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地域防災計画（修正案）の主な修正点について 

■修正の概要  

 ◎災害対策基本法の改正（令和3年5月）に伴う修正 

  ⑴個別避難計画の作成 

   避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、福祉専門職や町内会等との連携のも

と、優先度の高い順から、個別避難計画の作成を進めるよう努力義務化されたことに伴う修正。  

（修正箇所） P77 第２編 災害予防計画 第９章 災害時に備えた要配慮者の安全確保    

現 行 修正案 

第１節 市の全体方針 

 市の全体的な要支援者対策は、平成21年度に

「災害時要援護者支援プラン」を定め、台帳登録

制度などを構築してきた経過にありますが、平成

25年の災害対策基本法の改正により、大幅に取組

み内容が変更され、新たに「災害時要配慮者支援

制度」として取り組む必要があることから、その

ための対策を進めます。 

 その際には、「災害時要配慮者支援プラン（全

体計画）」を策定し、要配慮者対策について定め

ることとします。 

（修正及び追加） 

第１節 市の全体方針 

 市の全体的な要支援者対策は、平成21年度に

「災害時要援護者支援プラン」を定め、台帳登

録制度などを構築してきた経過にありますが、

平成25年の災害対策基本法の改正により、大幅

に取組み内容が変更され、新たに「災害時要配

慮者支援制度」として取り組むべく、平成30年

に「災害時要配慮者支援プラン（全体計画）」を

策定し、この中で、避難行動要支援者名簿制度

の運用や要配慮者対策について定めています。 

 また、令和３年５月に災害対策基本法の改正

に伴い、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避

難を図るための個別避難計画の作成が自治体の

努力義務と位置づけられたことから、引き続

き、関係部局間の連携のもと、福祉専門職、社

会福祉協議会、民生委員、町内会等の避難支援

に携わる関係者と協力し、名簿情報に係る避難

行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別

避難計画を作成するよう努めます。その作成に

あたっては、居住地域の災害特性、対象者の生

活状況、福祉的な要因等に基づき、優先度の高

い避難行動要支援者から、個別避難計画の作成

を推進するとともに、必要に応じて更新するな

ど、適切な管理に努めていきます。 

 

  ⑵避難勧告・避難指示の一本化等 

     避難勧告・指示を一本化するなど、従来の勧告の段階から避難指示を発令し、住民の早期の避 

  難行動を促すことを目的に避難情報のあり方が包括的に見直されたことに伴う修正。 

  ※ ・「避難勧告」、「避難指示（緊急）」→「避難指示」に一本化 

    ・「避難準備・高齢者等避難開始」  →「高齢者等避難」 

    ・「災害発生情報」         →「緊急安全確保」 

  （修正箇所）本編及び資料編の全般にわたり修正 

 

  ⑶広域避難に関する事項 

   ①災害が発生するおそれがある段階での広域避難の実施のための自治体間の協議 

    大規模な災害発生時において他市町村への避難の場合の事前協議等の方法について記載。     

  （修正箇所）P125 第3編 災害応急対策計画  第6章 避難対策    



2 

現 行 修正案 

第10節 広域避難対策 

１ 避難先の調整 

 市民が他市町村等へ広域避難を行う場合は、

同一地域コミュニティ単位で避難所に入所でき

るよう、避難先の市町村等と割り当てを調整し

ます。 

 

 

第10節 広域避難対策 

１ 避難先の調整 

 市民が他市町村等へ広域避難を行う場合は、

同一地域コミュニティ単位で避難所に入所でき

るよう、避難先の市町村等と割り当てを調整し

ます。その際に、県内他市町村への避難受入に

ついては、当該市町村に直接協議するととも

に、他の都道府県の市町村への避難受入につい

ては、県に協議を求めます。また、事態が急を

要する場合には、他の都道府県の市町村への避

難受入の場合であっても、県に報告のうえ、直

接協議を行います。 

 

   ②大規模広域災害時に円滑な避難が可能となるよう、実践型の防災訓練の実施  

    災害時相互応援協定の実効性を高めるため、訓練等を通じての災害備蓄品の備蓄状況や運送 

手段の確認を行うとともに、民間事業者等との発災時の連絡先の確保を行う記載 

  （修正箇所）P39 第2編 災害予防計画  第1章 災害に強い体制づくり     

現 行 修正案 

第4節  災害時支援ネットワークの構築 

（略） 

２ 民間事業者・団体との災害時応援協定締 

 結 

 災害発生時において、支援物資や各種応急対

策サービスが緊急に必要になる場合に備えるた

め、食料・生活必需品、燃料等の提供、物流、

物資配送、役務の供給、ライフラインの復旧、

情報連絡、さらには、地域における  

事業所施設の一時的な提供など、事業所が業務

や地域との関わりの中で可能な内容について、

民間事業者・団体等との協定の締結を進めま

す。 

第4節  災害時支援ネットワークの構築 

（略） 

２ 民間事業者・団体との災害時応援協定締  

 結 

 災害発生時において、支援物資や各種応急対

策サービスが緊急に必要になる場合に備えるた

め、食料・生活必需品、燃料等の提供、物流、

物資配送、役務の供給、ライフラインの復旧、

情報連絡、さらには、地域における  

 事業所施設の一時的な提供など、事業所が業

務や地域との関わりの中で可能な内容につい

て、民間事業者・団体等との協定の締結を進め

ます。 

 また、平時から，訓練等を通じて，物資の備

蓄状況や運送手段の確認を行うとともに，災害

協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡

先，要請手続等の確認を行うよう努めます。 

  

 ◎防災基本計画の修正（令和元年5月） 

  ⑴平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策に関する修正 

   ①「自らの命は自らが守る」意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき行動等の周知、自ら 

の判断で避難行動をとることの重要性の周知 

   ②住民の避難行動等を支援する防災情報の提供 

   ③防災教育の普及推進（学校における防災教育、高齢者等への避難行動の理解促進） 

    （修正箇所）P73  第2編 災害予防計画  第8章 防災知識の普及計画   

現 行 修正案 
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第１節 防災知識の啓発 

災害時に十分な防災活動を行うためには、正し

い知識や対応方法等を身につけることが重要で

あることから、市職員、住民等に対し関係機関

と連携して次の取組みをします。 

（追加） 

 

 

 

 

２ 住民等に対する防災教育、知識の普及 

 (1)教育の目標 

  住民に対しては、実践的な防災訓練等を 

 とおして災害対応の学びの機会とします。 

  子どもたちへは、各教育施設、保育施設 

 等で発達段階に応じた防災教育を実施しま 

 す。 

 （略） 

 

  

 

 

 (2)教育の機会確保 

  ①.幼児教育、学校教育における防災教 

  育の実施 

  ②.社会教育（出前講座）等を通じての 

  知識普及 

  ③.防災訓練、集会・説明会等による知 

  識普及 

   なお、「防災士」に講座等の講師を依 

  頼し、連携協力を進めます。 

  （追加） 

 

 

 

 

 (3)教育の内容 

（略） 

  ③.日頃の備えと心構え（※例１） 

   ア.住宅の点検 

   イ.火災の防止 

   ウ.応急救護 

   エ.非常食糧の準備 

   オ.緊急情報の連絡と避難方法 

   カ.気象情報等のホームページ等から 

    の入手方法の習得 

   （追加） 

 

 

 

  ④.災害発生時の対処方法（※例２） 

  ⑤.災害用伝言サービスの周知 

第１節 防災知識の啓発 

災害時に十分な防災活動を行うためには、正し

い知識や対応方法等を身につけることが重要で

あることから、市職員、住民等に対し関係機関

と連携して次の取組みをします。また、地域の

災害リスクや自分は災害に遭わないという思い

込み（正常性バイアス）等の必要な知識を教え

る実践的な防災教育や避難訓練の実施に努めま

す。 

 

２ 住民等に対する防災教育、知識の普及  

 (1)教育の目標 

  「自らの命は自らが守る」という意識の 

  徹底や、自らの判断で避難行動をとるこ 

  との重要性を周知します。 

  住民に対しては、実践的な防災訓練等を 

  とおして災害対応の学びの機会としま 

  す。 

 子どもたちへは、各教育施設、保育施設等で

発達段階に応じた防災教育を実施します。 

（略） 

 

 (2)教育の機会確保 

  ①.幼児教育、学校教育における防災教 

   育の実施 

  ②.社会教育（出前講座）等を通じての 

   知識普及 

  ③.防災訓練、集会・説明会等による知 

   識普及 

   なお、「防災士」に講座等の講師を依 

  頼し、連携協力を進めます。 

  ④.福祉関係者（地域包括支援セン 

  ター・ケアマネジャー等）との連携によ 

  る高齢者・障がい者等の避難行動に対す 

  る理解の促進 

    

 (3)教育の内容 

（略） 

 ③.日頃の備えと心構え（※例） 

  ア.住宅の点検 

  イ.火災の防止 

  ウ.応急救護 

  エ.非常食糧の準備 

  オ.緊急情報の連絡と避難方法 

  カ.気象情報等のホームページ等から 

   の入手方法の習得 

  キ.平時から自分の避難行動計画を考え 

   る「マイ・タイムライン」の作成につ 

   いて、出前講座等を通じ市民に促して 

   いきます。 

 ④.災害発生時の対処方法（※例）  

 ⑤.多様なニーズへの理解と暴力防止の意  
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   電話会社が提供する災害用伝言サービ    

   ス（音声、文字による伝言等）は、家 

   族等からの安否確認に有効なことか 

   ら、その周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※例１）地震に対する10 の備え 

 （※例２）地震その時10 のポイント 

 （※例１、※例２とも東京消防庁ホーム 

 ページ     

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic

/jisin/life00.html 

  識啓発 

  災害時には要配慮者の多様なニーズや男 

 女双方の視点等に十分配慮するとともに、 

 被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者・ 

 加害者にならないよう、「暴力は許されな  

 い」意識の普及・徹底を図ります。 

 

 ⑥.災害用伝言サービスの周知 

  通信会社が提供する災害用伝言サービス

（音声、文字による伝言等）は、家族等からの  

安否確認に有効なことから、その周知に努め 

ます。 

 

（※例）福島県防災ガイドブック「そなえるふ

くしまノート」 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/book/list/

book72.html 

 

 

  ⑵最近の災害対応の教訓を踏まえた修正 

   ①被災市町村応援職員確保システムの充実 

   ②関係機関の緊密な連携による災害廃棄物及び堆積土砂の処理 

  （修正箇所）P31 第2編 災害予防計画 第1章 災害に強い体制づくり    

現 行 修正案 

第1節  防災組織の整備 

（略） 

 10  防災関係機関相互の連携体制 

 (1)市は、都道府県への応援要請が迅速に 

 行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、 

 連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めてお 

 くとともに、連絡先の共有を徹底しておく 

 など、実効性の確保に努め、必要な準備 

 を整えておきます。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 (3)市は、相互応援協定の締結に当たって 

 は、近隣の地方公共団体に加えて、大規模 

 な災害等による同時被災を避ける観点か 

 ら、遠方に所在する地方公共団体との間の 

 協定締結も考慮します。 

 

第1節  防災組織の整備 

（略） 

 10  防災関係機関相互の連携体制 

 (1)市は、都道府県への応援要請が迅速に 

 行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、 

 連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めてお 

 くとともに、連絡先の共有を徹底しておく 

 など、実効性の確保に努め、必要な準備を 

 整えておきます。 

  また、訓練等を通じて、国が所管する被 

 災市区町村応援職員確保システムを活用し 

 た応援職員の受入について、活用方法の習 

 熟、発生時における円滑な活用の促進に努 

 めるものとします。 

（略） 

 

 (3)市は、災害時に自らのみでは迅速かつ 

 十分な対応が困難な場合に、他の地方公共 

 団体からの物資の提供、人員の派遣、廃棄 

 物処理等、相互に連携・協力し速やかに災 

 害対応を実施できるよう、相互応援協定の 

 締結に努めます。その際、相互応援協定の 

 締結に当たっては、近隣の地方公共団体に 

 加えて、大規   模な災害等による同時 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/life00.html
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/life00.html
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/life00.html
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 被災を避ける観点から、遠方に所在する地 

 方公共団体との間の協定締結も考慮しま 

 す。 

 

  ⑶その他最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正 

   ①行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者連携による情報共有会議の整備・強化 

   ※現行計画中の「ボランティア等」の記載を「ＮＰＯ・ボランティア等」に修正 

  （修正箇所）本編の全般にわたり修正    

 

 ◎防災基本計画の修正（令和2年5月） 

  ⑴主に令和元年東日本台風に係る検証を踏まえた修正 

   ①災害リスクととるべき行動の理解促進 

    ハザードマップ等の配布や居住地域の災害リスクや取るべき行動等を周知 

   ②河川・気象情報の提供の充実 

    災害危険度が高まる地域等、早期警戒を呼びかける情報をわかりやすく提供 

   （修正箇所）P49～50 第2編 災害予防計画 第4章 地震以外の災害対策 

現 行 修正案 

３ 大雨・洪水対策 

 大雨や台風、また、いわゆる局地的大雨等に

よる水害の被害を減らすため、水防計画を策定

するほか、以下の水防予防対策を進めます。 

(1)ハザードマップの作成 

 （略） 

 また、洪水予報河川等に指定されていない中

小河川について、河川管理者から必要な情報提

供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把

握したときは、これを水害リスク情報として住

民、滞在者その他の方々へ周知しま  

 す。 

３ 大雨・洪水対策 

 大雨や台風、また、いわゆる局地的大雨等に

よる水害の被害を減らすため、水防計画を策定

するほか、以下の水防予防対策を進めます。 

(1)ハザードマップの作成 

（略） 

 また、洪水予報河川等に指定されていない中

小河川について、河川管理者から必要な情報提

供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把

握したときは、これを水害リスク情報として住

民、滞在者その他の方々へ周知しま 

す。 

 その際、居住する地域の災害リスクや住宅の

条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な

避難先を判断できるよう周知に努めるととも

に、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必

要がないこと、避難先として安全な親 

 戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒

レベル４で「危険な場所から全員避難」すべき

こと等の避難に関する情報の意味の理解の促進

に努めるものとします。 

 

  ⑵主に令和元年房総半島台風に係る検証を踏まえた修正 

   ①被災者への物資支援の充実 

   （修正箇所）P136 第3編 災害応急対策計画 第9章 飲料水・食料等供給対策  

現 行 修正案 



6 

第４節 調達、救援物資の集積場所と配給 

（略） 

  

２ 救援物資の保管と配給  

 救援物資等は物流拠点施設に集積した上で、

社会福祉協議会と協議し、被災場所等を考慮し

ながら、避難所等に救急救援物資保管所を設

け、配給します。 

第４節 調達、救援物資の集積場所と配給 

（略） 

 

２ 救援物資の保管と配給  

 救援物資等は物流拠点施設に集積した上で、

社会福祉協議会と協議し、被災場所等を考慮し

ながら、避難所等に救急救援物資保管所を設

け、配給します。 

 大規模な災害発生のおそれがある場合には、

事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用

いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじ

め登録されている物資の輸 送拠点を速やかに

開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連

絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備

蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のため

の準備に努めるものとします。 

 

  ⑶その他最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正 

   ①避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の平時からの検討、実施 

    新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備 

   え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練の積極的な実施に関する記載 

   （修正箇所） P74～75 第2編 災害予防計画 第8章 防災知識の普及計画   

現 行 修正案 

第３節 防災訓練の充実 

 災害時に十分な防災活動を行うためには、平

時における訓練の積み重ねが重要です。また、

訓練の実施にあたっては、防災関係機関及び地

域住民との連携が重要となるため、総合的な訓

練の実施を主体に、地域ごとの防災訓練実施を

支援する体制を構築します。（追加） 

第３節 防災訓練の充実 

 災害時に十分な防災活動を行うためには、平

時における訓練の積み重ねが重要です。また、

訓練の実施にあたっては、防災関係機関及び地

域住民との連携が重要となるため、総合的な訓

練の実施を主体に、地域の災害リスクに基づい

た、実践型の防災訓練実施を支援する体制を構

築します。また、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災

害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開

設・運営訓練を積極的に実施します。 

 

  ◎防災基本計画の修正（令和3年5月） 

  ⑴災害対策基本法の改正を踏まえた修正 

   上記「令和3年5月災害対策基本法の改正に伴う修正」に記載のとおり 

     

   ⑵新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正 

      ①避難者の健康管理、避難所の衛生管理や適切な空間の確保等  

   （修正箇所）P123 第3編 災害応急対策計画 第6章 避難対策     

現 行 修正案 
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第４節 避難所の運営 

（略） 

３ 生活環境の保全 

 市は、避難所における生活環境が常に良好な

ものであるよう努めます。そのため、食事供与

の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必

要な対策を講じます。また、 避難の長期化等

必要に応じて、プライバシーの確 

保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設

置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、

保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻

度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配

食等の状況、し尿及びごみの処理状 

況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態

の把握に努め、必要な措置を講じます。 

第４節 避難所の管理運営 

（略） 

３ 生活環境の保全 

 市は、避難所における生活環境が常に良好な

ものであるよう努めます。そのため、食事供与

の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必

要な対策を講じます。また、避難の長期化等必

要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベ

ッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護

師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒

さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、

し尿及びごみの処理状 

況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態

の把握に努め、必要な措置を講じます。 

 特に、感染症の発生、拡大がみられる場合

は、関係部局が連携して、感染症対策として必

要な措置を講じます。 

 

 

   ②マスク、消毒液に加え、パーティション等の感染症対策に必要な物資の備蓄の促進 

   （修正箇所）P69 第2編 災害予防計画 第7章 備蓄・調達体制の整備 

現 行 修正案 

第１節 備蓄品の確保 

１（略） 

２ 備蓄の役割分担 

 市、事業所、市民がそれぞれに役割分担し、

備蓄を進めます。 

 市・・公共性が高い分野の備蓄。施設の通 

    信設備、電源、燃料等の環境整備、 

    トイレや毛布、更衣室など個人で確 

    保することが困難な物資（修正） 

 

 

 

３（略） 

４ 市の備蓄品目 

 （表の掲載） 

第１節 備蓄品の確保 

１（略） 

２ 備蓄の役割分担 

 市、事業所、市民がそれぞれに役割分担し、

備蓄を進めます。 

 市・・公共性が高い分野の備蓄。施設の通 

    信設備、電源、燃料等の環境整備、 

    トイレや毛布、ダンボールベッド、 

    パーティション、更衣室など個人で 

    確保することが困難な物資や新型コ 

    ロナウイルス感染症対策に必要な物   

    資等 

３（略） 

４ 市の備蓄品目 

  表中にダンボールベッド、パーティショ 

 ン、消毒液を追加 

 

   ③自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整、情報提供 

    新型コロナウイルスの自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、関係部局 

   間の情報共有、保健所との連携による自宅療養者の意向を踏まえ、必要に応じて避難の確 

   保に向けた情報提供に努める旨を記載 

   （修正箇所）P61～62 第2編 災害予防計画 第5章 避難・誘導体制づくり    

現 行 修正案 
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第1節 避難場所等の指定・整備 

（略） 

３ 「避難場所」・「避難所」整備の配慮 

 事項 

（略） 

(4)良好な環境の整備 

 市は、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

蓄に努めるものとします。 

 また、市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しま

す。（追加） 

 

第1節 避難場所等の指定・整備 

（略） 

３ 「避難場所」・「避難所」整備の配慮 

 事項 

（略） 

(4)良好な環境の整備 

 市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の拡大のおそれがある状況下での避難所開

設・運営に備え、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、マスク、消毒液、炊き出し用具、毛布、パ

ーティション等避難生活に必要な物資等の備蓄

に努めるものとします。また、新型コロナウイ

ルスの自宅療養者等が指定避難所に避難する可

能性を考慮し、関係部局間の連携により、避難

所の運営に必要な情報の共有を図るとともに、

保健所との連携のもと、自宅療養者の意向を踏

まえ、必要に応じて避難の確保に向けた情報を

提供するよう努めます。 

 さらには、市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

します。 

 

   ④被災自治体への応援職員等の感染症対策 

    応援職員の受入にかかる感染症対策の実施について記載 

   （修正箇所）P86～87 第2編 災害予防計画 第11章 受援計画の策定   

現 行 修正案 

第４節 受け入れ環境の整備 

１ 受け入れ環境 

 応援職員が活動するための執務スペースの確

保や、資料、マニュアルの整備に努めます。（追

加）また、応援職員が自前での食料や水、燃料

等が準備できない場合は、市が対応します。 

宿泊施設等については、民間のホテルや旅館等

との災害時応援協定により事前に確保すること

を目指します。 

第４節 受け入れ環境の整備 

１ 受け入れ環境 

 応援職員が活動するための執務スペースの確

保や、資料、マニュアルの整備に努めます。特

に、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策のため、会議のレイアウトの工夫やテレビ会

議の活用など、応援職員等の執務スペースの適

切な空間確保に努めます。また、応援職員が自

前での食料や水、燃料等が準備できない場合

は、市が対応します。 

宿泊施設等については、民間のホテルや旅館等

との災害時応援協定により事前に確保すること

を目指します。 

 

  ⑶その他最近の施策の進展等を踏まえた修正 

   ①福祉避難所の活用による要配慮者の円滑な避難の確保 

    福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整し、作成する個別避難計画に基づき、 

   福祉避難所への直接避難ができるような仕組みづくりに努める旨記載 

  （修正箇所）P161 第3編 災害応急対策計画 第15章 災害時における要配慮者対策 

現 行 修正案 
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第１節 災害時における要配慮者対策 

（略） 

３ 避難生活における配慮 

 要配慮者については、通常の避難生活に支障

があるため、当該要配慮者や家族等の同意を得

て、必要に応じ、それぞれの状況に適した福祉

避難所への移送を進めます。 

第１節 災害時における要配慮者対策 

（略） 

３ 避難生活における配慮 

 要配慮者については、通常の避難生活に支障

があるため、当該要配慮者や家族等の同意を得

て、必要に応じ、それぞれの状況に適した福祉

避難所への移送を進めます。また、福祉避難所

で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、

個別避難計画を作成し、要配慮者が、避難が必

要となった際に福祉避難所へ直接避難すること

ができるよう仕組みづくりに努めます。 

 

   ②あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の推進 

    河川管理者等が主体となって行う治水対策（河川、ダム、下水道等）に加え、河川のあ 

   らゆる関係者が連携し、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」の考え方を踏まえ、水 

   害防止に努める旨を記載 

   （修正箇所） P49 第2編 災害予防計画 第4章 地震以外の災害対策 

現 行 修正案 

第1節  風水害対策 

  １ 治山・治水対策 

 (1)（略） 

 (2)治水対策 

  国、県の河川改良事業との整合を図りな 

 がら、危険箇所の改修を促進することによ 

 り、安定した流水の維持と河川や主要水路 

 の水害防止に努めます。 

第1節  風水害対策 

  １ 治山・治水対策 

 (1)（略） 

 （2）治水対策 

  近年の気候変動等の影響により甚大な水 

 害が全国で頻発しており、こうした水害リ 

 スクの増大に備えるため、河川管理者等が 

 主体となって行う治水対策（河川、ダム、 

 下水道等）に加え、河川のあらゆる関係者 

 が協働し、流域全体で水害を軽減させる   

 「流域治水」の考えを踏まえ、国、県の河 

 川改良事業との整合を図りながら、危険箇 

 所の改修を促進することにより、安定した 

 流水の維持と河川や主要水路の水害防止に  

 努めます。 

 

   ③事前防災の取組や複合災害への対応の推進 

    事前防災として平時から自らの避難行動計画を考える「マイ・タイムライン」の作成を 

   出前講座等を通じて市民に促していく。    

  （修正箇所）P73  第2編 災害予防計画 第8章 防災知識の普及計画   

現 行 修正案 

第１節 防災知識の啓発 

２ 住民等に対する防災教育、知識の普及 

 （略） 

 (3)教育の内容 

 （略） 

  ③.日頃の備えと心構え（※例１） 

   ア.住宅の点検 

   イ.火災の防止 

   ウ.応急救護 

   エ.非常食糧の準備 

第１節 防災知識の啓発 

２ 住民等に対する防災教育、知識の普及  

 （略） 

 (3)教育の内容 

 （略） 

  ③.日頃の備えと心構え（※例） 

   ア.住宅の点検 

   イ.火災の防止 

   ウ.応急救護 

   エ.非常食糧の準備 
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   オ.緊急情報の連絡と避難方法 

   カ.気象情報等のホームページ等から 

    の入手方法の習得 

   （追加） 

 

 

 

  ④.（略） 

  ⑤.（略）   

   オ.緊急情報の連絡と避難方法 

   カ.気象情報等のホームページ等から 

    の入手方法の習得 

   キ.平時から自分の避難行動計画を考 

    える「マイ・タイムライン」の作成 

    について、出前講座等を通じ市民に 

    促していきます。 

  ④.（略） 

  ⑤.（略） 

  

 ◎福島県地域防災計画との整合性（令和元年～令和３年） 

  県地域防災計画との整合を踏まえた文言修正及び県災害対策課からの意見等を踏まえた修正を実 

 施 

   ⑴防災会議の指定公共機関の名称変更 

   ⑵液状化災害対策の項目の新設 

   ⑶平成31年3月改定の「避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）」に基づく、避難勧 

    告等の判断基準、発令・伝達の記載の修正  

   ⑷資料編における文言修正 等 

 

 ◎その他 

  ⑴避難勧告等に関するガイドラインの改定（内閣府）に伴う修正 

   災害発生のおそれの高まりに応じて５段階に分類した「居住者等がとるべき行動」とその 

 「行動を促す情報」（避難情報等：市町村が発令する避難情報と気象庁が発表する注意報等） 

  とを関連付ける警戒レベルの記載 

  ※警戒レベル１「早期注意情報」 

   警戒レベル２「大雨・洪水注意報」    気象庁が発表 

   警戒レベル３「高齢者等避難」 

   警戒レベル４「避難指示」        市町村が発令 

   警戒レベル５「緊急安全確保」 

  （修正箇所）本編、資料編全般において修正 

 

  ⑵「磐梯山の火山活動が活発化した場合の避難計画」の見直しに伴う修正  

    本市が構成員となっている磐梯山火山防災協議会が令和元年9月に「磐梯山の火山活動 

   が活発化した場合の避難計画」を見直したことから、県地域防災計画との整合性を踏まえ、 

   本市防災計画にも新たに記載。 

   （追加箇所）P55～59  第2編 災害予防計画 第4章 地震以外の災害対策   

現 行 修正案 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

第６節 火山災害対策 

１ 住民等に対する周知・啓発 

 県、関係市町及び関係機関と連携し、磐梯山にお

ける過去の噴火の状況等に基づき、災害の発生が予

想される区域を把握するとともに、火山防災マップ

を作成し、火山情報や避難情報（噴火警戒レベル）

等の伝達経路、避難所等の避難措置について、住民
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等へ周知・啓発を図ります。 

 

２ 火山災害対策 

（1）噴火警報等の伝達 

  仙台管区気象台地域火山監視・警報セン 

 ターは、24時間体制で磐梯山の観測・監 

 視を行い、 火山活動状況に応じて噴火警 

 報等の情報を発表し、福島地方気象台から 

 県や関係機関に伝達され、県から総合情報 

 通信ネットワーク等により市町村へ情報提 

 供されます。 

   本市は、必要に応じ関係機関及び住民に 

 対し、「磐梯山の噴火警報等の伝達系統」 

 に記載した伝達体制により周知を図りま 

 す。 

 

 噴火警報等の種類 

 

種  類 内   容 

噴火警報（居住地

域） 

又は噴火警報 

 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、発生から短時間で火

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

んどない現象）の発生が予想

される場合やその危険性が及

ぶ範囲の拡大が予想される場

合に、火山名、「警戒が必要な

範囲（生命に危険を及ぼす範

囲）」等を明示して発表されま

す。 

 「警戒が必要な範囲」が居

住地域まで及ぶ場合は「噴火

警報（居住地域）」、火口周辺

に限られる場合は「噴火警報

（火口周辺）」として発表され

ます。 

 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ます。 

噴火警報（火口周

辺） 

又は火口周辺警報 

噴火予報  火山活動の状況が静穏であ

る場合、あるいは火山活動の

状況が噴火警報には及ばない

程度と予想される場合に発表

されます。 

噴火速報  噴火の発生事実を迅速に発

表する情報です。登山者や周

辺の住民に、火山が噴火した
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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

ために発表されます。 

 噴火速報は以下のような場

合に発表されます。 

 ・噴火警報が発表されてい 

ない常時観測火山におい 

て、噴火が発生した場合 

 ・噴火警報が発表されてい 

る常時観測火山におい 

て、噴火警戒レベルの引 

  き上げや警戒が必要な範 

囲の拡大を検討する規模 

の噴火が発生した場合  

  （※） 

 ・このほか、社会的な影響 

が大きく、噴火の発生を 

速やかに伝える必要が 

  あると判断した場合 

 ※ 噴火の規模が確認でき 

ない場合は発表します。 

  なお、噴火の発生を確認

するにあたっては気象庁

が監視に活用しているデ

ータだけでなく、関係機

関からの通報等も活用し

ます。 

火山の状況に関す

る解説情報 

 現時点で噴火警戒レベルの

引き上げ基準に達していな

い、または、噴火警報を発表

し「警戒が必要な範囲」の拡

大を行うような状況ではない

が、今後の活動の推移によっ

ては、噴火警報を発表し、噴

火警戒レベルの引き上げや、

「警戒が必要な範囲」の拡大

を行う可能性があると判断し

た場合等に、火山活動の状況

や防災上警戒・注意すべき事

項を伝えるため、「火山の状況

に関する解説情報（臨時）」が

発表されます。 

 また、現時点では、噴火警

戒レベルを引き上げる可能性

は低い、または、噴火警報を

発表し「警戒が必要な範囲」

の拡大を行う可能性は低い

が、火山活動に変化がみられ

るなど、火山活動の状況を伝

える必要があると判断した場

合に、「火山の状況に関する解



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説情報」が適時発表されま

す。 

降灰予報 ○降灰予報（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、

噴火により人々の生活等に影

響を及ぼす降灰が予想される

場合に、定期的（3時間ごと）

に発表されます。 

・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

下範囲が提供されます。 

○降灰予報（速報） 

・噴火が発生した火山（※

１）に対して、事前計算した

降灰予報結果の中から最適な

ものを抽出して、噴火発生後5

～10分程度で発表されます。 

・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

な噴石の落下範囲が提供され

ます。 

※１ 降灰予報（定時）を発

表中の火山では、降灰への防

災対応が必要となる「やや多

量」以上の降灰が予測された

場合に発表されます。 

 降灰予報（定時）が未発表

の火山では、噴火に伴う降灰

域を速やかに伝えるため、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

されます。 

○降灰予報（詳細） 

・噴火が発生した火山（※

２）に対して、降灰予測計算

（数値シミュレーション計

算）を行い噴火発生後20～30

分程度で発表されます。 

・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が提

供されます。 

※２ 降灰予報（定時）を発

表中の火山では、降灰への防

災対応が必要となる「やや多

量」以上の降灰が予測された

場合に発表されます。 

 降灰予報（定時）が未発表

の火山では、噴火に伴う降灰

域を速やかに伝えるため、予
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測された降灰が「少量」のみ

であっても必要に応じて発表

されます。 

 降灰予報（速報）を発表し

た場合には、予想降灰量によ

らず降灰予報（詳細）も発表

されます。 

火山ガス予報  居住地域に長時間影響する

ような多量の火山ガスの放出

がある場合に、火山ガスの濃

度が高まる可能性のある地域

を発表する予報で、気象庁

（及び仙台管区気象台）から

発表されます。 

火山現象に関する

情報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○火山活動解説資料 

 写真や図表等を用いて、火

山活動の状況や防災上警戒・

注意すべき事項等について解

説するため、臨時及び定期的

に発表されます。 

○月間火山概況 

 前月一ヶ月間の火山活動の

状況や警戒事項を取りまと

め、毎月上旬に発表されま

す。 

○噴火に関する火山観測報 

 噴火が発生したことや、噴

火に関する情報（噴火の発生

時刻・噴煙高度・噴煙の流れ

る方向・噴火に伴って観測さ

れた火山現象等）を噴火後直

ちにお知らせするために発表

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）異常現象等の報告等 

  噴火、降灰、鳴動、地温の上昇等災害が 

 発生する恐れ がある異常な現象を発見し 
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 たものは、市町村又は警察署等へ通報しな 

 ければなりません。 

  本市において通報を受けた場合は、「磐 

 梯山情報連絡 系統図により関係機関へ連 

 絡します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（3）防災対策事業等の推進 

 火山災害による被害を防止又は軽減するため、必

要に応じ次の事業等の推進を図ります。 

 ①．防災営農施設の整備 

 ②．降灰除去事業 

 ③．治山治水事業 

 ④．砂防事業 

 ⑤．河川の水質汚濁防止事業 

 ⑥．火山現象の調査、研究及びその成果の 

  普及 

 

（4）災害情報の収集及び伝達 

  火山災害に関する情報の収集及び伝達について

は、「第３編第３章情報の収集・伝達」により、迅

速な情報の収集及び伝達に努めます。 

  なお、収集及び伝達する情報の事項は次のとお

りです。 

  ①．人的被害及び住居被害の状況 

  ②．要救助者の確認 

  ③．住民等の避難状況 

  ④．噴火規模及び火山活動の状況 

  ⑤．被害の範囲等 

  ⑥．避難道路及び交通の確保の状況 

  ⑦．その他必要と認める事項 

 

（5）早期の避難指示等の提供 

  住民に対して、「第３編第６章第２節避難指示等

の発令」に基づき、「第３編 第４章 災害時の広

報」により、避難等を促します。 
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 （追加箇所）P118  第3編 災害応急対策計画 第6章 避難対策   

現 行 修正案 

第1節 避難指示等避難情報 

（略） 

（追加） 

第1節 避難指示等避難情報 

（略） 

（4）避難指示等の発令基準（火山災害）及び噴火警

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５段階に区分したもので、噴火警

報・噴火予報に含めて発表されます。 

 

区  分 発 令 基 準 範  囲 

警戒レベル４ 

（避難指示） 

 

 噴火警戒レベ

ル５（避難）が

発表されるな

ど、居住地域に

重大な被害を及

ぼす噴火が発生

又は切迫してい

る状態にあり、

人の生命又は身

体を災害から保

護する必要があ

る場合 

降灰による土石流

に伴う河川の浸水

想定区域 

 

＊ 降灰後の土石流等の土砂移動現象に対する避難

については、噴火警戒レベルに応じた避難対応によ

らず、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律」（以下、「土砂災害防止法」

という。）に基づき国土交通省が実施する緊急調査の

結果 を踏まえ、火山防災協議会等で対応を協議す

る必要がある。 

 

 

種

別 

名

称 

対

象 

範

囲 

レベ

ル 

(ｷｰﾜ

ｰﾄﾞ) 

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

居

住

地

域

及

び

そ

れ

よ

り

火

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

危険な

居住地

域から

の避難

等が必

要。 

●火口から概

ね４㎞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、融

雪型火山泥流
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は

噴

火

警

報 

口

側 

ある。 が居住地域に

到達、あるい

は切迫してい

る。 

過去事例 

1888年7月15日

の噴火 

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

備等が

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４㎞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、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

など危

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

準備等

が必

要。 

●火口から概

ね２㎞以内に

大きな噴石が

飛散、火砕

流・火砕サー

ジが流下する

ような噴火の

発生、または

その可能性。 

●火口から居

住地域近くま

で、融雪型火

山泥流が到

達、またはそ

の可能性。 

 

過去事例 

有史以降の事

例なし 

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

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

難等が

●火口から概

ね１㎞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 

2000年8月15日 

日別地震回数

476回、有感地
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火が発

生、あ

るいは

発生す

ると予

想され

る。 

必要。 震発生、GNSS

による地殻変

動に若干の変

化、入山規

制、磐梯山ゴ

ールドライン

規制 

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、特

定地域

の避難

準備等

が必

要。 

●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。 

 ＊１ 特定地域とは、居住地域よりも磐梯山の想

定火口に近い所に位置する集客施設が含まれ

る地域をさす。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。 

 

  ２ 融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。 

 

  ⑶会津若松市災害対策本部規程の改正に伴う修正 

   令和２年度行政機構改革に伴う部局名称（上下水道局）および役職（副部長職）の変更に伴う 

災害対策本部規程の改正に伴う修正。  

   

⑷関連する他計画等との整合、ＳＤＧｓに関する記載 

 ①市災害廃棄物処理計画との整合に伴う修正 

  現在修正改訂中の市災害廃棄物処理計画との整合を図るための修正。以下のうち、 

 第1節 廃棄物処理及び第2節 し尿及び浄化槽汚泥の処理を含む一体的な修正を実施。 

 （修正箇所）P141～ 第3編 災害応急対策計画 第11章 廃棄物対策・防疫等活動 

現 行 修正案 

第１節 廃棄物処理 

 災害廃棄物は、「会津若松市災害廃棄物処

理計画」に基づき、衛生的に円滑かつ迅速に

処理します。 

「生活系ごみ」及び「し尿」については保健

衛生上、また、「災害ごみ」については応急

第１節 廃棄物処理 

 災害時の廃棄物処理について、「会津若松市災

害廃棄物処理計画（以下、「市災害廃棄物処理計

画」という。）」に基づき、適正かつ円滑、迅速

に処理します。災害発生時には、被害状況等の

情報収集を行ったうえで、初動対応を着実に実

施するとともに、災害廃棄物の発生量の推計、
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対策上、速やかに処理するための収集運搬及

び処理方法に関する措置を定め、市民に速や

かに周知を図りながら、混乱を最小限にする

よう努めます。 

あわせて可能な限り、有害物資の適切な処

理、リサイクルの推進及び作業の安全確保を

図ります。 

 

１ 災害廃棄物対策室の設置 

 災害が発生したときは、速やかに廃棄物対

策課に「災害廃棄物対策室」を設置し、対策

にあたります。 

２ 廃棄物の処理計画 

（1）仮置場の設置 

①.倒壊家屋等の仮置場 

 がれき・粗大ごみ等の廃棄物

が、処理施設の能力を超過するこ

とが見込まれる場合には、市地域

防災計画に定められた避難場所を

除く公共の広場に仮置場を設置し

ます。 

 なお、仮置場は、住民の避難場

所、仮設住宅の確保に支障のない

地区内の空き地、公共広場等に設

置します。 

（2）廃棄物の収集運搬体制 

①.一般廃棄物の収集運搬  

 排出及び収集方法は、平常時のご

みステーションへの方式を原則とし

ますが、ごみステーションの破損状

況、地域の被害状況によっては、仮

置場の設置などの対応を行います。 

 また、災害規模が大きく収集運搬

が困難な場合は、県や他市町村、関

係機関等に協力を求めます。 

 なお、排出ルールを変更する場合

は、速やかに市民に周知を図りま

す。加えて，ボランティア、ＮＰＯ

等の支援を得て災害廃棄物等の処理

を進める場合には，社会福祉協議

会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地

区や作業内容を調整、分担するなど

して、効率的に災害廃棄物等の搬出

を行うものとします。 

②.産業廃棄物の収集運搬 

 排出者の責任で収集運搬許可業

者への依頼を基本としますが、災

害規模が大きく処理が困難な場合

は、（一社）福島県産業廃棄物協会

処理期間等の方針及び具体的な処理体制につい

て検討し、必要に応じて災害廃棄物処理実行計

画を策定します。 

 

 

 

１ 基本的事項 

 

（1）対象とする災害           

地震災害及び水害、その他自然災害を対象

とします。対象とする災害の規模について

は、通常起こり得るやや大きめな規模の災

害とし、市災害廃棄物処理計画に基づく対

応を行うかは、発災後に市が判断します。 

（2）対象とする災害廃棄物        

片付けごみ、家屋解体廃棄物、がれき等の

混入した土砂などの「災害廃棄物」に加え

て、災害時に発生する「家庭ごみ」、「避難

所ごみ」、「し尿」とします。 

（3）処理主体              

市は、市内で発生した災害廃棄物を含む一

般廃棄物についての処理責任を有している

ことから、地域に存在する資機材や人材、

廃棄物処理施設等を最大限活用し、極力、

市内で災害廃棄物を処理することを基本と

します。平時の廃棄物処理について、会津

若松地方広域市町村圏整備組合が運営する

一般廃棄物処理施設において、中間処理や

最終処分を行っていることから、災害時に

おいても、連携して災害廃棄物処理に努め

ます。それでも災害廃棄物の処理が困難な

場合には、県に対して広域処理の支援を要

請します。 

(3)協力支援体制            

応急段階での災害廃棄物処理は円滑な人

命救助にもつながることから、自衛隊・

警察・消防と連携し対応します。災害規

模に応じて、国・県の協力及び支援、他

市町村等との連携、民間事業者団体等や

ボランティアとの連携により、対応しま

す。これまでに、県や他市町村、民間事

業者等と締結した災害時の相互応援や緊

急時の物資等の提供に係る協定等に基づ

き、連携して災害廃棄物処理に対応しま

す。 

 

２ 組織体制               

災害廃棄物の処理に関しては、市災害対策本

部応急復旧班の所掌とし、廃棄物対策課が中

心的に担いますが、災害が大規模で、多量の
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会津方部地域協議会に協力を求め

ます。 

  (3)廃棄物の処理処分 

①.一般廃棄物の処理処分     

可能な範囲で分別及びリサイクルを

実施するものとし、排出区分を設け

ます。また、収集された廃棄物は、

会津若松地方広域市町村圏整備組合

環境センターの清掃プラントで中間

処理及び最終処分します。    

なお、必要に応じて県や他市町村、

関係機関等へ協力を求めます。 

② .産業廃棄物の処理処分     

産業廃棄物については、排出者の

責任で収集運搬許可業者へ依頼

し、産業廃棄物処理施設で処理処

分します。 

（4）廃棄物処理の実施者      

倒壊建物に係る処理は、原則として所 

有者が行うべきものですが、「災害等廃

棄物処理事業」の対象となった場合は、

市が実施します。 

 

３３ 市が建物取り壊しを代執行する場合の取

り扱い 

 大規模災害時に国の法令等に基づき、市が倒

壊建物の取り壊しを行う場合についても、工

事を所管する部署は、建築リサイクル法や建

設業法に基づき適切な廃棄物の処理を行いま

す。 

 

災害廃棄物の処理が予想される場合には、応

急復旧班内にプロジェクトチームとして「災

害廃棄物対策室」を設置します。特に、仮置

場の整備や損壊家屋等の撤去など、土木・建

築に関する知識が求められる業務が発生する

場合には、班内各課の協力・連携のもと横断

的に対応します。 

 

３ 災害廃棄物処理対策 

（1）災害廃棄物処理の基本方針      

①衛生的かつ迅速な処理、②仮置場等の安

全性の確保、③環境への配慮、④地域全体

での協働、⑤事業所で発生した災害廃棄物

の事業者による主体的処理を基本方針とし

ます。 

（2）発災後に対応すべき事項       

住民の健康や安全の確保、地域としての衛

生や環境の保全を図るために、発災後に、

①被害状況の把握、②災害廃棄物の発生

量・処理見込量の推計、③処理に必要な資

源の確認（人的資源、処理施設能力、財

源）、④処理スケジュールの作成（処理完了

日の目標設定）、⑤処理方法の決定（設定し

た期間内に既存の廃棄物処理施設で処理が

可能か）に対応します。 

（3）災害廃棄物発生量の推計       

災害発生時には、建物被害状況や洪水浸水

状況を速やかに把握し、災害廃棄物対策指

針・技術資料に基づき種類別災害廃棄物発

生量を推計します。 

(4)災害廃棄物の処理 

 災害発生後のそれぞれの時期におい

て、次のとおり適切に災害廃棄物処理を

進めます。  

 

 

 

(5)路上の廃棄物除去 

 人命救助や輸送のための道路の確保

（啓開）や損壊家屋の撤去に伴うがれき

等の処理については、消防、道路管理担

当部署と連携し、処理を進めます。 

(6)し尿処理 

 災害時には、生活排水処理施設や管路
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の被災、上水道の断水等により、下水道

が利用できない事態が想定されるほか、

避難所から発生するし尿に対応する必要

があるため、生活排水処理施設の被災情

報や避難者数を把握のうえ、優先順位を

踏まえて仮設トイレを配置し、あわせて

計画的な収集体制を整備します。 

 原則として平常どおりのし尿処理を行

いますが、広域圏整備組合のし尿処理施

設の被害状況やし尿の収集・運搬・処理

のひっ迫などにより、平常時と同じ施設

に搬入が困難な場合には、他の下水処理

施設への直接搬入等を行います。下水処

理場が被災し、処理が困難な場合には、

他市町村等へ協力を要請し処理を行いま

す。 

(7)生活ごみ・避難所ごみ 

 避難所ごみを含む生活ごみについて

は、公衆衛生の確保及び生活環境の保全

の観点から、可能な限り発災直後から収

集し、原則として、平常時の体制により

収集運搬及び処理を行うこととし、でき

る限り早期に平時の収集運搬・処理体制

を回復させるように努めます。なお、避

難所ごみを含む生活ごみは、腐敗等が懸

念されるため、広域圏整備組合の一般廃

棄物処理施設へ搬入することとし、仮置

場に搬入しません。 

 （8）災害廃棄物処理フロー 

   被災地域で発生した災害廃棄物は、被 

    災現場から一次仮置場に搬入し、粗選別 

    等を行った後、必要に応じて設置する二 

  次仮置場に搬入し、破砕・選別等の処理 

  を行います。その後、廃棄物の種類や性 

  状に応じて、再生利用、中間処理、最終 

  処分などの受入先に搬出します。 

 

 
 

 

（9）仮置場の設置 

 発災後、被災地域の生活環境・空間を確保

し、復旧・復興を進めるために、災害廃棄物

を分別、保管、処理するための一時的な集積

場所として「仮置場」を設置します。仮置場

は設置の目的・役割に応じて「一次仮置場」

と「二次仮置場」に分類します。必要となる
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仮置場の選定・確保には時間を要することか

ら、発災時に速やかに対応できるよう、予め

仮置場候補地を定め、災害発生時には、被災

地域や災害廃棄物発生量に基づき、選定しま

す。市有地だけでは仮置場が不足する場合

は、県有地や国有地、さらには民有地の活用

も検討します。 

 また、市が設置する仮置場を補完する付加

的な市民協働による取組みとして「市民仮置

場」の設置を検討します。 

  
 

 

 （10）災害廃棄物の分別、処理方法、再生 

  利用災害時においても、後の処理や再生 

  利用を考慮し、可能な限り分別を行いま 

  す。また、災害廃棄物のうち、腐敗性の 

  ものについては、専門機関等に相談のう 

  えで、殺虫剤や消石灰、消臭剤等の散布  

  を行い、生ごみなどは、原則として、仮 

  置場へ持ち込ませないようにします。 

 

（11）処理困難物の処理 

 有害性や爆発・火災等の危険性があるため

取扱いに注意が必要な処理困難物のうち、工

場、事業場等から発生するものは、事業者の

責任で処理することを原則としますが、所有

者不明のものなどは、県及び民間事業者と取

扱い方法を協議し、処理方法を定めます。 

 有害物質の飛散や危険物による爆発・火災

等の事故を未然に防ぐために、有害物質を含

む廃棄物が発見されたときは、原則的に所有

者等に対して速やかな回収を指示し、別途保

管または早期の処分を行います。 

 混合状態になっている災害廃棄物は、有害

物質が含まれている可能性を考慮し、作業員

の労働環境安全対策を徹底します。 

（12）環境対策、モニタリング、火災防止対策 

 地域住民の生活環境を保全するため、仮置

場内やその周辺、損壊家屋の解体・撤去現場

等において、必要に応じて、大気質、騒音、

振動、土壌、臭気、水質等の環境モニタリン

グを行います。 

 

 (13)損壊家屋等の撤去（必要に応じて解    

 体） 

  原則として所有者が実施することとな  
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 りますが、国庫補助対象等となり得るも 

 ので、本市が必要と判断したものにつ 

 いては、所有者の申請に基づき、公費に 

 よる撤去（必要に応じて解体）を行いま 

 す。 

（14）思い出の品等 

 貴重品・有価物や写真、位牌など所有者に

とって価値のある思い出の品については、被

災者の経済的、精神的な復興に繋がるものと

して、市が保管場所を確保し、回収・清潔な

保管・広報・返却等を行います。貴重品の取

扱いについては、警察と連携を図ります。歴

史的遺産、文化財等が他の災害廃棄物と混在

しないよう、処理には留意します。 

 (15)積雪期の対応 

  積雪期において、災害廃棄物対応を 

 どこまで優先するかについては、救助 

 や避難、生活のための道路啓開といっ 

 た除雪作業が優先されること、夏季と 

 異なり廃棄物の腐敗や病害虫発生等の 

 リスクは少ないこと等、積雪期特有の 

 状況があることから、災害対策本部の 

 方針を踏まえて決定します。 

 

  

 ②ＳＤＧｓに関する記載の追加 

 （修正箇所）P3 第１編 総則 第1章 計画の基本方針  

現 行 修正案 

第4節 計画の視点と配慮事項 

２ 計画の配慮事項 

 本計画全体においては、以下の事項に配慮

します。 

（略） 

 （追加） 

第4節 計画の視点と配慮事項 

２ 計画の配慮事項 

 本計画全体においては、以下の事項に配慮

します。 

（略） 

（3）計画の推進にあたっては、ＳＤＧｓの 

  達成に向け、地域住民や関係機関等との 

  協力・連携及び役割分担等に配慮し、各 

  種取組を進めていきます。 

  

 ③罹災証明書の交付について、現行の「災害復旧計画」中への記載から、「災害応急対策 

 計画」中に位置づけるよう修正 

（修正箇所）P149 第3編 災害応急対策計画 第12章 生活救援対策 第2節 罹災証明 

         書の交付       
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⑸減災目標の現状値にかかる修正 

 →減災目標に関して、令和２年度時点での現状値を反映 

（修正箇所）P7～8 第１編 総則 第1章 計画の基本方針 第13節 減災目標 

                 R2時点           目標値 

   〇小中学校の耐震化    →98.9％  （H30 91.9％）  100％ （R2年度） 

   〇市有建築物の耐震化率  →85.9％  （H26 81.1％）  95％  （R2年度） 

   〇水や食料の家庭備蓄率  →73.5％  （H30 73.5％）  80％ （R5年度） 

   〇防災情報メールの登録者数→12,740件 （H30 7,500件）12,500件（R5年度） 

   〇災害時応援協定締結数  →101件   （H30 90件）  120件 （R5年度） 

   〇避難行動要支援同意率  →55.6％  （H30 46.5％）  60％ （R5年度） 

   〇地域の防災訓練実施回数 →117回   （H30 3回）   40回 （R5年度） 

   〇自主防災組織活動カバー率→ 3.2％  （H30 2.1％）   10％ （R5年度） 

   〇防災士資格取得者数   →132名   （H30 105名）  130回 （R5年度） 

 

⑹令和３年度までの本編、資料編（資料編、様式編）等の文言修正および時点修正 


