

医   療 災害のため医療の途

を失った者 

１ 救護班 

  使用した薬剤、治療材料、破損し

た医療器具の修繕費等 

２ 病院又は診療所 

  国民健康保険診療報酬額以内 

３ 施術者 

  協定料金の額以内 

災害発生の日から14 

日以内 

 

助   産 災害発生の日以前又

は以後７日以内に分

べんした者であって、

災害のため助産の途

を失った者 

１ 救護班等による場合は、使用した

衛生材料の実費 

２ 助産師による場合は慣行料金の

百分の八十以内の額 

分べんした日から７

日以内 

 

被災者の救出 １ 災害のため現に

生命若しくは身体

が危険な状態にあ

る者 

２ 生死不明の状態

にある者の捜索又

は救出するもの 

通常の実費以内（舟艇、機械器具等の

借上又は購入費、修繕費、燃料費） 

災害発生の日から 3

日以内 
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救助の種類 対   象 費 用 の 限 度 額 期  限 備       考 

被災した住宅

の応急修理 

災害のため住家が半

壊、半焼若しくはこれ

らに準ずる程度の損

害を受け、自らの資力

では応急修理をする

ことができない者又

は大規模な補修を行

わなければ居住する

ことが困難である程

度に住家が半壊した

者 

居室、炊事場、便所等日常生活に必要

最小限度の部分 

 １世帯当り 

 595,000円以内 

災害発生の日から１

ケ月以内 

実情に応じ、区市町村相互間において対象

数の融通ができる。 

生業に必要な

資金の貸与 

住家が全壊、全焼又は

流出し、災害のため生

業の手段を失った世

帯 

１ 生業費１件当たり 30,000 円以

内 

２ 就職支度費 １件あたり 

15,000円以内 

３ 貸与期間 ２年以内 

４ 利子 無利子 

災害発生の日から１

ケ月以内 

生業を営むために必要な機械、器具又は資

材を購入するための費用であって、生業の

見込みが確実な具体的事業計画があり、償

還能力のある者に対して貸与する。 

学用品の供与 住家の全壊、全焼、流

失、半壊又は床上浸水

による喪失若しくは

損傷等により学用品

を使用することがで

きず、就学上支障のあ

る小学校児童、中学校

生徒及び高等学校等

生徒 

１ 教科書、文房具、通学用品 

２ 学用品の給与のため支出できる

費用は次の金額以内 

小学校児童  

１人当り4,500円  

中学校生徒 

１人当り4,800円 

高等学校生徒 

１人当り5,200円 

災害発生の日から 

（教科書） 

  １ケ月以内 

（その他の学用品）

１５日以内 

 

教育委員会に届け出、又はその承認を受け

て使用するものを給与するための実費。 

埋   葬 災害の際死亡した者 １ 棺（付属品を含む） 

２ 埋葬又は火葬 

３ 骨つぼ及び骨箱 

４ １から３に係る費用は１体当り 

 大人 215,200円以内 

 小人 172,000円以内 

災害発生の日から10 

日以内 

 

死体の捜索 災害により現に行方

不明の状態にあり、か

つ、各般の事情により

既に死亡していると

推定される者 

通常の実費以内（舟艇、機械器具等の

借上又は購入費、修繕費、燃料費） 

災害発生の日から10 

日以内（ 

 

死体の処理 災害の際死亡した者

について、死体に関す

る処理（埋葬を除く）

をする。 

（洗浄、縫合、消毒等） 

  １体当り   3,500円 

災害発生の日から10 

日以内 

 

 

検案は原則として救護班 

(一時) 

保存 

既存建物 

 通常の実費 

既存建物以外 

 １体当り 5,400円以内 

(検案) 救護班以外は慣行料金 

障害物の除去 居室、炊事場等生活に

欠くことができない

場所又は玄関に障害

物が運び込まれてい

るため一時的に居住

できない状態にあり、

かつ、自らの資力をも

ってしては、当該障害

物を除去することが

できない者 

 1世帯当たりの平均が137,900円以

内（ロープ、スコップその他除去のた

め必要な機械、器具等の借上げ費又は

購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等） 

災害発生の日から10 

日以内 
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救助の種類 対   象 費 用 の 限 度 額 期  限 備       考 

救助のための

輸送費及び賃

金職員等雇上

費 

１ 被災者の避難に

係る支援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整

理配分 

当該地域における通常の実費 

 

救助の実施が認めら

れる期間以内 

 

 

 範    囲 費 用 の 限 度 額 期    間 備      考 

実費弁償 災害救助法施行令第 

条第１号から第４号

までに規定する者 

１人１日当り 

医師及び歯科医師 

   21,300円以内 

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士及び歯科衛生士 

   16,600円以内 

保健師、助産師、看護師及び准看護師 

   14,200円以内 

救急救命士 14,200円以内 

土木技術者及び建築技術者 

   16,200円以内 

大工 

   20,600円以内 

左官、とび職 

19,400円以内 

救助の実施が認めら

れる期間以内 

時間外勤務手当及び旅費は別途定める額 

救助事務費 １ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上

費 

３ 旅費 

４ 需用費（消耗品

費、燃料費、食糧費、

印刷製本費、光熱水

費及び修繕料） 

５ 使用料及び賃借

料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

１ 30,000,000 円以下の部分の金額

については百分の十以内 

２ 30,000,000 円を超え 60,000,000

円以下の部分の金額については

百分の九以内 

３ 60,000,000円を超え100,000,000

円以下の部分の金額については

百分の八以内 

４  100,000,000 円 を 超 え

200,000,000円以下の部分の金額

については百分の七以内 

５  200,000,000 円 を 超 え

300,000,000円以下の部分の金額

については百分の六以内 

６  300,000,000 円 を 超 え

500,000,000円以下の部分の金額

については百分の五以内 

７ 500,000,000円を超える部分の金

額については百分の四以内 
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資料２－１３ 震度階級 

 

震
度
０ 

・人は揺れを感じない。 

震
度
１ 

・屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 

震
度
２ 

・室内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。 

震
度
３ 

・屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。 

震
度
４ 

・ほとんどの人が驚く。 

・電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。 

・座りの悪い置物が、倒れることがある。 

震
度
５
弱 

・大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 

・棚にある食器類や本が落ちることがある。 

・固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 

震
度
５
強 

・物につかまらないと歩くことが難しい。 

・棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。 

・固定していない家具が倒れることがある。 

・補強されていないブロック塀が崩れることがある。 

震
度
６
弱 

・立っていることが困難になる。 

・固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。 

・壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。 

・耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 

震
度
６
強 

・はわないと動くことができない。飛ばされることもある。 

・固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 

・大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある。 

震
度
７ 

・耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

・耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。 

・耐震性の低い鉄筋コンクリート造りの建物では、倒れるものが多くなる。 
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第３部 条例・規程・協定等 

 

資料３―１ 大玉村防災会議条例 
 

   大 玉 村 防 災 会 議 条 例 
 

                      昭和３８年 1月 ８日 

 条  例  第  1  号 

（目 的） 
 
第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第233号）第16条第5項の規定に基づき、大玉村

防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 
 
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 
（１）大玉村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 
  （２）大玉村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 
 
  （３）前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 
 

（会長及び委員） 
 
 第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 
 
 ２ 会長は、村長をもって充てる。 
 
 ３ 会長は、会務を総理する。 
 
 ４ 会長が事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 
 
 ５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

（１） 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者 
 
（２） 福島県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 

 
（３） 福島県警察の警察官のうちから村長が任命する者 

 
（４） 村長が、その部内の職員のうちから指名する者 

 
（５） 教育長 

 
（６） 消防団長 

 
（７） 安達地方広域行政組合消防長 

 
（８） 指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者 

 
（９） その他公共的団体の職員のうちから村長が任命する者 

 

６ 委員の定数は、２５名以内とする。 

 

７ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任機関とする。 

 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

 

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。 
 

２ 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、福島県の職員、大玉村の職員、関係指定地方公共機関の職

員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。 

 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（報酬及び費用弁償） 

 

第 5 条 第 3 条の委員には報酬及び費用弁償を支給する。報酬、費用弁償額及び支給方法は、特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３６年条例第１１号）の定めるところによる。 

 

（議事等） 

 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、

会長が防災会議にはかって定める。 

 

 

附 則 

 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

  



 

 

34 

資料３－２ 大玉村災害対策本部条例 

 

       大 玉 村 災 害 対 策 本 部 条 例 

 

昭和３８年１２月２６日 

条  例  第  ２  号 

 

 

（目的） 
 
第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 23条 7項の規定に基づき、大玉村災

害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（組織） 
 
第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 

（部） 
 
第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部をおくことができる。 

 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

 

 ３ 部に部長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。 

 

 ４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

 （雑則） 
 
第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

 

 

    附 則 

 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料３－３ 大玉村防災行政無線局管理運用規定 
 

大玉村防災行政無線局管理運用規定 

  

（目的） 

第１条 この規程は大玉村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図

るため設置する大玉村防災行政無線局（以下「無線局」という。）の管理について、電波法（昭和２５年法律第１３

１号）及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

 (1) 無 線 局  電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。 

 (2) 同報系親局  特定の２以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。 

 (3) 同報系子局  同報系親局の通信の相手となる受信設備をいう。 

 (4) 基 地 局  陸上移動局を通信の相手方として、村内に設置する移動しない無線局をいう。 

 (5) 陸上移動局  陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車携帯型及び可搬型並びに携帯型 

の無線局をいう。 

 (6) 無 線 系  前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。 

 (7) 無線従事者  無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、且つ当該無線設備を操作する資  

         格を有する者をいう。 

（無線局の回線構成） 

第３条 無線局の回線構成及び配置等は別図及び別表のとおりとする。 

 （無線系の総括管理者） 

第４条 無線系に総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は無線系の管理、運用の業務を統括し管理責任者を指揮監督する。 

３ 総括管理者は村長の職にある者をあてる。 

(管理責任者) 

第５条 無線系に管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は総括管理者の命を受けその無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を

指揮監督する。 

３ 管理責任者は住民生活課長の職にある者をあてる。 

 （通信取扱責任者） 

第６条 無線系に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け無線局を管理し、無線局に係る業務を所掌する。 

３ 通信取扱責任者は管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあたる。 

 （管理者） 

第７条 次の所には管理者を置く。 

(1) 同報系親局及び基地局の通信操作を行う部署 

(2) 本庁舎以外であって同報系遠隔制御器を配備した出先機関の部署 

２ 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局では施設等の管理・監督の業務を所掌する。 

３ 管理者は当該部署の長をもってあてる。 
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 （無線従事者の配置養成等） 

第８条 総括管理者は無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。 

２ 総括管理者は無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意するものとする。 

３ 総括管理者は無線従事者の現状を把握するため毎年４月１日をもって無線従事者名簿（１号様式）を作成する。 

 （無線従事者の任務） 

第９条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌（第２号様式）に記

載する。 

２ 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を

指揮監督する。 

（通信取扱者） 

第１０条 通信取扱者は主任無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用

を行う。 

２ 通信取扱者は無線局の運用に携わる一般職員とする。 

（備え付け書類等の管理） 

第１１条 管理責任者は電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。 

２ 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。 

３ 無線業務日誌は記入の都度、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。 

４ 管理責任者は無線従事者選（解）任届（第３号様式）及び無線業務日誌を整理保管しておくものとする。 

（無線局の運用） 

第１２条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。 

（無線設備の保守点検） 

第１３条 無線設備の正常な機能維持を保持するため、次のとおり保守点検を行う。 

(1) 毎日点検 

(2) 毎月点検 

(3) 年点検（精密点検） 

２ 点検項目については、無線設備の点検表（第４号様式）のとおりとする。 

３ 保守点検の責任者は次のとおりとする。 

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理者 

(2) 毎月点検は管理責任者 

(3) 年点検は総括責任者 

４ 予備装置及び予備電池については、毎月１回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。 

５ 点検の結果異常を発見したときは直ちに責任者に報告するものとする。 

（通信訓練） 

第１４条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運搬の習熟を図るため、定期的な通信訓練

を行うものとする。 

（研修) 

第１５条 総括管理者は毎年１回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに、無線機の取

扱要領等の研修を行うものとする。 
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 附 則 

この規程は、平成１１年１０月１日から施行する。 
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大玉村防災行政無線施設（同報系）運用細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、大玉村防災行政無線施設管理運用規程第１２条の規定に基づき、大玉村防災行政無線施設（同

報系）の運用を円滑に行うことを目的に定めるものである。 

（放送の種類） 

第２条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。 

（放送事項） 

第３条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 地震、台風等の非常事態に関するもの 

(2) 人命、その他特に緊急重要なこと 

(3) 行政の普及及び周知連絡に関すること 

（放送時間） 

第４条 放送時間は次のとおりとする。 

(1) 定時放送は、一般放送及びチャイム放送とし、一般放送は毎日６時５０分、１８時５０分としチャイム放送

は１２時、１７時、２１時に行う。 

(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、また発生が予測されるとき放送する。 

(3) 放送は、緊急放送を除き３分以内に行うよう努めなければならない。 

（放送の申込） 

第５条 放送する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。 

(1) 各課等の長は、所掌の事務で放送によって村民に周知する必要のある場合は、防災行政無線放送依頼書（第

５号様式）を放送希望日の２日前までに住民生活課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場

合は、この限りでない。 

(2) 管理責任者は、放送依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し放送を必要とするものについてのみ放

送させることができる。この場合放送しないことに決定したときはその旨を申込者に通知するものとする。 

（放送の制限） 

第６条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由あるときは放送を制限することができる。 

（放送の記録） 

第７条 通信取扱責任者は、放送を行ったとき無線業務日誌（様式第２号）に必要事項を記載しなければならない。 

 （放送の方法） 

第８条 放送の方法は次に定めるところによる。 

(1) 一斉放送：村内全域に放送するもの。 

(2) 地区放送：グループ毎に分割して放送するもの。 

 (3) 個別放送：各同報系子局に放送するもの。 

 

附 則 

この基準は、平成１１年１０月１日から施行する。 
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資料３－４ 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害後援資金一覧 
 

災 

害 

弔 

慰 

金 

対象 

災害 

自然災害 ①住家が５世帯以上消失した災害 

     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上記と同等と認められる特別の事情がある場合 

支給 

額 

①生計維持者  500 万円 

②その他の者  250 万円 

遺族の範囲 配偶者、子、父母、孫、祖父母 

 
 

 
 

災 

害 

障 

害 

見 

舞 

金 

対象 

災害 

 

自然災害 ①住家が５世帯以上消失した災害 

     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上記と同等と認められる特別の事情がある場合 

支給 

額 

①生計維持者  250 万円 

②その他の者  125 万円 

障 

害 

の 

程 

度 

①両眼が失明した者 

②咀嚼及び言語の機能を廃した者 

③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する者 

④胸腹部臓器の機能の著しい障害を残し、常に介護を要する者 

⑤両上肢をひじ関節以上で失った者 

⑥両上肢の用を全廃した者 

⑦両下肢をひざ関節以上で失った者 

⑧両下肢の用を全廃した者 

⑨精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度

以上と認められる者 

 
 
 

災 

害 

援 

護 
資 
金 

対象 

災害 

自然災害 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 

貸 

付 

限 
度 
額 

①世帯主の１ケ月以上の負傷   150 万円           

②家財の１／３以上の損害    150 万円 

③住居の半壊                     170 万円（250） 

④住居の全壊                     250 万円（350） 

⑤住居の全体が消失若しくは流失   350 万円 

・特別の事情ある場合は（ ）内の額 

・重複する場合は５０万円を調整する 

 

貸 

付 

条 

件 

 

 

 

所得制限 

 

 

世帯人員 市町村民税における総所得額 

１人 220 万円 

２人 430 万円 

３人 620 万円 

４人 730 万円 

５人以上 １人増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた金額 

ただしその世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270 万円 

利  率 年１．５％（据置期間は無利子） 

据置期間 ３年（特別の事情のある場合は５年） 

償還期限 １０年（据置期間を含む） 

償還方法 年賦又は半年賦、月賦 

250 万円 

Ｍ万円 350 万円 
270 万円  

 (350) 
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資料３－５ 協定締結状況一覧 

 

協定名 締結先 締結年月日 

福島・宮城・山形広域圏災害時

相互応援協定書 

福島地方広域行政圏（福島市、

二本松市、本宮市、桑折町、伊

達市、国見町、川俣町） 

仙南地域広域行政圏（白石市、

角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大

河原町、村田町、柴田町、川崎

町、丸森町） 

相馬地方広域市町村圏（相馬

市、南相馬市、新地町、飯館村） 

亘理・名取広域行政圏（名取市、

岩沼市、亘理町、山元町） 

置賜広域行政圏（米沢市、長井

市、南陽市、高畠町、川西町、

白鷹町、飯豊町、小国町） 

平成９年１月１６日（初締結） 

平成２５年１２月１日（再締結） 

郡山市・本宮市・大玉村災害相

互応援協定 

郡山市、本宮市 平成１９年７月３日 

大玉村及び北塩原村災害時相互

援助に関する協定 

北塩原村 平成２４年７月２日 

福島県大玉村及び山形県小国町

災害時相互応援に関する協定 

小国町 平成２４年７月２６日 

福島県大玉村、茨城県美浦村及

び茨城県茨城町災害時相互応援

に関する協定書 

美浦村、茨城町 平成２４年８月２９日 

災害時の医療救護に関する協定

書 

社団法人安達医師会 平成１８年１１月２日 

株式会社ＰＬＡＮＴとの応急生

活物資供給等の協力に関する協

定書 

株式会社ＰＬＡＮＴ 平成１９年８月２７日 

大玉村と株式会社富士ピーエス

との災害時応急復旧等に係る協

力に関する協定書 

株式会社富士ピーエス 平成２４年１２月１８日 

災害時における福祉避難所の設

置運営に関する協定書 

社会福祉法人慈久福祉会 令和２年４月１日 

災害時における福祉避難所の設

置運営に関する協定書 

社会福祉法人あだち福祉会 令和２年４月１日 
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協定名 締結先 締結年月日 

災害時等における食料物資の供

給に関する協定書 

株式会社ニッカネ福島支店 令和２年１０月１２日 

大玉村と大玉村内郵便局及び本

宮郵便局との包括連携協定 

大玉村内郵便局、本宮郵便局  

地域見守り活動協定書 ふくしま未来農業協同組合 平成２９年１１月８日 

地域見守りの取組みに関する協

力協定書 

みやぎ生活協同組合 平成２５年６月２１日（初締結） 

平成３１年２月４日（変更） 

災害時におけるＬＰガス等の供

給協力に関する協定書 

福島県ＬＰガス協会郡山支部

及び本宮方部会 

平成２８年２月１６日 

災害時の情報交換に関する協定 国土交通省東北地方整備局長 平成２３年５月２０日 

災害に係る情報発信等に関する

協定 

ヤフー株式会社 平成３１年２月２０日 

災害時等における電力復旧の強

力に関する協定書 

東北電力株式会社郡山電力セ

ンター 

令和元年７月１日 

地域安全連携協定書 安達収運業協同組合 令和元年１０月３０日 

災害時等における指定避難所の

設置運営に関する覚書 

おおたま村づくり株式会社 令和２年６月１日 

災害時等における宿泊施設の提

供等に関する協定 

福島県、公益財団法人ふくしま

フォレスト・エコ・ライフ財団 

令和２年７月１４日 

災害時等における宿泊施設の提

供等に関する協定 

大玉温泉 金泉閣 令和２年６月４日 

災害時等における宿泊施設の提

供等に関する協定 

おおたま村づくり株式会社 令和２年６月４日 

連携中枢都市圏形成に係る連携

協約 

郡山市 平成３１年１月２３日 
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資料３－６ 大玉村災害時要援護者避難支援プラン（全体計画） 

 

大玉村災害時要援護者避難支援プラン（全体計画） 

 

第１章 総則 

 

第１ 目的 

   災害時要援護者対策は、災害時要援護者（以下「要援護者」という。）の自助及び地域の共助を

基本とし、要援護者への情報伝達体制や避難支援体制の整備、確立を図る。ついては、大玉村災

害時要援護者避難支援プラン（以下「プラン」という。）により、地域の安心、安全体制を強化し

要援護者対策を円滑に推進することを目的とする。、 

 

第２ 位置付け 

   このプランは、村地域防災計画に定める災害時要援護者避難支援対策に関することを具体化し

たものである。 

 

第３ 避難支援体制の整備方針 

 １ 対象者 

   要援護者とは、一般的には高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、難病患者、外国人等をいう。 

   要援護者の中には、医療機関への入院や施設への入所、又は家族との同居にあるなど日常的に

特定のものからの支援を受けられる状況にあるも者も相当数含まれている。 

このプランでは、家族以外の第三者の支援がなければ避難するなどの一連の行動をとれない在

宅者を避難行動要支援者として位置づけて重点的かつ優先的に進める。 

なお、実態を踏まえながら村長が、避難支援が必要であると認める場合は対象とすることがで

きる。 

 ２ 対象地域 

   村全域を対象地域とする。なお、災害危険地域など被害リスクの高い地域や孤立化するおそれ

のある地域を重点的かつ優先的な対象地域とする。 

 ３ 対象災害 

   風水害及び地震における災害とし、重大な被害をもたらすおそれのあるその他の災害において   

も、この支援プランに準じた対応を実施するものとする。 

  

第４ 構成 

   このプランは、要援護者の避難支援に関する全体計画を示した「全体計画」と、避難行動要支

援者一人ひとりに対する支援方法、避難先、避難方法等を記載した「個別計画」で構成する。な

お、段階的に計画を定めることとする。 

   「全体計画」は、避難支援対策の全体像を把握するため目的や対象とする要援護者の範囲、収

集する要援護者情報及び個人情報の取り扱い方針など、要援護者に関する基本的な計画である。 

   「個別計画」は、全体計画策定後に、いつ、誰が、誰を、どこに、どのように避難支援するの

か等の具体的な計画である。 
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第２章 関係機関の役割 

 

第１ 村の役割 

  （１） 在宅の要援護者の全体把握 

  （２） 避難行動要支援者の把握と個別計画の作成、保管、関係機関への提供 

  （３） 災害や避難に関する情報の伝達体制の整備 

  （４） 支援機関との協力関係の構築及び連絡体制の確立 

  （５） 避難行動要支援者への避難支援と安否確認 

  （６） 指定避難所における要援護者に配慮した設備の改善 

  （７） 自主防災組織等の結成促進、自主防災力強化のための資機材の整備 

  （８） 要援護者の避難支援方法の普及啓発 

（９） 要援護者参加型の避難支援訓練の実施 

  （10） 避難準備情報の発令及び伝達 

  （11） 災害時における避難支援 

 

第２ 民生・児童委員の役割 

  （１） 要援護者の把握及び調査への協力 

  （２） 個別計画の作成、更新作業への協力 

  （３） 個別計画作成への働きかけ 

  （４） 災害時における避難準備情報等の伝達と状況確認及び安否確認への協力 

  （５） 避難所における要援護者の心のケア 

（６） 個別計画に変更が生じた場合の村への報告 

 

第３ 自主防災組織、行政区の役割 

  （１） 要援護者の把握及び調査への協力 

  （２） 個別計画の作成、更新作業への協力 

  （３） 個別計画作成への働きかけ 

  （４） 災害時における避難準備情報等の伝達と状況確認及び安否確認への協力 

  （５） 災害時における避難行動の支援 

 

第４ 社会福祉協議会の役割 

  （１） 要援護者を把握するための調査への協力 

  （２） 個別計画の作成、更新作業への協力 

  （３） 個別計画作成への働きかけ 

  （４） 支援機関との協力関係の構築及び連絡調整 

  （４） 災害時における避難行動要支援者の安否確認への協力 

  （５） 要援護者支援を行うボランティアの受入、派遣調整 

 

 



 

 

44 

第５ 社会福祉施設、福祉サービス事業者等の役割 

  （１） 要援護者を把握するための調査への協力 

  （２） 個別計画の作成、更新作業への協力 

  （３） 個別計画作成への働きかけ 

  （４） 施設利用者に対する避難支援計画の作成 

  （４） 災害時における避難準備情報等の伝達と状況確認及び安否確認への協力 

  （５） 災害時における要援護者の臨時的収容 

  （６） 災害時における緊急入所、ショートステイへの対応 

 

第６ 医療機関等の役割 

  （１） 入院者、来院者に対する避難計画の作成 

  （２） 災害時における対応可能状況を把握するための調査への協力 

  （３） 災害時における緊急入院への対応 

  

第７ 保健所、児童相談所の役割 

  （１） 村が行う要援護者を把握するための調査への協力 

  （２） 個別計画の作成、更新作業への協力 

  （３） 個別計画作成への働きかけ 

  （４） 災害時における難病患者に対する避難誘導及び安否確認への協力 

  （５） 災害により保護を要する児童等の把握及び措置 

  （６） 避難所における要援護者の心のケア及び健康管理に関する指導・助言 
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第３章 要援護者の全体把握 

 

第１ 災害時要援護者台帳の作成 

要援護者の全体像を把握し、個別計画作成の促進と避難支援及び安否情報の確認のため、一般

的に要援護者といわれる者のうち主として支援が必要な対象者として考えられる高齢者、障がい

者、難病患者等について、福祉関係部局から収集した情報と、民生・児童委員による調査結果や

関係機関から収集した情報により災害時要援護者台帳（以下「要援護者台帳」という。）を作成す

る。 

なお、要援護者台帳については、対象となる者の移り変わりが著しいことから、村の関係部局

において支援が必要な状況にある者の把握に努める。 

 

第２ 要援護者台帳の対象者 

   要援護者台帳の対象者は、次に揚げる者のうち在宅者とする。 

  （１） 高齢者  ・・・・・介護保険の要介護認定で要介護３以上で居宅生活である者 

 （２） 身体障害者・・・・・身体障害者手帳の障害の程度が２級以上である者 

  （３） 知的障害者・・・・・療育手帳の障害の程度がＡ判定である者 

  （４） 精神障害者・・・・・精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が１級である者 

  （５） 一人暮らし高齢者（７５歳以上の者） 

 （６） 高齢者のみ世帯の者（７５歳以上の者） 

  （７） 乳幼児・児童 

  （８） 外国人（日本語の理解が十分でない者） 

（９） 前記のほか、要援護者として村長が認める者 

 

第３ 村による情報の収集 

   村は、台帳作成のため、関係課等が所有し把握する情報について、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律及び大玉村個人情報保護条例（平成１７年大玉村条例第２６号）の規定に

基づき、次により相互に情報提供を行う。 

  （１） 住民基本台帳 

  （２） 外国人登録台帳 

（３） 身体障害者手帳交付台帳 

  （４） 要介護、要支援認定台帳 

  （５） 療育手帳所有者情報 

  （６） 精神障害者保健福祉手帳所有者情報 

  （７） 高齢者世帯状況調査 

（８） 母子健康手帳 

 

第４ 関係機関の協力による情報の収集 

   村は、関係機関の協力を得て調査等により要援護者情報を収集する。その際、収集する情報の

項目を満たす調査票等を用いて行うこととするが、独自の様式等を利用することもできる。 
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  （１） 民生委員・児童委員によるひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者、高齢

者のみ世帯への訪問調査 

  （２） 居宅介護支援事業者や地域包括支援センターからの情報の提供 

  （３） 保健所が所管する特定疾患医療受給者台帳に基づく情報の提供 

  （４） 障がい者団体からの情報提供 

  （５） その他必要に応じて実施される情報の提供 

 

第５ 収集する情報の内容 

   要援護者台帳に記載する要援護者の情報は次のとおりとする 

  （１） 住民コード 

（２） 世帯コード 

  （３） 氏名 

  （４） 性別 

  （５） 生年月日 

  （６） 住所 

  （７） 電話番号 

  （８） 世帯構成 

  （９） 緊急連絡先 

  （10） 身体等の状況 

（11） 災害時の避難に関する事項 

  （12） その他の特記事項 

 

第６ 要援護者台帳の適正管理 

 １ 保管 

   村は、台帳の正本を健康福祉課において保管する。 

 ２ 台帳に基づく情報の提供先 

   村は、台帳に基づく情報の提供先を法律上守秘義務を課せられているものに限り、避難支援体

制の整備に関することを目的とする場合及び災害時の安否情報の確認を要する場合のみ提供する

ものとする。 

 ３ 情報の更新 

   要援護者台帳の適切な更新は、災害時における迅速かつ的確な支援を実施するために必要不可

欠である。 

   村の防災及び福祉関係課は、時期を定めて年１回以上、関係機関の協力を得て情報の更新を行

うものとする。また、対象者の異動や状況の変化を把握した場合は、随時に追加や修正を行うこ

ととし、常に情報を適正に保つよう努める。 

４ 情報の共有 

災害発生時における要援護者の安否確認や避難誘導、避難所等での生活支援を的確に行うため

には、関係機関と連携し要援護者情報の把握、共有に努め、災害時に活用できるようにすること

が重要である。 
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   要援護者台帳に記載されている内容には個人情報が含まれることを考慮し、法令等により守秘

義務が課せられている関係機関以外と情報を共有する場合、情報の提供を受ける関係機関から「災

害時要援護者台帳等に係る秘密の保持に関する誓約書」の提出を求める等の対策を図る。 
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第４章 災害時要援護者個別計画の作成 

 

第１ 個別計画の作成 

   村は、災害時要援護者台帳に基づき、関係機関の協力を得ながら避難行動要支援者の避難支援

を迅速に行うため、避難行動要支援者本人又はその家族等とともに、個々に対応する支援者や支

援の方法、支援に関する必要事項等を示した個別計画を作成する。 

   個別計画は、災害時要援護者台帳を活用した避難行動要支援者への聞き取り調査を基本としな

がら、民生・児童委員又はその他の関係機関と協力して作成する。 

   また、要援護者自らの申し出によ作成する「手上げ方式」や要援護者本人に直接的に働きかけ

て作成する｢同意方式｣、第３者提供が可能とされている規定を利用して、提供される情報を共有

し作成する「共有方式」などの情報をもとに実施する調査に基づいて作成することができる。 

 

第２ 個別計画の対象者 

   個別計画は、要援護者台帳に登載された避難行動要援護者に係る計画であり、次に揚げる者に

ついて重点的かつ優先的に作成する。 

（１） 災害危険区域等に居住する者 

  （２） 同居又は同一敷地内の家族がいない者 

  （３） 利用している福祉サービス提供施設等からの災害時の支援がない者 

  （４） 家族など身近にいる者のみでは十分な支援を行えない者 

  （５） 全各号に準ずる状態にある者 

 

第３ 個別計画作成の内容 

   個別計画には、要援護者台帳に記載された項目と併せて避難支援に必要な次に揚げる事項を記

載する。 

  （１） 避難支援者 

  （２） 予定避難場所 

  （３） 避難方法 

  （４） かかりつけの医療機関 

  （５） 携行する医薬品等 

（６） 情報伝達の流れ 

  （７） 情報伝達における留意事項 

  （８） 避難誘導時の留意事項 

  （９） 避難先における留意事項 

  （10） 支援者等への情報提供に関する同意の確認 

 

第４ 個別計画の適正管理 

 １ 保管 

   避難行動要支援者に関して収集した情報を要援護者台帳に追加するとともに、作成した個別計

画を台帳として整備し、健康福祉課において保管する。 
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   なお、村及び支援者は、個別計画を要援護者の避難支援に関する目的以外に使用してはならな

い。 

 ２ 情報の更新 

   個別計画の適切な更新は、災害時における迅速かつ的確な支援を実施するために必要不可欠で

ある。 

   村の防災及び福祉関係課は、対象者の異動や状況の変化を把握した場合は、避難行動要支援者

本人及び支援者による確認のもとで随時に追加や修正を行い、常に計画内容を適正に保つよう努

める。 

４ 情報の共有 

   個別計画に記載された情報は、村及び避難行動要支援者本人のほか、避難行動要支援者本人又

はその家族等が情報提供に関して同意した支援者又は支援機関で共有する。 

 ５ 緊急時の情報提供 

   災害時において要援護者の生命、身体を保護するために必要かつ緊急を要する場合に限り、本

人の同意を得ることなく救出活動等を行う者又は関係機関に対して要援護者台帳及び個別計画の

情報を提供できるものとする。 
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第５章 避難準備情報等の発令・情報伝達体制の整備 

 

第１ 避難準備情報 

村は、要援護者が避難行動を開始するための情報及び避難支援者が要援護者への避難支援を開

始するための情報として、できる限り「避難準備情報」の発表に努める。 

 

第２ 避難準備情報等の具体的な判断基準 

村は、雨量情報や気象情報、土砂災害警戒情報、河川洪水予報等の災害関連情報と避難行動に

適切な時間帯とを総合的に判断して、大玉村地域防災計画に基づき避難準備情報や避難勧告又は

避難指示を発令する。なお、避難途中での二次災害の防止にも配慮して、早期の避難誘導に努め

る。 

 

第３ 情報伝達体制の整備 

   防災行政無線や広報車を活用して避難準備情報等や災害関連情報について、要援護者本人のみ

ならず、その家族や支援者に対しても広く周知を図る必要がある。 

また、発令された避難準備情報等が要援護者や避難支援者を含めた地域住民に確実に伝達され

るよう避難支援者及び関係機関の協力を得て、電話連絡、訪問等地域ぐるみの情報伝達体制の整

備に努める。 

なお、停電等による通信手段の途絶等に対応できるよう、特定の伝達手段にとらわれることな

く多様な情報伝達手段の確保に努める。 

 

第４ 情報伝達の実施 

 １ 村 

   避難準備情報等や災害関連情報を発表したとき及び避難所を開設したときは、速やかに多様な

情報伝達手段を活用して情報の提供、伝達を行う。 

 ２ 避難支援者 

   情報伝達を行う支援者は、村や関係機関が発表する情報を入手し、又は情報の伝達を受けたと

きは、自らが担当する要援護者本人又はその家族への連絡を試み、災害の状況を説明するととも

に避難に対する心構えと準備を勧める。 

   また、避難準備情報が発令された場合は速やかな避難を促すものとする。 

 ３ 関係機関 

   要援護者を支援する関係団体等は、要援護者の様子を電話又は直接訪問によって確認し台風が

接近していることなどを伝えるとともに、避難準備情報等が発表されているときは避難の開始を

促し、自ら避難できるものに対しては早期の自主避難を勧める。 
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第６章 避難誘導、安否確認体制の整備 

 

第１ 避難誘導体制の整備 

   避難準備情報等の発表の状況や避難所の開設状況を把握し、避難支援者や要援護者を支援する

関係団体等との連絡を密にするなどして迅速かつ的確な避難誘導が実施できる体制を整備する。 

 

第２ 避難誘導の実施 

 １ 村 

   支援者や関係機関からの問い合せに対して受入れ可能な施設に関する情報を提供することによ

り避難誘導を支援する。 

   また、自力での避難が困難であり関係機関からの支援を受けられない状況にある要援護者に関

する通報を受けた場合、必要に応じて公用車両を活用して避難誘導を実施する。なお、複数の者

を同時に移送する必要がある場合は、マイクロバス等を活用し迅速な避難誘導を図る。 

 ２ 避難支援者 

   避難支援を行う支援者は、個別計画に基づき要援護者の状況に応じた付き添い又は補助を行い、

あらかじめ定められた避難所への避難を行う。 

   避難誘導を実施した場合は、村の担当窓口に支援者の氏名、要援護者の避難先を連絡する。 

 ３ 関係機関 

   要援護者を支援する関係団体等は自らが保有する資機材や福祉車両を活用して要援護者を避難

所などの安全な場所へ移送する。 

   避難誘導を実施する際は、必ず要援護者の特性を理解している者が付き添い、努めて冷静に接

して安心させるように行い、村の担当窓口に支援者の所属と氏名、要援護者の避難先を連絡する。 

 

第３ 安否情報の収集体制の整備 

 １ 村 

   避難支援者や関係機関による安否情報の集約や照会に一元的に対応するため、安否情報窓口の

設置に努める。 

 ２ 避難支援者 

   自ら担当する避難行動要支援者の電話番号を携帯するなどして連絡手段を確保し、迅速な安否

確認が実施できる体制を整備する。 

 ３ 関係機関 

   要援護者を支援する関係団体は、関係する要援護者の安否について相互に協力して情報を交換

できる体制を整備し、実施可能な範囲内での把握に努める。 

 

第４ 安否確認の実施 

   安否確認は、支援者及び関係機関が持つ連絡網等を最大限に活用して可能な限り直接連絡によ

り迅速に安否確認を行う。 

   要援護者台帳と関係機関が把握した安否情報や避難所の避難者名簿等とを照らして避難の状況

を把握しつつ、要援護者に係る問い合せ等への対応を行う。 
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   避難支援者又は支援を実施した者は、要援護者を避難所や親戚宅等へ移送した場合のほか消息

が不明な者について村の安否情報窓口に連絡し、生命、身体に影響するような被害が想定される

者があるときは、速やかに消防機関及び警察等との連絡を図り救出活動のための体制を整える。 
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第７章 避難所における支援体制の整備 

 

第１ 避難所の開設 

   村は、地域防災計画に定める基準に基づき速やかに避難所を開設し、避難者を受け入れる体制

を整えなければならない。 

また、避難所を開設したことについて、多様な情報伝達手段を活用して住民への周知を図らな

ければならない。 

 

第２ 避難施設及び必要物資等の整備 

   村は、災害の種類に応じた避難所の指定を行うとともに、指定された避難所における通信設備、

洗面所、トイレ等生活関連設備、自家発電設備の整備やバリアフリー化を推進するものとする。 

 

第３ 福祉避難所の指定 

   村は、医療、介護など必要なサービスを提供するため、要援護者の特性に応じた専用の福祉避

難所として指定するものとする。また、福祉避難所の指定にあたっては、事前に施設管理者と協

定を結ぶなど、円滑な開設、受入れ、運営を図るものとする。 

 

第４ 医療機関との連携 

   避難者の中には、内部障がいや難病を抱えている者もいると考えられるが、一見、内部障がい

や難病患者であることが分からないために対応が遅れてしまうほか、一定の医療行為を受けられ

なくなると生命に関わる場合がある。 

   村は、要援護者の症状の急変等により医療処置や治療が必要になった場合は、ただちに医療機

関に移送できるよう、消防本部や医療機関との連絡を確保する。 

   医療機関は、医師会を中心として緊急時の受け入れ体制に関する情報の一元的な集約に努め、

消防本部はもとより村との連絡を確保し、迅速な移送及び受入のための体制を整備する。 

 

第５ 広域支援体制の確立 

   村は、村内の避難所が被災し、受入体制が整わないことに備えて、他市町村との相互応援協定

の締結に努める。 

 

 

 


