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序章　地域防災計画見直しにあたって

本市の地域防災計画は、防災対策の核となるものであり、東日本大震災に対する十分な検証を
踏まえた大幅な内容の見直しが必要な状況となった。

今般の大震災を例にするまでもなく、自然の力は強大であり、災害は時に人知の想像力を超越
することがあることを念頭に、常に畏怖を持って対策に望むべきものである。
よって、災害を完全に克服することは困難であることを前提に、いかに自然と共生し、その被
害を予防対策や応急対応により限りなく小さくし、早期に回復できる体制を構築することが鍵
となる。
本計画の見直しにあたっては、本市に災害が発生しても速やかに立ち直り、持続可能な社会
（サスティナビリティ）を目指すものとし、そのために以下の二つの視点を盛り込む。

ひとつにはマクロ的な視点である。
本計画は、会津若松市を対象に防災関係機関の取り組みを柱とするものであるが、広域的な災
害の影響と、それに伴う対策は、本市のみで完結するものではなく、国や県、周辺の協力を得た
広域的なネットワークと、市民、事業所、地域、ＮＰＯ・ボランティア等の力を結集した安心シ
ステムを構築する必要がある。

一方ミクロ的な視点としては、
本市域の広さと、それぞれの地域の自然条件や歴史的経過を考慮すれば、画一的な全体計画だ
けでは、十分に対応できないことが予想される。
そこで、地区ごとに「基本コミュニティ」＝「防災基本エリア」を設定し、地域の防災上の課題
を整理し、それぞれの方針や配慮を定め、防災拠点施設機能を強化することで、地域の災害対応
ポテンシャルを高める必要がある。
この、マクロとミクロの両面に配慮し、実効性のある計画とするものである。

また、前計画は、住民の意向反映が十分でなく、また今般の東日本大震災の教訓が踏まえられ
ていないことから、市民や事業所、児童生徒など、延べ３０００人あまりからのアンケート調査、
市内16地区の地域のみなさまが参加した、市民ワークショップにより発せられた思いや意見を、
今後の方向性や地域的配慮に盛り込んだところである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年 11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会津若松市防災会議



防災計画見直しの方向性

本計画の目標は「自助、共助、公助の連携による災害被害の少ない会津若松市」としている。
災害時において、行政等の対応には限界があることから、市民や地域コミュニティ、ＮＰＯ・
ボランティア等と情報を共有化、協働の方向性を一層進め、防災対策が図られるよう見直しを行
うものとする。

本編中の略称について
本文中、「避難所」とあるのは、「指定避難所」の略称であり、「避難場所」とあるのは、「指定緊急避難
場所」の略称とする。



防災対策の方向性

本市の防災対策の方向性概要図

目標：自助、共助、公助の連携による災害被害の少ない会津若松市
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第 1編　総則　 第 1章　計画の基本方針

 第1章　 計画の基本方針

第1節　 計画の目的
本計画は、災害対策基本法（以下「基本法」という。）第42条の規定に基づき、会津若松市防

災会議が作成する市の地域に関する災害対策計画です。
その内容は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等を総合的にまとめたもので、市民の生命、

身体、財産を保護するとともに、災害被害の軽減を図ることを目的としています。

第2節　 計画の範疇
計画本編は、災害対策の骨子及び将来に向けての方向性を示すもので、対策の手順や詳細につ
いては、マニュアル編や資料編に記すものとし、その構成は「本章第6節　計画の構成」のとおり
です。
また、本計画は、防災施設等も含めて現状に立脚するもので、防災面に特化した将来的な施設
整備構想は盛り込んでおりません。
また、計画の構成は、本市にとって最も脅威である大地震対策を根本に据え、それ以外の災害
について必要な対策を補完する形で記載を行うものとします。

第3節　 計画の目標
目標：「自助、共助、公助の連携による災害被害の少ない会津若松市」とします。
キャッチフレーズ：～あらゆる災害に備える身近な計画～とします。

第4節　 計画の視点と配慮事項

1　 計画の視点
（1）実効性のある計画　
　　 簡潔明瞭な表現で実行計画として機能することを目指します。
(2)住民避難を最優先

　住民への避難情報の伝達や避難生活の確保等を柱とした避難対策を最優先します。
(3)災害初動期の対応充実

　災害初動期対応について、時間経過に即した災害時マニュアルを作成し、対応充実を図ります。
(4)「減災」の考え方

　防災対策の大前提として、自然災害を完全に克服しようとするのではなく、自然と共生し、その被
害を予防対策や応急対応により、限りなく小さくし、早期に回復できる体制を構築する「減災」の考
え方に立って取り組みを進めます。
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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。

(1)人権を尊重、男女や年齢、障がいの有無などによるニーズの違いを理解し、女性や高齢者、
子ども、障がい者等に配慮します。

(2)本市が広い面積を有し、地域環境も多様であることを踏まえて、地域性に配慮します。

(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。

　

第5節　 計画の進行管理及び修正
本計画は、「災害に強いまちづくり」というハード面と「災害支援ネットワークの構築」や「市
民協働体制の構築」等のソフト面の施策内容があることから、毎年、防災会議及び庁内組織（防
災計画進行管理委員会）において進行状況を確認するものとします。
施策の主なものについては、可能な範囲で目標指数を設定し、ＰＤＣＡサイクルで進行管理を

行いながら、その結果については、広く公表するとともに、修正が必要と認めるときは、計画を
修正します。
また、10年後の平成35年度を目処に、大幅な改正が必要かどうかを判断するものとします。

第6節　 計画の構成
本計画は、計画本編の他、資料編、マニュアル編で構成し、計画の実効性を高めるため、シミﾕ

レーション編を添付するものとします。
これに加えて「地域防災カルテ」及び市民アンケートやワークショップの結果を別冊として添

付します。
また、計画本編については、「総則」に続き、時系列的に「災害予防計画」、「災害応急対策計画」、
「災害復旧計画」を記載し、最後に「地域配慮」により、地域特性を計画に活かします。
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災害対策編（震災＋一般災害）

・対応方針
・対策本部役割分担
・応急対応
等

　　　　　　資料編

　マニュアル編（予防対策・初動体制等）

シミﾕレーション編（地震被害等）

　　　　　　計画本編

別冊：アンケート・ワークショップ結果、震災被害総括別冊：アンケート・ワークショップ結果、震災被害総括

別冊：地域防災カルテ別冊：地域防災カルテ

第１編　総則

第2編　災害予防計画

第3編　災害応急対策計画

第4編　災害復旧計画

第5編　地域配慮

防　災　計　画　構　成　図
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防災計画各編の関係図
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第１編　総則　計画の全体的な内容
・計画の目的、目標、視点と配慮事項
・計画の期間、進行管理
・計画の構成、他計画との関係
・マニュアルとシミﾕレーションの位置づけ
・防災対策の現状、減災目標、施策全般の
　方向性

第５編　地域配慮　
・防災の視点からの各地域の現況
・大地震等による被害想定
・「市民ワークショップ」における意見
・防災まちづくり推進の考え方

第２編　災害予防計画
（災害発生前）

事前に災害に備える体制の構築

・防災施策全般
・人（組織）、モノ（施設、物資）
、システム（情報）の望ましい方向
性
１、実効性のある防災計画の策定
２、災害に強いまちづくりの推進
３、災害支援ネットワークの構築
４、災害時の市民協働体制の構築

第３編　災害応急対策計画
（災害発生予測時～ 災害発生時
～１週間程度）
災害発生時の取るべき行動

・応急活動の実施組織体制
・応急活動の具体的な取組み
1、情報の収集伝達、広報対応
2、住民避難と避難所運営
3、被災者支援対応
4、ライフライン等復旧応急対応
5、要配慮者対応

第４編　災害復旧計画
（災害１週間程度～）

災害からの復旧体制

・市民生活安定のための緊急措置
・災害復旧事業

シミﾕレーション編（被害想定）

予防段階の対策 応急段階の対策 復旧段階の対策

マニュアル編（予防対策・初動体制等）
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第7節　 上位計画等との関係
本計画は、国の防災基本計画や、福島県地域防災計画と整合性を有し、本市の地域性・社会性
を加味した計画とし、過去の被災状況を踏まえた内容とします。
また、「会津若松市総合計画」をはじめとする本市の他の分野別計画等と整合性を図ります。
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会津若松市
地域防災計画

他の分野別計画

・地域福祉計画
など

防災計画

（国）

補完資料
資料編

【初動体制マニュアル

・災害時シミﾕレーション

応急対策

即する即する

整合

復旧・復興対策

予防対策

  

■ 会津若松市地域防災計画と上位計画等との関係 

  

補完資料

資料編
マニュアル編
シミﾕレーション編

災害復旧対策

会津若松市第７次総合計画

会津若松市

地域防災計画
防災基本計画

（国）

則する

整合

整合

＜市が定める計画＞

＜国 ・県が定める計画等＞

（福島県）

整合

福島県地域防災計画

他の分野別計画

・都市計画マス
タープラン

・立地適正化計
画

・地域福祉計画

など

＜市が定める計画＞

災害応急対策

災害予防対策

総則

地域配慮

則する

下位計画

・業務継続計画
・災害時要配慮者
支援プラン
など

各種ガイドライン、
マニュアルなど　

整合
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第8節　 災害時マニュアルの作成
本計画を具体的に実行するため、「初動体制マニュアル」をはじめとする災害に対応する各種
災害時マニュアルを作成します。
災害時マニュアルは、対策本部や関係機関に加えて地域等の役割や時間的経過の中での動き
を含めた内容とします。

第9節　 災害時シミュレーションの作成
災害時の被害を事前に予測し、適切な予防対策を進め、また災害時の応急対策を円滑に行うた
めに、災害時シミュレーションを作成します。

第10節　 計画における災害レベル
本計画では、これまで本市で起きた最大レベルへの災害対策を基本に考えますが、地震につい
ては、会津盆地西縁断層帯（以下「西縁断層帯」という。）に関する震災シミュレーションをも
とに対策を進め、あわせて会津盆地東縁断層帯（以下「東縁断層帯」という。）による地震が発
生した場合の被害を最小限とすることを目指すという立場に立ちます。
これは、第１編第３章に示すように、東縁断層帯地震は極めて確率は低いものの、震度７の大

規模地震が想定されており、市民の生命を守るためには、現段階では市内における応急対策より
も、市外への避難を最優先する状況も想定されることから、過去の最大級の災害への対策を基本
として災害対策を講じる本計画の立場から逸脱するためです。そのため、将来的に本市の防災体
制を東縁断層帯地震への備えを目指すものとはしますが、当面は西縁断層帯地震を想定して対
策を進めるものです。
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○「高齢者等避難」、
「避難指示」等の広
報
○関係機関連絡

　初動体制マニュアル
（発生直後72時間の行動）

必要な項目：「いつ、だれが、何を、どこで、どのように」を明記必要な項目：「いつ、だれが、何を、どこで、どのように」を明記

目的：防災計画の実効性を高め、いつでも、だれでも防災対策を可能とする目的：防災計画の実効性を高め、いつでも、だれでも防災対策を可能とする

対策本部対策本部

○対策本部の設置
○職員非常招集
○被害状況把握
○避難所開設・運営
○市民広報
○関係機関情報伝達
○支援物資、ボランティ　
　ア受け入れ体制　　等　

広域避難者対策マニュアル
（他市から避難している状況）

地域地域

　地域災害マニュアル
（発生直後の行動）

○情報連絡
○物資支給
○避難所運営
○要配慮者支援

災害時マニュアル全体概要図

震災、大規模災害時
の応急対策

水害、土砂災害等
の予防対策 震災、大規模災害時

の応急対策

目的：防災計画の実効性を高め、いつでも、だれでも防災対応を可能とする目的：防災計画の実効性を高め、いつでも、だれでも防災対応を可能とする

目的：防災計画の実効性を高め、いつでも、だれでも防災対策を可能とする目的：防災計画の実効性を高め、いつでも、だれでも防災対策を可能とするスタイル：視覚化を重視、わかりやすい文章表現、チェック表付きスタイル：視覚化を重視、わかりやすい文章表現、チェック表付き

予防対策マニュアル
（災害が迫っている状況）

避難者の受け入れ対策

○避難所開設・運営　等
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第11節　 計画等の習熟
市、防災関係機関、事業所、地域、市民等は、災害時にそれぞれの役割を担います。
市は、市民それぞれが、幼児期から高齢者までの期間における必要な防災教育や、防災訓練が

受けられる環境づくりに努めます。
また、それぞれが、役割に応じた訓練や研修等を行うことを通して、この計画の習熟に努める
ものとします。

第12節　 災害記録の保存
市が被災した大規模な災害の記録については、次世代に引き継ぐためにも、広報活動資料及び
災害記録として写真、その他関係資料等を収集し、保存します。

第13節　 減災目標
計画の実効性を高めるため、今後の減災目標を定めます。

目標名 策定時
現状値

（R2年度）
目標値 備考

小中学 校
の耐震化
率

６３．４％
(H22年度)

９８．９％
(R2年度)

１００％
(R2年度)

耐震化率＝耐震性能を有する建物棟数／
市立小中学校の全建物棟数

目標設定の考え方
会津若松市第７次総合計画（計画期間：平成29～38
年度）における学校施設の耐震化率

市有 建築
物の耐震
化率

６９．８%
(H20年度)

８５．９%
(R2年度)

９５％
(R2年度)

防災上重要建築物と特定建築物が対象

目標設定の考え方
平成 25年の｢建築物の耐震改修の促進に関する法
律｣改正に基づく｢会津若松市耐震改修促進計画｣改
定での目標値

水や食 料
の家庭備
蓄率

４１．３%
(H25年度)

７３．５％
(H30年度)

８０％
(R5年度)

備蓄率＝水や食料を備蓄している市民の割合（市民
アンケートによる）

目標設定の考え方 当初の目標である 80％を継続する。

防災情 報
メールの
登録者数

2,500件
(H25年度)

12,740件
(R2年度)

12,500件
(R5年度)

情報メール配信サービスの防災情報メールの登録者
数

目標設定の考え方 １年間に1,000件程度の増加を目標とする。

災害時応
援協定締
結数

３３件
(H25年度)

１０１件
(R2年度)

１２０件
(R5年度)

自治体相互応援や生活物資の確保等応援協定締結数

目標設定の考え方 災害対応の実効性を確保するため、応急対策に必要
な分野について、30件程度の締結を目標とする。

避難行 動
要支 援同
意率

－　　
(H26年度)

５５．６％
(R2年度)

６０％
(R5年度)

同意率＝避難行動要支援者名簿外部提供同意者／避
難行動要支援者対象者

目標設定の考え方
市と関係機関の連携により、家族等の支援が期待で
きない単身世帯の同意確保に努め、当初の目標であ
る 50％から60％に変更する。

地域の防
災訓練実
施回数

０回
(H24年度)

１１７回
(R2年度)

４０回
(R5年度)

地域で開催される防災訓練の実施回数

目標設定の考え方
自主防災組織、地域住民を巻き込んだ市有施設や要
配慮者利用施設による年１回の実施を目標とする。

自主防災
組織 活 動
カバー率

０％
(H24年度)

３．２％
(R2年度)

１０％
(R5年度)

活動カバー率＝自主防災組織の活動範囲に含まれて
いる地域の世帯数/全世帯数

目標設定の考え方

消防署とも連携し、自主防災組織の設立支援を行う。
またガイドラインの公表などにより 40 組織
（7.9%）の設立を目標とする。将来的には全国の活
動カバー率を目標とする。
*H29年 4月現在の全国の活動カバー率：82.7％

－7－
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目標名 策定時
現状値

（R2年度）
目標値 備考

防災士資
格取得者
数

４６名
(H25年度)

１３２名
(R2年度)

１３０名
(H35年度)

防災士の資格を取得する市民・職員の数

目標設定の考え方
市職員については毎年 1名程度の防災士資格取得を
目標とする。

第14節　 地区防災計画
本計画に加えて、災害対策基本法第42条第3項及び第42条の 2に基づき、地区住民が「自助」、

「共助」の精神に基づく自発的な計画（地区防災計画）案を防災会議に提案することができます。
防災会議は、提案があった場合はこれを審議します。
なお、計画に必要な項目は以下のとおりです。

・計画の対象範囲

・活動体制

・地区防災訓練、物資及び資材の備蓄、地区居住者等相互の支援

　また、地区防災計画が定められている地区において、今後、避難行動要支援者の個別避難計画
を作成する場合には、地区防災計画との整合性が図られるよう努めます。また、訓練等を通じ
て、両計画の一体的な運用が図られるよう努めます。

－8－
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 第2章　 本市の概況と災害の記録

第1節　 自然的条件

1　 地勢
本市は、福島県の西部、会津盆地の東南に位置し、東京から約300km、県庁所在地福島市から約
100㎞の地点にあります。
東は猪苗代湖に、西は阿賀川、宮川に接し、南は布引山や大戸岳などの山々を、北は日橋川を

境としています。
盆地の南側は、高い扇状台地で沖積層に覆われています。
本市の市域面積は 382.99㎢であり、地形は東西に短く、南北に長くなっています。
市域のうち山林面積が約55％を占め、市域の北西にある市街地は、中心を湯川が流れ、東から
西へ緩やかな傾斜を成しています。

2　 気象
本市の気候は、日本海側の気候に近い特性を持ち、冬は降雪が続いて積雪が多く、日照は少な
くなります。また、季節風そのものは強くはありません。春は比較的乾燥した晴天の日が多くな
ります。梅雨現象もはっきりしないものの、その末期には大雨が降りやすくなります。盆地なの
で、夏は極めて日中の気温は高いものの、熱帯夜になることはほとんどありません。秋は1年中
で最も晴天に恵まれる一方、早朝には放射霧が発生することが多くなります。
平年値で見ると夏期８月に日最高気温は、30.6℃、冬期１月の日最低気温は、-3.7℃、12月か
ら３月までは最低気温が氷点下となる日が多く、年最深積雪は 59cm、積雪日数は 78.0日に及び
ます。また、年降水量は、1213.3㎜となっています。

第2節　 社会的条件

1　 人口・世帯の移り変わり
（各年 10 月 1 日現在）　　

年次 人　　口 世帯数 年次 人　　口 世帯数

明治32
大正元

9
14

昭和 5
10
15
20

昭和 25
30
35
40

30,488
39,575
45,492
45,402
43,996
46,083
49,824
56,217
60,034
97,885
99,546
102,239

5,379
5,931
6,977
7,801
7,957
8,515
9,313
11,405
12,589
18,943
21,273
24,623

昭和 45
50
55
60

平成 2
7
12
17

平成22
27

　令和 2

104,065
108,650
114,528
118,140
119,080
119,640
118,118
122,261
126,220
124,062
118,340

27,744
31,402
35,931
38,078
39,661
41,995
43,347
45,420
47,891
49,431
50,364

＊平成 16年度に旧北会津村と合併、平成 17年度に旧河東町と合併。以降は、合併後の人口となります。

2　 交通
周囲を山に囲まれ、積雪寒冷の地である本市にとって、交通網の整備促進は、災害時の物流確

保や広域的な避難に重要な役割を果たします。
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本市は、環太平洋地域と環日本海地域の中間点に位置しており、県内外の主要都市と本市を結
ぶ磐越自動車道及び会津縦貫道（会津縦貫北道路、会津縦貫南道路）を「広域連携軸」とし、県
内外の人々との交流や物流の軸と考えていますが、今後も平時における利便性の向上に加え、災
害時に備えた交通ネットワークの整備を進める必要があります。

第3節　 地震の記録

本市における震度が大きかった主な地震について示します。

年　号 西暦 月日 震　災　内　容

分亀　 2 1502  1・28 強い地震があった。死者・家屋の倒壊があり、震源地は新潟。

永正　14 1517  6・28 会津地方と越後地方に強い地震あり多くの家屋が倒壊した。

弘治　元 1555  9・14 強い地震あり、寺社の倒壊もあった。

慶長　16 1611  9・27 強い地震あり会津城をはじめ倒壊した家屋が多く、死者は 3,700余名

万治　 2 1659  4・21 大地震があり 39名死亡し、409戸が倒壊した。

天和　 3 1683 10・20 県下全域に強い地震があり会津の御蔵入りでは山崩れのため川がせきと
められた。

昭和　39 1964  6・16 新潟地震、震度は只見５、会津若松４

昭和　53 1978  6・12 １９７８年宮城県沖地震、震度は福島５、会津若松４

平成　 6 1994 12・18 下郷町を中心に強い地震、震度は会津若松４

平成　19 2007  7・16 平成１９年(２００７年)新潟県中越沖地震、震度は会津若松４

平成　23 2011  3・11 平成２３年(２０１１年)東北地方太平洋沖地震、震度は会津若松５強

令和　3 2021  2・13 令和３年２月（２０２１年）福島県沖地震、震度は会津若松４

第4節　 風水害等の記録
本市（会津地域）における主な風水害等について示します。

年　号 西暦 月日 災　　害　　内　　容

明治　41 1908  8・ 7 市内で強風のため家屋 526戸破損した。

昭和　 2 1927  7・18 市内及び近隣町村で床下浸水 100戸・さらに土砂崩れがあった。

昭和　 5 1930  7・20 大雨により市内で床下浸水千数百戸

昭和　 9 1934  9・21 室戸台風　市内全域に家屋・電柱・作物等に大きな被害を出す。

昭和  20 1945 12・17 大雪により、磐越西線、会津線、只見線で列車ダイヤ大混乱

昭和  22 1947  9・14 カスリーン台風　阿賀川全流域で豪雨が発生。会津一円に甚大な被害

昭和  24 1949  8・31 キティ台風　家屋全壊及び床下浸水その他大きな被害となる。

昭和  27 1952  1・14 大雪により、市内バス全線運休。積雪40㎝
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年　号 西暦 月日 災　　害　　内　　容

昭和  31 1956  7・14 大雨で会津を中心として死者約30名、床上浸水約 1,900戸他

昭和  38 1963 12・ 3 南町の会津高校火災　負傷者 1名、校舎 9棟 22教室消失

昭和  44 1969  5・16 大巣子集落の火災　21棟の家屋焼失し、大災害となった。

昭和  46 1971  3・ 3 季節風よる暴風雨で死者2名その他家屋半壊。最大風速19m/s

昭和  47 1972  7・ 5 市内に落雷 1名死亡し、600戸停電、大雨で床上下浸水 146戸

昭和  52 1977 12・18 東山温泉の丸井荘旅館で火災発生し、死者4名、旅館全焼

昭和  52 1977 12・21 会津全域で大雪となり死者7名、負傷者 12名。金山町積雪287 ㎝

昭和  60 1985  2・22 大雪により、磐越西線、只見線大混乱。市内降雪量 87㎝

昭和  62 1987  7・17 強風、雷、ひょうにより作物の大被害。最大瞬間風速 20m/s

平成 　5 1993  8・26 台風 11号による死者 1名、床上下浸水、道路損壊多発した。

平成  13 2001  1・ 3 大雪により死者2名、交通が混乱。降雪量 65㎝

平成  14 2002 10・ 1 台風21号により床上浸水 63件、床下浸水244件。

平成  18 2006  1・ 4 大雪により、負傷者7名、農業被害。最深積雪82cm

平成  22 2010 12・26 大雪により、国道で多数の車が立ち往生。最深積雪 115cm

平成  25 2013  1・26 大雪により、床下浸水7件、道路いっ水 15箇所。最深積雪89cm

平成  30 2018  7・ 3
大戸町において局地的なダウンバーストにより、屋根の破損や樹木倒壊
などで住家、非住家被害14棟。

平成  30 2018  9・ 4
台風21号により、住家 17棟に屋根の剥離などの被害。最大瞬間風速
27.8m/s、最大風速14.1m/s

令和　元 2019 10・12

台風 19号により、住家被害 4件、県道 59号会津若松三島線銀山橋
（北会津地区）の橋脚の沈下により通行不可、一級河川　藤川
の護岸崩壊、農業被害等。
土砂災害警戒区域、湯川沿いの6,585世帯を対象に避難指示発令
期間降水量 142.5㎜　最大風速13.2m/s、最大瞬間風速 22.5m/S
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 第3章　 災害及び被害の想定

第1節　 地震以外の災害想定

1　 風水害
季節的には、6・7月の梅雨時に前線活動がしばしば活発となり、大雨又は局地的豪雨に見舞
われることがあります。また、8・9月にかけては台風の接近、上陸により暴風雨、豪雨による被
害が予想されます。
被害想定としては、平成5年 8月の台風 11号規模による被害とし、市内全域に多くの被害を
もたらすと予想しています。
また、大川ダム及び東山ダムから阿賀川への最大放水量については、平成 14年 10月の台風21
号の際の実績を想定します。
水害対策としては、現在、阿賀川、湯川、宮川、日橋川流域で水害が発生した場合の最大浸水想
定区域を示したハザードマップを作成し、流域住民に配布しています。
今後は、水害の発生に備え、それぞれの河川の重要水防箇所(※1)、水位計測箇所、監視カメラの

位置情報を含めたハザードマップを作成し、市民に配布するとともに、阿賀川河川事務所で公表
している「洪水氾濫シミﾕレーション」を踏まえて、水害が発生した場合の時間経過における被
害状況想定を行います。
大雨時には、災害の素因を示す情報である浸水想定区域等と気象庁が提供する大雨警報（浸

水害）の危険度及び洪水警報の危険度をリアルタイムに重ね合わせることにより、警戒地域の
早期把握に努めます。

2　 火災
近年、都市化が進み大規模・高層建築物での火災は、その消火及び避難の困難性から一般の建
築物における火災よりも、大きな被害が発生することが予想されます。
さらに、生活様式の多様化、雑居ビルの増加、一般家庭への石油、ガス類等の普及により火災
の様相も複雑化し、大きな被害が予想されます。

3　 土砂災害
本市は、周囲を山林が占めるため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊

危険箇所」等の危険箇所が多数あり、豪雨時や地震に伴う二次災害として、「崖崩れ」や「土石流」、
「地すべり」などが発生した場合、大きな被害が予想されます。
そのため、土砂災害発生を予測することは極めて困難ですが、気象庁が提供する「土砂災害警

戒判定メッシュ情報」や国土交通省で提供する「ＸバンドＭＰレーダネットワーク（XRAIN）」、
「福島県河川流域総合情報情報システム」等を活用し、局所的な雨量をリアルタイムに市の地図
情報の土砂災害危険区域等の図面と重ね合わせることにより、警戒地域の早期把握に努めます。

4　 雪害
本市は、積雪寒冷地であり、特に毎年 12月から 3月までの期間に、豪雪、着雪、なだれ等が発
生することに伴い、人的被害や水路の溢水、農業被害などの様々な被害や住居、交通、食品流通
等に大きな影響が予想されます。
雪害については、昭和 60年や平成22年の豪雪を想定します。
また、これらの豪雪以上の降雪により、市民生活への著しい支障や、孤立集落等の発生等も想
定されます。

(※1)重要水防箇所：堤防の高さは一定の基準に対し不足している箇所、水衝・洗掘箇所、地質条件等により
漏水のおそれのある箇所等、洪水時に監視、巡視、水防活動を特に注意する必要のある箇所。
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5　 竜巻被害
竜巻は、これまで本市において確認されておりませんが、発生の可能性が皆無ではなく、他地
域の事例を見れば大きな被害が予想されます。
このため、気象台から会津地方を対象とした竜巻注意情報が発表された場合、竜巻発生確度ナ
ウキャストで周囲の発生確度を確認するとともに、周囲の空の状況に注意し、積乱雲の近づく兆
し（黒い雲、大粒の雨、冷たい風）がある場合には、頑丈な建物に入るか窓から離れるなど安全
確保するよう住民に呼びかけます。

6　 火山噴火
火山噴火については、対象となる活火山として、磐梯山があります。
本市では、河東地区の一部で積雪期における融雪型火山泥流の影響を受ける恐れがあります。
磐梯山の火山活動が活発化し、噴火又はその恐れのある場合は、地域住民等に危険が及ぶと認め
られる場合において、その災害を軽減を図るため、連絡、広報、避難等の必要な対応が求められ
るほか、近隣市町村からの広域避難も想定されることから、令和元年９月に改訂された「磐梯山
の火山活動が活発化した場合の避難計画」に基づき、火山活動の推移に対応して行われる各機関
の防災対策と連携をとりつつ、災害に対する適切な対策を行っていく必要があります。

7　 その他都市型災害
原子力災害をはじめ、火気類・有毒類の爆発や、高速化に伴う交通事故の大規模化等、時代の
変化及び都市化により複雑かつ大規模な災害が予測されます。

8　 広域災害
東日本大震災のように大規模な災害が他市町村で起きた場合や、原子力災害等に伴い居住地
での生活が困難な場合には、本市への避難者も相当数になることが予想され、これらの受け入れ
体制の構築が必要です。
また、本市を含めた広域的な地域で災害が発生した場合に備え、他地域への避難等を円滑に行
う手法を検討します。
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第2節　 地震被害想定
「東縁断層帯地震」、「西縁断層帯地震」の被害想定については、シミュレーション編に詳細を

記載します。
内陸型地震は、海溝型地震と比較して発生頻度は低いものの、震源が非常に浅いため大規模な
地震が発生した場合には、その震源近傍で非常に強い揺れをもたらす可能性があるという特徴
があります。
なお、本想定は、政府の特別機関である「地震調査研究推進本部」によって作成された全国地
震動予測地図における震源設定に従っています。

1　 地震被害想定

(1)　地震の諸元

【ケース１】　「東縁断層帯」想定地震

①.震源地　　　　　（北端）北緯 37°39′　東経139°57′

（推定活断層上）（南端）北緯 37°13′　東経139°50′

②.断層距離　　　　49キロ

③.規　模　　　　　直下型、マグニチュード 7.7程度

④.30年発生確率　　ほぼ 0％-0.02％

⑤.50年発生確率　　ほぼ 0％-0.03％

⑥.最新発生時期　　約3000年前

【ケース２】　「西縁断層帯」想定地震

①.震源地　　　　　（北端）北緯 37°43′　東経139°52′

（推定活断層上）（南端）北緯 37°25′　東経139°47′

②.断層距離　　　　34キロ

③.規　模　　　　　直下型、マグニチュード 7.4程度

④.30年発生確率　　ほぼ 0％

⑤.50年発生確率　　ほぼ 0％

⑥.最新発生時期　　約400年前

(2)　震度及び地変

【ケース１】

　　最大震度は市内ほぼ全域が「震度 6強」以上で市内中心部や湊地区を含めた広い範囲で

「震度7」

【ケース２】

　　最大震度は市内ほぼ全域が「震度5強」から「震度 6弱」

(3)　最悪被害想定の時季・気象条件等

①.発生の時季・時刻　冬季の午後 6時

②.気象条件　　　　　曇り時々小雪　風速14.0m/s　北風　気温　-5度

＊「最悪被害想定」の考え方

・建物被害については冬季の積雪影響を考慮している。
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・全壊した建物からの出火数は、暖房器具や調理器具が最も多く使用される冬季の夕方

時間帯が飛びぬけて出火数が多い。

【参考】

評価対象地震 発生領域
長期評価で予想した地
震規模
（マグニチュード）

地震発生確率（＊）

30年以内 50年以内

超巨大地震
（東北地方太
平洋沖型）

岩手県沖南部～
茨城県沖

Ｍ9.0程度 ほぼ0％ ほぼ0％

プレート間
巨大地震

宮城県沖 Ｍ7.9程度 20%程度 40%程度

ひとまわり小
さいプレート
間地震

宮城県沖 Ｍ7.0～7.5程度 90%程度 90%程度以上

宮城県沖の陸寄り
（宮城県沖地震）

Ｍ7.4前後 50%程度 90%程度以上

福島県沖 Ｍ7.0～7.5程度 50%程度 70%程度

茨城県沖 Ｍ7.0～7.5程度 80%程度 90%程度

（算定基準日　平成31年(2019年)1月 1日）

＊これらの評価は、算定基準日を元に更新過程を適用。また、宮城県沖のプレート間地震、日本

海溝沿いのひとまわり規模の小さい地震（ただし、宮城県沖の陸寄りの地震（宮城県沖地震）

を除く）の地震については、ポアソン過程を適用している。

地震調査研究推進本部事務局（文部科学省研究開発局地震・防災研究課）ホームページより
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第3節　 被害想定の区分及び手順

震災による被害区分と想定手順を以下のとおり行います。

＊「揺れやすさ」とは、表層地盤増幅率を示したものであり、数値が大きいほど地盤は弱
く、揺れが大きくなります。
地震の際の地盤の揺れの大きさは、震源や地震波の伝播の特性とともに、土地の表層
近くの浅い部分（表層地盤）の性質や厚みとも関係しています。

－16－

１．揺れやすさマップの作成
２．震度分布の作成

４．液状化による建物被害想定
微地形区分及び地盤標高傾斜等による危険度ラン
ク分類

建物情報データ（固定資産台帳のデジタルデータ）

３．建物被害程度マップの作成
　　（揺れによる被害）

地区別防災カルテ用図面の作成
（上記１～３を基に揺れと建物倒壊危険度に関する図面作
成）

（独）防災科学研究所の地震ハザードステーションJ-SHIS

５．火災による建物被害想定 福島県が過去に推計した被害想定手法および結果
（消防力：会津若松地方消防本部の消防年報H23）

７．人的被害想定

昼夜間人口、観光施設等利用者数、建物倒壊等
の被害状況を基に推計された被害率

６．ライフライン被害想定 地域別ライフライン数量、建物倒壊や液状化
等の被害状況を基に推計された被害率（福島
県が過去の推計にて採用被害想定手法等）
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第4節　 被害想定結果
「東縁断層帯」、「西縁断層帯」ともに甚大な被害が発生しますが、特に「東縁断層帯」において
は、市内全域で、家屋が倒壊し、それに伴う火災も各地区で発生し、死者及び負傷者も甚大な数
となることが見込まれます。また、上下水道をはじめとするライフライン被害も甚大で、道路・
橋りょうについても陥没や倒壊が予想されます。

　　なお、被害状況のマップについて次ページ以降に記載します。
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地震発生時・被害総括表
西縁断層震源時 東縁断層震源時

備考
普通 最悪 普通 最悪

木造建物 (2.5%) (3.3%) (47.8%) (51.5%) 全木造建物数

非木造建物 (0.5%) (0.5%) (10.6%) (10.6%) 全非木造建物数

全建物 (2.1%) (2.7%) (40.2%) (43.2%) 全建物数

液状化面積 1.1 (km^2) (0.3%) 1.5 (km^2) (0.4%) 会津若松市面積

液状化面積内の建物棟数 (0.6%) (0.9%)

液状化による全壊棟数 (0.1%) (0.1%)

出火数

延焼面積 (0.01%) (0.01%) (0.10%) (0.11%)

延焼棟数 (0.2%) (0.3%) (3.5%) (3.7%)

死者数
昼間 (0.03%) (0.04%) (0.64%) (0.68%) 市内全昼間人口

夜間 (0.09%) (0.12%) (1.70%) (1.82%) 市内全夜間人口

重傷者数
昼間 (0.08%) (0.10%) (0.99%) (1.01%)

夜間 (0.09%) (0.12%) (0.99%) (1.02%)

軽傷者数
昼間 (0.87%) (1.14%) (8.27%) (8.45%)

夜間 (1.01%) (1.29%) (8.35%) (8.54%)

　避難者数 (9.8%) (47.4%)

観光客

死者数 (0.01%) (0.03%) (1.03%) (1.15%) 想定来訪問者数

重傷者数 (0.03%) (0.06%) (1.08%) (1.10%)

軽傷者数 (0.44%) (0.72%) (9.02%) (9.21%)

電柱・被害本数 (1.48%) (19.10%)

架空線被害箇所 3446 (km)

地下ｹｰﾌﾞﾙ被害延長 0.1 (km) (0.26%) 1.1 (km) (3.10%) 35 (km)

電柱・被害本数 (1.48%) (19.10%)

架空線被害箇所 2317 (km)

地下ｹｰﾌﾞﾙ被害延長 2.1 (km) (0.26%) 25.2 (km) (3.10%) 812 (km)

水道管被害箇所数

868 (km)
水道管被害率

水道供給支障率 89.9% 99.5%

水道供給支障需要家数

下水道管被害箇所数 382 (km)

ガス管被害率
244 (km)

ガス管被害箇所数

建物

被害

(被害率) 1,339 (棟) 1,786 (棟) 25,752 (棟) 27,740 (棟) 53,911 (棟)

(被害率) 67 (棟) 67 (棟) 1,460 (棟) 1,460 (棟) 13,761 (棟)

(被害率) 1,406 (棟) 1,852 (棟) 27,212 (棟) 29,201 (棟) 67,672 (棟)

液状化

被害

(面積率) 380 (k㎡)

(被害率) 401 (棟) 626 (棟)

(被害率) 49 (棟) 77 (棟)

火災

被害

25 (箇所) 31 (箇所) 216 (箇所) 228 (箇所) ※冬　18時

(面積率) 0.04 (㎡) 0.05 (㎡) 0.38 (㎡) 0.40 (㎡) ※経過時間30分

(被害率) 138 (棟) 170 (棟) 2346 (棟) 2477 (棟) ※経過時間30分

人的

被害

(被害率) 42 (人) 54 (人) 850 (人) 905 (人) 133,698 (人)

(被害率) 110 (人) 145 (人) 2,132 (人) 2,288 (人) 125,466 (人)

(被害率) 104 (人) 139 (人) 1,318 (人) 1,350 (人)

(被害率) 116 (人) 150 (人) 1,246 (人) 1,279 (人)

(被害率) 1,165 (人) 1,528 (人) 11,063 (人) 11,291 (人)

(被害率) 1,270 (人) 1,615 (人) 10,483 (人) 10,721 (人)

(避難者割合) 12,300 (人) 59,475 (人)

1 (人) 3 (人) 111 (人) 123 (人) 10,719 (人)

4 (人) 6 (人) 115 (人) 118 (人)

48 (人) 78 (人) 967 (人) 987 (人)

ライフ

ライン

被害

電力
被害

(被害率) 262 (本) 3,372 (本)

市域内
全設備量

17,655 (本)

0.030 (箇所/km) 0.380 (箇所/km)

(被害率)

電信
被害

(被害率) 246 (本) 3,171 (本)

市域内
全設備量

16,600 (本)

0.042 (箇所/km) 0.531 (箇所/km)

(被害率)

上水道
被害

506 (箇所) 3571 (箇所)

上水道管
総延長距離

0.58 (箇所/km) 4.12 (箇所/km)

60,824 (件) 67,359 (件)

下水道
被害 81 (箇所) 84 (箇所)

下水道管
総延長距離

都市ガス
被害

0.46 (箇所/km) 1.08 (箇所/km)
ガス管

総延長距離
112 (箇所) 264 (箇所)

被害想定結果総括表



第 1編　総則　 第3章　災害及び被害の想定

　　建物被害全壊率（西縁断層、普通倒壊率）
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第 1編　総則　 第3章　災害及び被害の想定

　　　建物被害全壊率（西縁断層、最悪倒壊率）
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　　　建物被害全壊率（東縁断層、普通倒壊率）
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　　　建物被害全壊率（東縁断層、最悪倒壊率）
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第 1編　総則　 第3章　災害及び被害の想定

第5節　 本市周辺の活断層位置図

　＊活断層とは、過去に地殻変動を繰り返した断層で、今後も活動する可能性が大きい断層です。

　　　引用：地震調査研究本部（文部科学省研究開発局地震・防災研究課）ホームページより
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第 1編　総則　 第3章　災害及び被害の想定

防災豆知識！（その１）:地震の「予測」と「予知」はどう違うのか

地震予測とは、「発生時間」「発生場所」「大きさ（マグニチュード）」の一
部または全てを地震発生前に推定することであり、地震予知とは、地
震予測の中でも特に確度が高く警報につながるものと、日本地震学
会では考えられています。
なお、政府（地震調査研究推進本部）は、日本各地の地震危険

度について、科学的調査・分析に基づいて長期評価（一種の長期
予測）をする作業をしています。このような情報は、短期的な地震
回避行動（例えば、地震前に避難する、地震直後の火災防止のために
ガスの供給を調整するなど）には役に立ちませんが、長期的な防災計画
を策定する上で、有用な情報となります。
（公益社団法人　日本地震学会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

防災豆知識！（その２）:震度７の状況とは

気象庁震度階級関連解説表によれば以下の状況とされています。
• 人の体感・行動は、立っていることができず、這わないと動くことができない。
• 揺れに翻弄（ほんろう）され、動くこともできず、飛ばされることもある。
• 屋内の状況は、固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともあ
る。

• 屋外の状況は、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物がさらに多くなる。
• 補強されているブロック塀も破損するものがある。
• 木造建物のうち、耐震性が高いものは、壁などのひび割れ・亀裂が多くなり、まれに傾く
ことがある。

• 木造建物のうち、耐震性が低いものは、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
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予測

予知

精度の高い予測

精度の低い予測



第 1編　総則　 第4章　自助・共助・公助それぞれの役割

 第4章　 自助・共助・公助それぞれの役割

基本的な考え方

○大規模災害時の対応は、行政のみでは限界があることから、災害対策本部、防災関係
機関をはじめ、市民や地域コミュニティ、民間事業所等のそれぞれの役割分担を定
め、相互に情報を共有し、また災害時の役割にそって連携して対応します。

目　標

○「自らの命を守る自助」、「地域で支えあう共助」、「市や関係機関の公助」の力をそれ
ぞれ引き上げ、相互の連携体制を構築します。　

○災害時の応急対応体制が十分機能するよう、平時の地域における研修や防災訓練を
全市的に展開します。
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第 1編　総則　 第4章　自助・共助・公助それぞれの役割

第1節　 市、関係機関、市民、地域、事業所の役割分担
市、関係機関、市民、地域、事業所それぞれの役割を以下のとおり定めます。
市　　　：平時からの災害予防対策、災害時に対策本部設置による応急、復旧対策
関係機関：本計画でそれぞれの機関に位置づける予防、応急、復旧対策の役割
市　民　：平時からの災害への備え、災害時の避難、災害記憶の伝承
地　域　：平時からの防災意識の醸成。災害時の住民への情報伝達、支援物資の給付、避難所

運営、要配慮者支援への協力、避難行動要支援者の避難支援
事業所　：施設や従業員の防災対策、事業継続計画の作成、市や地域の防災対策への協力　
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災害時関係機関相関図

県防災本部県防災本部 国の機関
郡山国道事務所

阿賀川河川事務所

国の機関
郡山国道事務所

阿賀川河川事務所

県の機関
若松建設事務所
会津農林事務所

県の機関
若松建設事務所
会津農林事務所

災害協定市災害協定市

周辺市町村周辺市町村

国
総務省

国
総務省

自衛隊自衛隊
第２G

第３G

第１G：常に連絡を取り合う
第２G：状況によって連絡を取り合う
第３G：災害規模が大きい時に協議する

防災協定事業所防災協定事業所
第１G

消防署消防署 警察署警察署

地域
コミュニティ

地域
コミュニティ

市役所市役所

消防団消防団

小中学校小中学校 社会福祉協議会社会福祉協議会



第 1編　総則　 第4章　自助・共助・公助それぞれの役割

第2節　 自助及び共助

1　 市民の役割

1 「自らの命は自ら守る（自助）」という意識を持ちます。
2 防災に関する知識の習得に努め、訓練に参加します。
3 災害の教訓を次世代に伝承します。
4 災害に対する知識の向上を図り、家庭内において十分話し合いを行います。
5 災害時の避難場所、避難所を確認します。
6 少なくとも３日分（できれば１週間）の食料、水、生活必需品の備蓄を行います。
7 住居の耐震化や耐震用品の活用により安全性を確保します。
8 災害時に対策に役立つ情報を災害対策本部へ提供します。
9 「自分たちのまちは自分たちで守る（共助）」という意識を持ちます。
10地域において相互に助け合い、平時からの防災体制の構築に努めます。
11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に努めます。
12火災や地震等の災害に備えて、保険・共済等の加入に努めます。

2　 地域の役割

1 地域内の危険箇所、避難経路の把握や防災活動用資機材の整備、点検に努めます。
2 地域での防災訓練の実施など、防災意識の普及・啓発に努めます。
3 災害時に住民からの情報収集、住民への伝達（二次情報、地域情報）に協力します。
4 災害時に地域の避難行動要支援者の避難誘導・安否確認に協力します。
5 災害時に支援物資の給付に協力します。
6 災害時に避難所運営に協力します。　　
7 地域の自主防災組織を結成し、防災活動に努めます。
8 自主防災組織にあっては、地域内の災害初動期の応急対策に協力します。

3　 民間事業所等の役割

1 施設の安全確保を図り、また防災意識の普及・啓発に努めます。
2 事業継続計画を策定します。
3 災害時に従業員や顧客の安全確保を図り、安否確認を行います。
4 施設の確保や備蓄品の保管等、従業員や顧客等が滞在可能な環境整備に努めます。
5 災害時に施設や人材等を災害対策本部や地域住民に提供するよう努めます。
6 災害時に協力できることについて、市と災害時応援協定を締結する等努めます。
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第 1編　総則　 第4章　自助・共助・公助それぞれの役割

第3節　 市及び防災関係機関等の役割

1　 市の役割

  (1)　会津若松市防災会議（以下「防災会議」という。）の開催

①.市地域防災計画の作成及びその実施を推進
②.市長の要請に応じて防災に関する重要事項を審議
ア.平時の防災に関する諮問的機関
イ.防災会議は、基本的に公開
ウ.会議の構成員は資料編１－４－３－１のとおり

(2)　会津若松市災害対策本部（以下「防災対策本部」という。）の設置
①.災害に関する情報収集・情報提供
②.災害予防対策、災害応急対策の実施方針の作成及び対策の実施
　 ア.災害時の臨時対応機関
　 イ.災害対策本部会議は、個人情報に関わるなどの理由を除き基本的に公開
　 ウ.対策本部員は資料編１－４－３－２のとおり

(3)　会津若松市水防協議会（水害対策）
①.水防計画及びその他水防に関する必要な調査、審議
②.組織体制は、水防計画に示すとおり

(4)　会津若松市水防本部
①.洪水等水害に関する情報収集・情報提供
②.水害予防、水害の応急対策の実施方針作成及び対策の実施
ア.水防法第 10条の 2（国土交通大臣）及び第 11条（県知事）による洪水予防の通知
を受けたときから、洪水による危険が除去される間、水防対策事務を処理する組織

(5)　雪害応急対策本部
①.大雪に関する情報収集・情報提供
②.大雪への応急対策の実施方針作成及び対策の実施

2　 会津若松市消防団の役割

(1)　予防消防活動、消火活動

(2)　水防活動（会津若松市水防団）

(3)　その他災害時協力活動（要配慮者の支援等）

3　 県の役割

県は、市町村を包括する広域的な自治体として次の防災組織を設置

(1)　福島県防災会議

(2)　福島県災害対策本部

(3)　福島県水防本部

4　 防災関係機関（「指定地方行政機関」「指定公共機関」「指定地方公共機関」）
の役割

法令、防災業務計画、県地域防災計画及び市地域防災計画の定めるところにより、災害予防計

画及び応急対策の的確かつ円滑な実施のため、必要な組織体制を構築します。
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第2編　 災害予防計画
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第2編　災害予防計画　 第 1章　災害に強い体制づくり

 第1章　 災害に強い体制づくり

基本的な考え方

〇「自助」「共助」「公助」の連携により災害に強い体制をつくります。
〇市の公共施設は原則として、平時の使い方を基本に災害時に防災施設に位置づけ
　ます。
〇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ちます。
〇大規模災害発生時は、市や関係機関のみならず、民間事業所や他の自治体などと
　連携した災害対応を図ります。

目標

〇地域の共助の要となる自主防災組織の育成、支援対策を進めます。
〇市の公共施設の新たな施設整備にあたっては、防災機能の付加を図ります。
〇災害時に確実な情報伝達を行い、情報弱者にも配慮ができるよう、多様な伝達手
　段を確保し、情報伝達体制の構築を目指します。
〇災害支援ネットワークを構築するため、民間事業所等との災害時応援協定締結を
　積極的に進めます。なお、協定締結後の連携強化に当っては、訓練等を通じて発災
　時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意します。

-
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第1節　 防災組織の整備
市、防災関係機関及び市民、地域、事業所は、災害の予防・応急及び復旧計画を実施する主体
として連携して活動を行います。
関係する防災組織は以下のとおりですが、個々の詳細な事務分担は資料編並びに災害時マ
ニュアルに記載します。

1　 市及び関係防災組織
(1)市役所関係各課（教育委員会等の行政機関含む。）
(2)会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部（以下「消防本部」という。）
(3)会津若松消防署（以下「消防署」という。）
(4)会津若松市消防団（以下「消防団」という。）

2　 指定地方行政機関
(1)福島労働局会津労働基準監督署
(2)東北農政局
(3)関東森林局会津森林管理署
(4)北陸地方整備局阿賀川河川事務所
(5)東北地方整備局郡山国道事務所会津若松出張所
(6)福島地方気象台

3　 県
(1)会津地方振興局
(2)会津保健福祉事務所
(3)会津農林事務所
(4)会津若松建設事務所
(5)会津若松警察署（以下「警察署」という。）

4　 指定公共機関
(1)東日本旅客鉄道（株）会津若松駅
(2)東日本電信電話（株）福島支店
(3)東北電力ネットワーク㈱ 会津若松電力センター
(4)東京電力リニューアブルパワー㈱猪苗代事業所
(5)東日本高速道路㈱東北支社会津若松管理事務所
(6)日本赤十字社福島県支部会津若松市地区
(7)日本放送協会福島放送局
(8)日本郵便（株）会津若松郵便局
(9)エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
(10)(株)ＮＴＴドコモ
(11)ＫＤＤＩ(株)
(12)ソフトバンク(株)
(13)日本通運(株)郡山支店
(14)福山通運(株)会津営業所
(15)佐川急便(株)会津若松営業所
(16)ヤマト運輸(株)福島主管支店
(17)西濃運輸(株)郡山支店

5　 指定地方公共機関
(1)会津乗合自動車（株）
(2)（公社）福島県トラック協会会津支部
(3)（公社）福島県看護協会会津支部
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(4)報道機関
（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、㈱福
島民報社、福島民友新聞㈱）

6　 防災関係団体
(1)区長会・町内会等自治組織、婦人消防隊等自主防災組織
(2)会津若松市民生児童委員協議会
(3)（福）会津若松市社会福祉協議会
(4)（公社）会津若松医師会、会津若松歯科医師会、会津薬剤師会
(5)病院等医療機関
(6)商工会議所等商工業団体
(7)会津よつば農業協同組合等農林関係団体
(8)（一社）福島県建設業協会等建設業関係者
(9)ガス・石油等燃料取扱業者
(10)青年団、婦人会等社会教育関係団体
(11)土地改良区
(12)運輸業者
(13)会津鉄道（株）
(14)報道機関（５に掲げる報道機関以外）エフエム会津など
(15)多数の者が出入りする事業所等（スーパーマーケット、ホテル等）

7　 自衛隊
　陸上自衛隊第６特科連隊

8　 災害時相互応援協定締結自治体、災害時応援協定締結事業所等
　　　　資料編２－１－１－８のとおり。

9　 防災組織の整備方針
(1)消防団の充実

災害時において、消防団は地域活動の核を担うものであり、その「地域密着性」「要員動
員力」「即時対応力」は災害対策に欠かせないものであることから、消防団員の確保や施設、
装備等の充実に努めます。

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。

(2)　市は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、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、必要な
準備を整えておきます。

(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。

(4)　市は、必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじめ
相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整
えます。
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(5)　市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関か
ら応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付
けるよう努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順，
災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体
制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えます。

(6)　市は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資機材の調達並びに広
域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めます。

(7)　市並びに防災関係機関は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の
部隊の展開及び宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等
の確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努めます。
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(8)自主防災組織の育成・強化
町内会、事業所、婦人消防隊等を単位として、地域住民等による自主的な防災活動を行い、
市や防災関係機関と連携して災害対策に協力するものとし、市は自主防災組織の設立促進
や防災活動の支援に努めます。
また、大規模災害時の地域運営組織として、地区の代表や各種団体で構成される組織の
結成を地域と協議しながら進め、情報伝達や支援物資の給付、避難所運営の役割の一端を
担うことができるよう支援を進めます。

　【自主防災組織の活動内容】

平時の活動 災害時の活動

○　地区防災計画の作成
○　防災に関する知識の普及
○　防災訓練の実施
○　町内の安全点検の実施
○　防災用資機材の整備・点検
○　避難場所・避難所・避難体制の確認
○　その他災害の予防

●　災害情報の収集・伝達
●　出火防止及び初期消火
●　負傷者の救出・救護
●　避難行動要支援者等の避難誘導・安否
　　確認
●　避難所運営
●　給水・給食・救助物資の配布協力

　【婦人消防隊の活動内容】

平時の活動 災害時の活動

○　火災予防思想の普及
○　その他消防団との相互協力

●　災害時炊き出し等の実施
●　負傷者の救出・救護

(9)事業所内の自主防災組織の育成・強化
各事業所は、可能な限り事業所内で自主防災組織の育成・強化を図り、防災意識の高揚
や災害時に備えた予防防災活動、災害時の応急対策活動を行います。

　【事業所自主防災組織の活動内容】

平時の活動 災害時の活動

○　防災訓練の計画・実施
○　従業員の防災教育
○　情報の伝達収集体制の確立
○　災害備蓄等の災害予防対策

●　事業所内の帰宅困難者への支援
●　顧客や従業員の避難誘導
●　応急救護対策
●　負傷者の救出・救護
●　地域の防災活動への協力

(10)ＮＰＯ・ボランティア等との連携
市は、防災士やＮＰＯ・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
等の把握に努め、その活用を支援し、また育成に努めます。
あわせて、災害時の支援が期待される、ＮＰＯ・ボランティア等の活動を受け入れる体制

づくりを進めます。
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第2節　 防災拠点施設の指定
市の公共施設は、基本的にそれぞれの施設機能や利用目的を踏まえながら、その利用者に配慮
した上で、市内各地が被災した場合における救援活動の拠点として、あるいは、被災地域が限定
された場合における現地救援活動の拠点として位置づけます。
なお、災害の状況により、以下の指定施設以外にも対策本部長の判断により、指定することが
あります。

1　 防災拠点施設の種類と機能

区分 施設機能（対象施設）

防災拠点施設 災害対策本部（本庁舎）
代替施設（生涯学習総合センター（會津稽古堂）、北会津支所、河東支所）

地域防災拠点施
設

現地対策本部（支所、地区公民館、地区コミュニティセンター等）
災害時の地域拠点（支所、地区公民館、地区コミュニティセンター等）

情報交流施設 災害時における情報提供、市民交流スペース（各公民館、地区コミュニティ
センター、會津風雅堂、生涯学習総合センター（會津稽古堂））

食料供給施設 災害時に避難所へ食料を供給する機能（学校給食センター等）

物流拠点施設 支援物資等を集積、一時保管する施設（鶴ヶ城体育館、会津総合運動公園、
下水浄化工場及び市が協定を締結しているアピオスペース、会津大学）

避難場所 市民等が一時的に避難する施設（各小中学校、高校、公園等）

避難所 原則として市民が一時的に避難生活をする施設（各小中学校、体育館等）

福祉避難所 要配慮者等が避難生活をする施設
（保健センター、デイサービスセンター及び市が協定を締結している社会
福祉施設等）
＊福祉避難所は災害救助法で定めるもののほか、高齢者や障がい者、妊婦
等、避難生活に配慮が必要な者のための避難施設

二次避難所 避難が長期化する場合に避難生活をする施設（市が協定を締結している東
山温泉・芦ノ牧温泉旅館等）

長期避難者施設 市外避難者等が長期的に避難生活をする施設（あいづ総合体育館、河東体
育館、ふれあい体育館等）

災害ボランティ
アセンター

ボランティア活動の拠点となる施設で社会福祉協議会と協議した上で設置
を決定（会津大学、文化福祉センター等）

自衛隊等野営場
所

自衛隊が野営を行う場所（市が協定を締結している会津大学グラウンド）

2　 防災拠点施設機能の位置づけ
(1)　災害対策本部代替施設の指定

　防災拠点施設の代替施設として、生涯学習総合センター（會津稽古堂）、北会津支所、河
東支所を指定します。
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(2)　防災拠点施設整備の考え方
　防災拠点施設の整備については、施設本来のあり方に配慮した上で、既存の公共施設に防
災機能を追加・整備し、また、新たな施設整備にあたっては、防災機能の付加を図ります。
　その内容としては、耐震化工事、情報通信機器整備、備蓄場所や非常用電源の確保、省電力
等を優先して実施し、非常用電源の確保にあたっては、太陽光発電やＥＶ車（電気自動車）
の導入、また省電力対策として照明のＬＥＤ化推進など可能な範囲での多様性と環境配慮
に努めます。
　また、整備にあたっては、施設規模や建設年度、地域性等を総合的に配慮し、整備が可能な
施設から順次行うものとし、ユニバーサルデザインの考え方により、災害時の多様な市民の
利用に配慮します。
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第3節　 情報通信体制の整備
○　全体イメージ図

1　 災害時通信手段の確保
災害時に多様な情報伝達手段が確保されるよう、複数メディアによる情報連絡体制や情報伝

達ルートの多重化など、多様な通信手段を確保し、あわせてＩＣＴ(※)の積極的な活用を図ります。
その一方で、ＩＣＴの利用が難しい市民に配慮した通信手段を確保します。
なお、日頃から情報伝達訓練等をとおして、有効に活用できる体制を構築します。

(1)災害対策本部（関係機関）の情報収集体制の整備
国や県からの情報収集を含め、災害直後の迅速な情報収集体制の構築を図るとともに、
関係機関間の情報連絡体制の確立を図ります。
①.Ｊアラートの活用

　国からのいち早い災害情報をＪアラート（全国瞬時警報システム）で取得し、防災
メールやＦＭ放送に自動転送するなど、市民等への速やかな情報提供に努めます。

②.県総合情報通信ネットワークシステムの活用
　詳細な災害情報の取得及び災害被害報告等の相互連絡について、県総合情報通信ネッ
トワークシステムを活用します。

③.防災関係機関との情報共有体制の構築
　災害対策本部と防災関係機関との情報共有体制を構築するため、平時から確実で迅速
な情報伝達手段を多様に整備することを目指します。
　特に、災害時における人的支援の柱となる消防団員との連絡や、孤立集落との連絡手
段として消防無線は有効なことから、消防本部と一体的なシステムを構築することを目
指します。
　また、非常時の通信確保ができるよう、災害時優先電話の有効活用を図ります。

④.市民や職員からの情報収集
　災害時における情報収集は、その後の対策にとって大変重要であることから、地域の
市民や職員からの情報を一元的に集約し、有効活用を図ります。

(※)Information and Communication Technology：情報通信技術。
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(2)市民等への情報提供体制の整備
　市民等への災害情報提供にあたっては、ＩＣＴの積極的な活用を図り、あわせて、市民から
の多様な大量の災害情報を収集・選別できる体制の構築を目指します。
　また、公共情報コモンズなど、情報発信の一元化システムについても、導入を検討します。
①.ＳＮＳ(※1)とＧＩＳ(※2）の活用
ア.市ＳＮＳ（あいべあ）の防災メール登録者に対する災害情報の送信
イ.市ＳＮＳ（あいべあ）の登録者全員に対する災害時の情報一斉配信
ウ.ＳＮＳ（あいべあ、ツイッター、フェイスブック等）を活用した市民等からの情報収
集

エ.ＧＩＳを活用しての災害情報の提供
②.ＧＩＳの活用によるホームページ活用
ア.ＧＩＳを活用して、平時に地図上に防災拠点施設情報や災害危険箇所情報を提供
イ.ＧＩＳを活用して、災害時に最新の被害情報、二次的な情報（避難所開設、支援物資
配給等）を公表

③.携帯端末（携帯電話、スマートフォン等）を活用した情報伝達
ア.防災メール登録者に対する防災情報の提供
イ.緊急速報メール（エリアメール等）の配信

④.消防無線を活用した地域への情報伝達
ア.災害時に市から消防団への災害情報や防災対策情報を連絡する体制の構築
イ.ポンプ車等を活用した地域への広報
ウ.孤立化する恐れのある地域への消防無線の配備

⑤.コミュニティ放送（エフエム会津）の活用
ア.Ｊアラート情報の自動転送システムによる割り込み放送の実施
イ.災害時に市が臨時災害放送局を設置する場合における運営協力

⑥.特設公衆電話の有効活用
災害時における避難所の通信確保手段である特設公衆電話の有効活用

⑦.デジタルサイネージの活用
情報交流施設等のデジタルサイネージの活用

⑧.町内会放送設備の活用
町内会放送設備利用による地域住民への迅速な情報提供

⑨.市広報車・放送設備活用による情報提供
市広報車や本庁及び支所放送設備を活用した情報提供

⑩.Ｌアラート（災害情報共有システム）
Ｌアラート（災害情報共有システム）による被害情報や避難指示等の発令、避難所開設
などの災害情報等を、テレビなど多様な媒体を通した情報伝達

　なお、ＩＣＴに不慣れな情報弱者への災害時における大量の情報収集・伝達手段とし
て「市防災行政無線」をはじめ、望ましい情報伝達を研究しその導入を継続して検討しま
す。

　　　⑪.災害時電話発信サービスの活用
　　　　　浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に居住する高齢者や障がい者等の要支援者への災
　　　　害時における避難情報の伝達手法として電話発信サービスを活用します。
　　　

(3)各種通信施設の利用
①.非常無線通信の利用

　県、市及び防災関係機関等は、加入電話が使用不能になったときは、東北地方非常通信
ルートに基づく東北地方整備局・警察本部・東北電力ネットワーク(株)福島支社・(一
社)日本アマチュア無線連盟福島県支部及びアマチュア無線赤十字奉仕団等の協力を得
て、その無線通信施設の利用を図ります。

②.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
　県、市は、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、必要に応じて東北総合通信局に貸与を要請し
ます。

(※1)Social Networking Service：ソーシャルネットワーキングサービス。社会的ネットワークをインター
ネット上で構築するサービス。市は平成24年度に整備した。名称は「あいべあ」

(※2）Geographic Information System：地理情報システム。位置や空間に関する様々な情報を、コンピュー
タを用いて重ね合わせ、情報を視覚的に表示させるシステム。
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2　 情報流出防止対策
災害発生時における、情報の流出・喪失を阻止するため、データの退避対策として、サーバの
クラウド化を進めます。
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第4節　 災害時支援ネットワークの構築

大規模災害発生時は、市や関係機関だけで災害対策を実施することは困難であり、民間事業所や
他の自治体などと連携した災害対策ネットワークを構築する必要があるため、平時から災害時応援協
定の締結等の取組みを推進します。

1　 他自治体との相互応援協定締結
　友好都市をはじめとして、姉妹都市、親善交流都市など、同時に被災する可能性が少ない県外
の自治体は、職員の派遣や物資支援、避難者の受け入れ先などの点で有効であることから、相互
応援協定締結を推進します。
　また、災害応急対策（広域避難対策、行政機能の低下対策等）を実施するため、あらかじめ隣
接市町村、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します。これらの相
互応援締結後の連携強化に当っては、訓練等を通じて発災時の連絡先、要請手続等の確認を行う
など、実効性の確保に留意します。
　なお、大規模火災等の際は、消防本部で既に締結している応援協定により、消防活動の支援
を求めます。

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。

3　 災害時応援協定の公表
災害時応援協定の締結先と内容について公表し、市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努めます。

4　 連絡体制の整備、情報伝達訓練の実施
災害発生時に協定締結先との連絡調整を確実に行えるよう、毎年協定締結先の担当部署への

連絡手段や人的体制についての確認を行います。
また、市総合防災訓練等において、複数の通信手段による情報伝達訓練等や災害時の協定の役

割に応じた防災訓練を実施します。
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 第2章　 災害に強いまちづくり

基本的な考え方

〇自然災害を完全に防ぐことはできないことから、災害被害を減らす事前の防災対
　策に重点をおいたまちづくりを進め、また、地震に伴う二次災害を想定した対策
　を進めます。
〇災害被害があっても早期に回復できる「住み続けられるまち」にするため、都市構
　造の防災性を高める対策を進めます。
〇市民、事業所等の協力も含めて、地震等の災害に強いまちづくり・施設整備を進
　めます。

目標

〇公共施設の耐震化を推進するとともに、民間事業所や一般住宅の耐震化の支援を
　進めます。
〇個々のライフラインごとに災害時に早期に復旧できる体制づくりを進めます。
〇消防施設や消防水利の整備など、消防・救急活動が速やかに行われるよう環境
　整備を進めます。

-
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第1節　 オープンスペース（延焼遮断帯等）の整備・拡充
本市の中心市街地等は、木造家屋の密集や生活道路が狭いなど、数多くの防災上の課題を抱え
ており、広域火災が発生するおそれがあります。それを未然に防止するため、道路、鉄道、河川を
延焼遮断帯とするなどの機能を強化する整備を行います。

1　 延焼遮断帯としての整備（耐震耐火建築物の建設）
密集市街地での延焼防止、不燃化を促進します。

(1)幹線道路の広幅員化
　火災の延焼防止のため、また災害時の物資輸送機能や避難経路を確保するため、幹線道路
については、広幅員化を図ります。

(2)道路沿道における植栽帯の確保
　道路沿道における植栽は、火災の延焼防止に資することから、その整備を図ります。

(3)市街地の道路沿道への不燃化構造建築物の立地誘導
　市街地の道路は、災害時の物資輸送や避難経路としての機能確保が必要であるため、不燃
化構造の建築物の立地誘導を進めます。

2　 避難場所としての整備
公園等については、災害時の避難場所としても活用されるため、その整備に努めます。

3　 救援活動及び物資集積所としての整備
また、公園等については、一時的に救援活動や物資集積所としての利用が考えられることからも、そ

の整備に努めます。

第2節　 災害に強い市街地の整備
都市施設や公共施設は、順次耐震対策を実施し、安全性を高めていきます。
また、市街地の整備や公共事業の実施にあたっては、災害に強いまちづくりに配慮します。

1　 道路・公園等公共施設の整備方針
主要幹線道路、市内幹線道路及び生活道路の役割分担を明確にした道路網の整備を進め、広域

的な緊急輸送路としての地域高規格道路の整備を促進します。
また、公園等公共施設の適正な配置と利活用の向上、避難場所としての機能充実に向け整備を進

めます。

2　 防災施設間の交通ネットワーク化の推進
公園、緑地等の避難場所と、学校等避難所、市役所、公民館、コミュニティセンター等の地域防災

拠点施設を結ぶ道路交通網などのネットワーク化を図ります。

3　 公共施設周辺道路の整備
公共施設周辺の主要な１～３級市道の整備を促進します。

4　 道路等の更新
道路整備や橋りょうの架け替えにあたっては、長寿命化を図るとともに、ユニバーサルデザインに努

めていきます。

　５　空家等の状況確認
　　　平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めていきます。　　
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第3節　 建築物の耐震不燃化の促進
建築物の耐震不燃化を促進し、「燃えにくく・地震に強いまちづくり」に努めます。
特に、多くの児童・生徒が１日の大半を過ごす学校建築物の点検及び不特定多数者が集まる
施設について取組みを強化します。

1　 防火地域等の指定
市街地における火災の危険性を防除するため、法令の定めにより必要に応じて「防火地域」や「準

防火地域」を指定します。

2　 民間建築物の耐震化
会津若松市耐震改修促進計画を踏まえて、民間の建築物の耐震化や減災化に、より一層取り組み

ます。　

3　 市及び公共施設の耐震不燃化
今後、災害対策本部設置場所となる新本庁舎や避難所となる学校等の整備にあたっては、耐震耐
火構造とし、その機能の充実を図ります。

4　 防災関係機関施設の耐震不燃化
消防施設等、防災関係機関施設は、災害時応急対策の拠点となることから、その整備にあたっては 、
耐震耐火構造とし、その機能の充実を図ります。

第4節　 各ライフライン施設の耐震性・耐火性の強化
電気、ガス、水道等の各ライフライン施設については、それぞれの機関が事業計画により耐震性・耐
火性の強化を図り、災害に強い施設の整備を進めるものとします。

特に、液状化への対策に配慮し、安全性を高めていきます。
また、施設の老朽化による災害を防止するため、長寿命化計画等の策定や見直しを行い、必要な修
繕や更新を行っていきます。

1　 上水道施設の耐震化
水道施設の安全性確保のため、常時監視体制の強化を図ります。また、老朽化した施設や管路の
耐震性の強化を図ります。

2　 下水道施設の耐震化
下水処理場等の主要構造物においては、建築基準法に適合する耐震性能と水準を確保します。新

設管渠施設においては、耐震性能を確保し、既存管渠施設で耐震未対応の施設においては、適切な
維持管理に努め、施設の改築や更新にあわせて耐震化を図ります。

3　 電力施設の耐震化
電力事業者において、各施設の耐震性強化及び地震による被害軽減のため、定期巡視や臨時点
検などの諸施策を実施することにより、被災を最小限にとどめるよう、各施設ごとに予防措置を講じます。

4　 都市ガス施設の耐震化
都市ガス事業者において、施設の耐震性強化及び地震による被害の軽減のため、諸施策を実施す

るとともに総合防災システムを確立することにより、ガスの流出防止と近隣住民への被災防止に努めま
す。
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5　 通信施設の耐震化
通信サービス事業者において、災害時においても通信の確保ができるよう、平時から設備の防災構
造化を実施します。

6　 鉄道施設の耐震化
鉄道事業者において、鉄道施設の耐震性を強化し、被害を最小限にとどめるよう、各施設ごとに予

防措置を講じます。

第5節　 危険物施設の保安対策
火薬類、高圧ガス、その他の発火性又は引火性物質、あるいは毒物、劇物等の危険物品はその貯
蔵又は取扱上の不備が直ちに災害の原因となり得るとともに、他の原因に基づく災害発生時において
は、これを拡大させる恐れがあることから、関係者は日頃からその保安確保に努めるものとします。

第6節　 消防施設の整備強化
消防力の強化を図ることを主眼に、「消防力の整備指針」並びに「消防水利の基準」（ともに消
防庁告示）に基づき、消火栓、防火水槽等の整備を進めます。
また、消防施設が災害時に有効に利用できるよう、日頃の点検充実を図ります。
具体的な整備については、市消防施設整備計画に基づき実施します。
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 第3章　 地震の二次災害対策

基本的な考え方

〇地震単独の被害より、複合災害となることで被害が大きくなることへの認識を持
　ち、二次災害による被害を最小にするための取組みを進めます。
〇市や防災関係機関は、地震発生後、速やかにパトロール等を実施するなど、道路等
　の安全確保を図る体制を構築します。

目標

〇地震に伴う火災の発生を抑えるため、適宜建築指導を行うとともに、危険物施設
　の安全化や出火防止知識の普及を図ります。
〇日頃から土砂災害危険箇所やブロック塀・落下物等の対策が必要な箇所を把握し、
　必要な指導や地域住民への周知に努めます。

-
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第1節　 地震火災の防止
建築物の耐震性を高めることや火災防止機器を設置することで、地震時の火災は大幅に改善
できることから、市民への周知を進め、その整備を促進します。

1　 出火の防止
市は、消防機関及び防災関係機関と連携し、地震火災予防体制の充実強化の取組みや、防災上

危険な木造住宅密集市街地の解消等、延焼被害軽減対策に計画的に取り組みます。
また、住宅用火災警報器の設置促進に努めます。

(1)建築物の火災防止

　一般建築物の火災防止のため、消防法第７条に基づき建築時に防火指導を行います。

　感震ブレーカーや自動ガス遮断装置設置推進等、建築物の火災防止対策を進めます。

(2)危険物施設の安全化

　危険物施設における構造設備の耐震化及び安全性の向上を図ります。

　また、貯蔵、取扱いの保安管理を指導し、危険物施設の安全化を推進します。

(3)出火防止知識の普及

　各家庭及び事業所への出火防止のための知識の普及に努め、火災予防思想の高揚を図り

ます。また、ライフラインの復旧時に出火する場合もあるので、電気のブレーカーの遮断及

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ります。

(4)住宅防火診断等の実施

　消防署は、住宅防火診断等を通じ、家庭における火気使用設備・器具の適切な使用方法を

指導します。

　特に、住宅火災による被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、身体障がい

者の家庭については優先的に実施します。

第2節　 がけくずれ等の災害対策

1　 がけくずれ災害対策
がけ等の危険傾斜地については、災害の発生を未然に防止するため、危険のないよう整備し、
また平時からパトロール等を行います。
また、河川沿いの平坦部においても一定の規制を設け、十分な指導を行います。

2　 宅地造成地災害対策
丘陵地や急傾斜地における宅地の造成については、必要に応じて、宅地造成等規制法により規
制区域を設けるとともに、がけくずれ又は土砂の流出による災害を防止するための十分な行政
指導を行います。

3　 警戒避難体制の確立
危険が予想される場合の防災パトロールの実施、避難情報の伝達・周知方法の検討、避難体制
の確立を図ります。

第3節　 ブロック塀等対策
市は、ブロック塀等の倒壊による人的被害を防止し、避難、消防、救助活動の妨げとならない
よう、確認に努め、必要に応じて改善指導します。
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1　 市民への周知
市民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について知識の普及を図ります。
また、ブロック塀を設置している住民に対して、日ごろから点検に努めるよう啓発するととも
に、危険なブロック塀に対しては改修や生垣等による改善を奨励します。

2　 事前指導の強化
建築確認時に設置基準等を周知するとともに、市民に対しては、地震時のブロック塀等からの

危険回避等についての啓発に努めます。

3　 実態調査に基づく改善指導
市街地のほか、小学校及び中学校の通学路に面するブロック塀等及び避難場所・避難所に指
定される施設の周辺地区についても、危険なものについては、必要に応じて改善指導を行います。

第4節　 落下物等対策

1　 落下物の範囲
地震時に落下又は倒壊し、直接人的被害を及ぼしたり、避難の際の障害物となる危険のある物
には、以下のような物があります。
(1)屋内落下物

(2)ビル関連落下物

(3)道路上の落下・転倒物

2　 屋内の落下物防止対策
市民や事業所等に落下物防止や家具転倒防止対策の周知を図ります。

3　 建築物の落下防止対策

(1)公共施設・公共的施設等の対策
飛散防止等の安全ガラス化、弾力性のある建築材の使用、飛散防止用フィルムの装着、照

明器具や屋外広告物の落下防止等の対策を推進します。その他、落下・転倒防止のための
必要な事前指導の徹底を図ります。

(2)一般建築物の対策
建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、瓦、看板等の落下物防止対策の啓発を行う
とともに、落下のおそれのある建築物について、所有者又は管理者に対して改善を指導し
ます。

4　 道路上の落下・転倒物等の防止対策
広告塔、看板等の屋外広告物の中には、地震の際に落下し、被害を及ぼすものもあります。
特に、自動販売機や陳列商品等については、避難場所に指定される施設の周辺地区や国道、

道路に面するものを中心に関係機関と連携を図り、指導を強化します。
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第5節　 その他の災害対策

1　 ため池施設災害対策

　ため池が決壊した場合、下流に甚大な被害を与えるおそれのあるため池を「防災重点ため池」と
して位置付け、堤体補修等のハード対策を実施するとともに、緊急連絡体制等の整備やハザード
マップ作成などのソフト対策も実施し、市民への周知による被害の軽減を図ります。

2　 液状化災害対策
　市は、液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表し、市民や建築物の施
工主等に周知を図ります。
　電気、ガス、水道等の各ライフライン施設については、それぞれの機関が液状化への対策に配
慮し、安全性を高めていきます。
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 第4章　 地震以外の災害対策

地震以外の災害である風水害、火災及びがけくずれ等による被害防止又は被害の軽減
のための予防対策をそれぞれの災害ごとに示します。

基本的な考え方

〇風水害については、被害防止のため、事前の情報収集、早めの避難情報の周知に努
　めます。
〇土砂災害は、事前の取組みが大切であることから、危険地域を早期に把握し、住民
　へ知らせることで、災害を少なくします。
〇他地域で大規模災害が発生し、本市への避難が求められる場合に備え、受け入れ
　体制を構築します。

目標

〇河川の氾濫を想定した浸水域や重要水防箇所、水位観測所等の情報や土砂災害危
　険箇所並びに警戒区域を示したハザードマップを作成し、市民に配布します。
〇災害時に、速やかに避難の必要性の可否を判断できる体制の構築を図ります。
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第1節　 風水害対策

1　 治山・治水対策

(1)治山対策
山地の荒廃、地すべり等を予防し、森林の機能をより高めるため、関係機関の協力により、
森林の保全、山地災害の復旧を推進するほか、予防治山を通じて、森林荒廃の防止に努めま
す。

(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。
①.河水統制又は河川改良に関する治水事業

　排水路を改修し、改修工事を積極的に施行します。
②.危険箇所の警戒体制の充実

　防災関係機関との連絡を密にし、危険箇所に関する情報の共有化を図るとともに、パ
トロール等を通して随時状況を把握し、市民に予防情報の広報を行います。

③.その他の補修
ア.老朽溜池の維持補修
イ.橋りょうの維持補修　等

2　 台風対策
(1)風対策

風害は、飛来物による被害、建物・施設の損壊、樹林の倒壊、フェーン現象による火災延
焼などの危険性が高まることから、住民に対し、風害予防の広報を実施するなど、警戒の注
意喚起をします。

(2)水防対策
風雨が強まり、被害が一層大きくなることが予想される時は、会津若松市水防計画（以
下「水防計画」という。）に沿って水防に関する所要の予防措置を講じます。

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
市は、水防法第 14条及び第 15条により、浸水想定区域が指定・公表された場合、洪水ハ
ザードマップを作成し、洪水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ります。
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。

(2)市民への予警報等の情報提供
市は、防災情報メールや FM放送等を活用し、大雨・洪水警報等の発表を周知します。ま
た、ホームページ等に「雨量に関する情報」や「河川水位に関する情報」等、関係機関の情報
サイトを集約して公表し、市民が情報を得ることができるよう努めます。
また、河川洪水時浸水想定区域内の災害時要配慮者が利用する施設で、洪水のおそれが
あるときに、円滑かつ迅速な避難を確保する必要が認められる施設については、防災情報
メールなど第２編第１章第３節に記載した方法による洪水予報等の伝達体制を整えます。
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なお、該当する要配慮者利用施設については、資料編に記載します。

(3)水害シミュレーションの作成
本市を流れる阿賀川、湯川、日橋川、宮川等の河川の重要水防箇所を把握し、堤防が決壊
した場合等の浸水被害シミュレーションの作成を進めます。

(4)水害データの集積
大雨時の水害被害情報等をＧＩＳを活用してとりまとめ、蓄積することで水害被害等の
傾向等をまとめ、水防対策に役立てます。

(5)早期の避難指示等の提供
高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保等の判断基準（水害）に基づき、大雨時における

避難指示等の発令により、住民に対して自主的な避難や水害への備えを促します。

(6)緊急時連絡体制の構築や必要な機材・装備の充実
あらかじめ関係機関での緊急時連絡体制を構築するとともに、サイレン等の確認や河川
が決壊した場合に備えて、ポンプ車による排水装備、さらには土嚢など対応に必要な資
材・機材・装備の充実に努めます。

(7)雨水幹線や側溝の整備
水害対策として下水道の雨水幹線を整備し、また、道路側溝等の改修など、市街地の水害
対策を進めます。

(8)危険箇所のパトロール
河川を管理する関係機関は、地域住民と協力し、危険が見込まれる箇所等を定期的にパ
トロールし、必要な情報を市民や関係機関に連絡します。

(9)関係課、関係機関での情報の共有
水害の恐れがある水位や降雨状況にある場合は、市関係課や関係機関において情報を共

有するとともに、連携した対応体制の構築に努めます。

4　 ため池施設災害対策
ため池が決壊した場合、下流に甚大な被害を与えるおそれのあるため池を「防災重点た
め池」として位置付け堤体補修等のハード対策を実施するとともに緊急連絡体制等の整備
やハザードマップ作成などのソフト対策も実施し、市民への周知による被害の軽減を図り
ます。

第2節　 火災予防対策
市は、消防機関及び防災関係機関と連携し、火災予防体制の充実強化に向けて、次の対策を行
います。また、火災発生状況を踏まえて、消防関係機関と市民、事業所がそれぞれの役割に応じ
て防火対策を講じることにより、火災発生件数の抑止を通じて、全体としての出火防止を目指し
ます。
なお、会津若松地方広域市町村圏整備組合の権限に属する事務については、当該組合の管理者

へ要請することにより、市の対策と一体的な取組みを行うものとします。

1　 消防力の強化

(1)常備消防の強化
消防本部では、消火活動に必要な施設や装備の充実に努めます。特に、都市化に伴う建物
の高層化など、建物の多様化、大規模化に対応できる消防体制の充実強化及び最新式高性
能消防機種の導入に努めます。

(2)消防通信体制の整備
ＩＣＴを活用した総合通信指令システム導入等により、多様化する消防業

務に的確かつ迅速に対応できるシステム整備を進めます。
　また、消防本部と消防団の連携が円滑に行えるよう、一体的な通信設備の整備を進めま
す。

(3)消防団の強化
災害時に備え消防団の強化を図るため、消防団組織や消防ポンプ等の施設設備の整備を

進めるとともに、団員の安全な活動に必要な装備の充実を図ります。

－50－



第2編　災害予防計画　 第4章　地震以外の災害対策

　また、消防団の活動しやすい環境づくりのために、地域や事業所の協力体制の構築に努
め、消防団員加入促進や消防団表示協力事業所の登録数の増加を図ります。

(4)自主防災組織の整備
初期消火体制確立のため、町内会や自主防災組織、婦人消防隊、事業所における自衛消防

隊を中心として、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
普及を図ります。

(5)消防水利の整備
市消防水利整備計画に基づき、計画的に耐震性のある防火水槽及び消火栓等を整備し、

消防水利の充実を図ります。あわせて、自然水利等の良好な維持管理に努めます。

2　 火災予防体制の整備
(1)建築物の火災防止
①.一般建築物の火災防止

一般建築物のうち、消防法第7条（建築許可等についての消防長又は消防署長の同
意）に規定した建築物の書類審査に際して、防火上の指導を行います。
あわせて適切に管理されていない空き家について、放火等の犯罪が危惧されること

から、対象となる建物情報の把握に努めます。
②.予防査察等

予防査察の実施にあたっては、普段からの火災予防体制の徹底について、指導します。
(2)危険物施設の安全化

危険物施設における構造設備の耐震化及び安全性の向上を図ります。また、貯蔵、取扱い
の保安管理を指導し、危険物施設の安全化を推進します。

(3)出火防止知識の普及
各家庭及び事業所における出火防止の徹底を図るため、防災パンフレット等により防火
意識の啓発を行います。また、住宅用火災警報器や家庭用消火器の設置促進を図ります。さ
らに、各種火災予防運動や防災訓練、出前講座等を通して出火防止に関する知識の普及を
図ります。

(4)防火管理者制度の指導徹底
学校、病院、工場、旅館、興行場、文化財等、特殊建造物における防火管理者制度及び業務
の徹底について、指導強化を図ります。

(5)火災警報等の発令
知事から消防法に定める火災に関する気象通報を受けた場合又は気象の状況が火災予
防上危険であると認める場合は、消防署及び消防団を通じた火災に関する警報の発令に努
めます。

3　 林野火災予防対策
森林は、公益的機能である水源涵養機能、土砂流出による洪水被害や土砂災害の防止などに役立

つことから、森林保全のため出火防止を目指します。
(1)市の広報活動と国・県の広報活動への協力による防火思想の啓発
①.広報車（パレード）による巡回宣伝
②.市広報紙、チラシ、ポスター、ステッカー等による啓発
③.林野火災訓練の実施

(2)地区単位の防火組織への助成
①.消火予防機材、初期消火機材の整備
②.入山者に対する啓蒙普及と標識等の設置

(3)市火入れに関する条例の遵守徹底

第3節　 土砂災害対策
土砂災害は、甚大な被害を発生させるにもかかわらず、その発生を予測することが困難な災害
です。そのため、被害を最小限とするためには、災害発生予防の事前の取組みが大変重要であり、
市や関係機関による住民への「知らせる努力」と住民側の「知る努力」によって、土砂災害被害の
軽減を図ります。
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また、避難方法については、土石流危険渓流に直角の方向に避難する等、安全な避難方法を地
域住民に周知徹底します。

1　 災害危険区域の把握
市関係各課は、毎年危険区域の把握を行うとともに、必要に応じ改修工事の実施や関係機関

への連絡など事前の警戒体制をとります。

2　 土砂災害危険箇所

災害危険箇所 内容
資料番号

（資料編）

１
土石流危険渓流危険箇
所

県が行う土砂災害危険箇所基礎調査により、
土石流が発生する恐れがあると認められた川
や沢

2-4-3-1

２ 急傾斜地崩落危険箇所
傾斜度30度以上で斜面の高さが５ｍ以上、斜
面上部又は下部に人家があり、崩落により危
害が生じる恐れのある箇所

2-4-3-2

３ 地すべり危険箇所
空中写真判読や現地調査、災害の記録から地
すべりの発生の恐れがあり、人家や公共施設
に被害を生じる恐れのある箇所

2-4-3-3

４ 山腹崩落危険地区
山崩れや落石等による災害が発生する恐れが
ある地区

2-4-3-4

５ 崩壊土砂流出危険地区
山崩れ等によって発生した土砂が土石流とし
て流出し、災害が発生する恐れがある地区

2-4-3-5

６ 地すべり危険地区
地すべりによる災害が発生する恐れがある地
区

2-4-3-6

７ 雪崩危険箇所

斜面勾配が15度以上かつ高さ10ｍ以上を有
する斜面で、斜面勾配が15度未満となる地点
から見通した時に18度以上の角度を有する範
囲（以下、雪崩危険 区域という）があり、そ
の区域内に人家が５戸以上（５戸未満であっ
ても、病院、福祉施設、駅、官公署などの重要施
設を有する場合も含む。）の箇所

2-4-3-7

８
防災重点農業用ため池
一覧表

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等
が存在し、人的被害を与えるおそれのあるた
め池

2-4-3-8

９ 道路の危険箇所
市道パトロール等により、災害が発生する恐
れがある箇所

2-4-3-9

3　 土砂災害対策

(1)災害危険区域の改修事業の推進
関係行政機関と連携を密にし、計画的に地すべり防止事業、崩壊防止事業、河川改修、護
岸工事等の危険防止に関する事業を積極的に進めます。

(2)土砂災害危険箇所に関する指導
がけ等の危険傾斜地については、災害の発生を未然に防止するため、行政指導を行いま
す。また、河川沿いの平坦部においても一定の規制を設け、指導を行います。
関係機関は、常に災害危険区域を調査、把握するとともに、地域住民に周知徹底を図り、
関係行政機関と連携を取りながら、その改修事業の推進等の保安に、日頃から努めるもの
とします。

(3)注意喚起
土石流危険渓流、地すべり、山崩れ等、特に危険な区域には、注意標識を設置し、市民へ
の周知を図るとともに、危険防止の注意を呼びかけます。
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(4)雨量情報等の提供
国土交通省で提供する「ＸバンドＭＰレーダネットワーク」や「福島県河川流域総合シス
テム｣及び気象庁が提供する「高解像度降水ナウキャスト」等を活用し、局所的な雨量や土
壌雨量指数のメッシュ情報を土砂災害危険区域等と重ね合わせることにより、警戒すべき
地域の早期特定に努め、また市民へ情報発信する体制づくりを目指します。
また、土砂災害警戒区域内の災害時要配慮者が利用する施設で、土砂災害のおそれがあ
るときに、円滑かつ迅速な避難を確保する必要が認められる施設については、防災情報
メールなど第２編第１章第３節に記載した方法による土砂災害に関する情報等の伝達体
制を整えます。
なお、該当する要配慮者利用施設については、資料編に記載します。

4　 土砂災害警戒区域の指定
(1)土砂災害警戒区域の指定

危険性のある区域を明らかにするため、県が調査を行い、その後、市と県が協力して住民
説明をした上で、県が土砂災害警戒区域の指定を行います。

(2)指定の区分
土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）

(3)指定地域の住民周知
対象地域を本計画資料編に記載するとともに、土砂災害ハザードマップを作成し、市民

への周知の徹底を図ります。

(4)宅地建物取引における措置

①.重要事項説明
警戒区域内にある宅地や建物の取引に際しては、その旨について重要事項説明を相手方
に行うことが義務付けられています。（土砂災害警戒区域）

②.開発行為の制限
警戒区域内の開発行為については、県が安全を確保する基準を満たしていると判断した

場合に限って許可されます。（土砂災害特別警戒区域）

(5)建築物の構造の規制
警戒区域内の建築物の構造については、土砂災害を防止・軽減する基準を満たすよう指

導します。（土砂災害特別警戒区域）

(6)既存住宅の移転促進
警戒区域内の建築物については、安全上必要な場合は、建築物の移転等の指示を行いま
す。なお、移転する場合には、支援措置があります。（特別土砂災害警戒区域）

(7)土砂災害の調査箇所の取扱い
避難指示等の対象となる土砂災害である急傾斜地の崩壊、土石流の発生、地滑りについ
て、危険性が確認された場合、国や都道府県等が個別箇所ごとの移動量等の監視・観測等
の調査を実施しますが、指定前であっても、危険箇所として指定区域に準じて、災害等の警
戒にあたります。

防災豆知識！（その３）:土石流発生の危険シグナル
• 立木の裂ける音が聞こえる場合や、土石の流れが聞こえる場合　
• 渓流の流水が急激に濁りだした場合や、流木等が混ざりはじめた場合　
• 降雨が続いているにもかかわらず、渓流の水位が急激に減少しはじめた場合

（上流に崩壊が発生し、流れがせき止められている可能性があるため）
• 渓流の水位が降雨量の減少にもかかわらず低下しない場合　
• 渓流付近の斜面崩壊が生じ始めた場合や、その兆候が見られた場合
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第4節　 雪害対策

1　 予防対策
(1)積雪による被害を未然に防止するため、気象情報等について関係機関との連絡を密にし、発

せられた通報を迅速かつ正確に受信し、関係課、関係機関での情報の共有に努めます。
(2)災害を未然に防止するため、市は特に事前広報に重点を置き、今後の動向及び予想を検討し
ながら、積雪期を迎えた市民の心構え等について周知徹底を図ります。

(3)市は、大雪の場合、関係機関が協議し、雪害応急対策本部設置の必要性を協議し、設置基準を
超えた場合には、市民生活への影響度合いを鑑みて速やかに本部の設置を検討します。

(4)集中的な大雪が予測される場合は、市民一人一人が非常時であることを理解して、降雪状況
に応じて不要・不急の道路利用を控える等、主体的に道路の利用抑制に取り組むことが重要
であり、雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、車両の運転
者は車内にスコップやスノーブラシ、飲食料及び毛布等を備えておくよう心がけるとともに
燃料消費が早いことから早期の補給を心掛けます。また、市はこれらの考え方の普及を図り
ます。

2　 除雪対策

(1)基本施策
①.市は、関係機関及び民間団体と緊密な連携のもとに除雪、排雪を行い、交通、輸送の確保
にあたります。なお、状況によっては、交通規制の必要性なども考えられるところから、
警察署と連絡を密にし、対策にあたります。
特に、集中的な大雪に対しては、道路ネットワーク全体として通行止め時間の最小化を
図ることを目的に、車両の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、予防的な通行規制
を行い、集中的な除雪作業に努めます。

②.効果ある除雪、排雪を行うには、市民の協力が必要不可欠であり、日頃からの地区活動の
一つとして、地域のつながりの中で協力して対応することを周知するとともに、市民の
雪処理に対する心構え、協力の方法等につき十分な広報を行い、趣旨徹底を図ります。

③.例年にない異常な降雪、積雪等により、地域での除雪・排雪等の処理能力を超えた場合
において、集落の孤立や雪崩の発生など、市単独での対応が不可能と判断される状況に
おいては、県に対して支援を要請します。

④.排雪場所については、阿賀川及び湯川、溷（せせなぎ）川筋とし、状況により市街の広場
も利用します。なお、排雪場所は、市民に事前に周知を図ります。

⑤.高齢者や障がい者等の住宅で除雪が必要な世帯については、スノーバスターズなどのボ
ランティアの協力を得ながらその対応にあたります。

⑥.地域の私道で公共性が高い道路（生活道路）について、地域住民が除雪を行う場合には、
その経費の一部を支援します。

⑦.適切に管理されていない空き家等からの落雪の危険がある場合は、所有者に対し危険性
の排除について適切な維持管理を働きかけます。また、緊急的な対応として道路管理者
は、バリケード等を設置します。

(2)雪害応急対策本部の設置及び解散
　大雪により市民生活に大きな支障が見込まれる場合の雪害応急対策本部の設置、本部の対
応、その後の解散については、次の基準により対応するものとします。
①.設置基準（次のいずれかに該当し、かつ著しく市民生活に支障が生じると判断される場合）
ア.大雪警報が 48時間以上継続し発表された場合
イ.積雪量が 80㎝を超えた場合
ウ.その他本部長（市長）が必要と認めた場合

②.本部設置後の対応
ア.道路や歩道の除雪・排雪の実施及び雪捨て場の確保
イ.雪害応急対策班を組織し、要配慮者世帯への除雪支援
ウ.気象情報の収集、市民への広報
エ.町内会への除排雪補助金交付
オ.被害状況の取りまとめ

③.解散基準（以下のいずれも満たす場合）
ア.積雪深 25cmになった場合。当面 50㎝を超える見込みがない場合
イ.気象予報で当面まとまった積雪が見込まれない場合
ウ.対策本部で実施する応急対策が概ね完了したと見込まれる場合
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(3)防火対策（二次被害）
道路の除雪は、消火活動に大きな影響を及ぼすため、市は、消防機関と連携協議のうえ、

消火栓や防火水槽等が使用できる状態の確保に努めます。特に、消防団及び消防関係機関
の自主的除雪の協力を求め、広報や巡回指導を通じ火災予防についての周知徹底を図りま
す。

第5節　 竜巻対策
竜巻については、他の気象災害と比較し予測精度が低い状況にあります。ただし、突風に遭遇
する確率は低いものの、甚大な被害を及ぼすことから、気象庁が発表する竜巻発生確度ナウキャ
ストや竜巻注意情報を活用し、前兆現象「積乱雲が近づく兆し」等、気象の変化に十分注意する
よう適切な情報伝達を行います。

第6節　 火山災害対策

1　 住民等に対する周知・啓発
県、関係市町村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（※）
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　・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
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　　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。

磐梯山の噴火警報等の伝達系統
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(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た者は、市
　　町村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。
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(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１節（4）避難指示等の発令基準（火山災害）及び噴火警
　　戒レベル」に基づき、磐梯山の噴火等における避難指示等の発令により、「第３編第４章災害

　　時の広報」により、避難等を促します。

第7節　 都市型災害等対策
原子力災害をはじめ、火気類・有毒類の爆発や、高速化に伴う交通事故の大規模化等、時代の
変化及び都市化により発生する各種の災害に対し、十分な予防対策を行い、災害発生時には被害
を最小限に止めるよう体制を整えます。

第8節　 広域災害対策
他地域で災害が起きた場合であっても、その規模が大きい場合や、発生場所によっては、本市

への避難が求められる場合が想定されます。
本市は、受け入れ可能な状況にある時には、人道的な立場から率先して支援を行います。
なお、市は、あらかじめ他市町村からの避難者の受け入れを想定した計画を策定します。
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 第5章　 避難・誘導体制づくり

基本的な考え方

〇市は、市民と協働による住民の避難・誘導体制を構築するとともに、避難所の準
　備にあっては、利用者の多様性に配慮し、避難者に応じた避難所や福祉避難所等
　を確保します。
〇避難場所、避難所の指定にあたっては、国の基準を踏まえて災害種別ごとに避難
　場所、避難所を指定します。
〇大規模災害時においては、広域的な避難が必要な状況も考えられることから、災
　害時相互応援協定締結市等へ避難するルートや手法を検討します。

目標

〇災害時の避難所となる学校の耐震化や防災機能追加を計画的に進め、避難所に必
　要な非常用電源や情報通信設備、多目的トイレ等の環境を整え、ユニバーサルデ
　ザインへの配慮を進めます　
〇市民が避難場所や避難所、避難ルートをわかるよう、周知に努めます。
〇市民が各地域において避難訓練や避難所運営訓練等が実施できるよう支援します。

-
-
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第1節　 避難場所等の指定・整備

1　 避難場所と避難所
避難場所は、災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所です。
避難所は、避難した方が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻
られなくなった方が一時的に滞在する場所として市が提供する施設です。
また、災害時要配慮者の一時的な生活の場としての福祉避難所があります。

2　 「避難場所」と「避難所」の指定
(1)指定基準

　あらかじめ災害の種別ごとに避難場所、避難所を指定します。
　避難場所や避難所を指定する際には、土砂災害（がけ崩れ、地すべり、土石流等）の危険
箇所や洪水の浸水想定区域内等には指定をせず、また、新耐震基準を満たさない施設は、地
震の場合には避難所に指定しないものとします。
　なお、実際に、避難場所及び避難所を開設する場合は、災害発生後に安全を確認の上、避
難場所、避難所として開設します。
①.「避難場所」・・土砂災害警戒区域や洪水の浸水想定区域等に該当しないこと。
②.「避難所」　・・上記に加え、耐震化などの安全性を満たしていること。

(2)市の指定施設
市は、「避難場所」として、小中学校、県立高校、公立学校法人会津大学、公園及び体育館
等を指定します。なお、公共施設以外にも、民間事業所等の協力を得ながら、避難場所の指
定を行います。
また、「避難所」は、原則として小学校、中学校、体育館を指定し、加えて民間事業所等の
協力により基準を満たす地域の民間事業所の施設等についても指定するものとし、さらに
福祉避難所や二次避難所の指定を進めます。
なお、地区公民館やコミュニティセンターは、地域の自主避難者等の一時的な受け入れ
施設として位置づけます。また、台風等や長時間降り続く雨の影響等で洪水や土砂災害の
発生が懸念される場合には、地域住民からの問い合わせ状況等も踏まえ、必要に応じて自
主避難所を開設し、ホームページやＳＮＳ等で周知を行います。
＊「避難場所」及び「避難所」については、資料編２－５－１に一覧を記載

3　 「避難場所」・「避難所」整備の配慮事項
(1)避難場所の安全化

避難場所や避難所の安全を確保するため、避難場所周辺地域の不燃化や避難所の耐震化
を進めるとともに、施設の非常用電源の確保に努め、あわせて、多様なエネルギー源の確保
や省エネルギー化を図ります。

(2)ユニバーサルデザインへの配慮　
「避難場所」・「避難所」は多様な市民等が利用することから、年齢、性別、障がいの有無、
国籍などの多様性に配慮する視点に立ってユニバーサルデザイン化を進めます。

(3)情報通信手段の整備
「避難場所」・「避難所」における、情報の収集や提供に必要な設備としてインターネッ
ト環境やデジタルサイネージ等の設置を推進します。
また、避難所においては、住民が通信手段を確保できるよう、災害時公衆電話の整備や携

帯電話等の充電器を配備します。
なお、最小限必要な避難所機能水準を定め、情報通信設備や生活しやすい環境改善に必
要な整備を進めます。

(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、
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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。

　 （5）多様なニーズへの配慮、女性や子ども等にかかる安全性の配慮
　　　　指定避難所における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違いなど、男女双
　　　方の視点等に配慮し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の管理運営に努め
　　　ます。また、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止し、安
　　　全に配慮するよう努めます。また、警察、病院、女性支援団体等との連携のもと、被害者への
　　　相談窓口情報の提供を行うよう努めます。

4　 利用区分ごとの避難所指定
⑴　広域避難

広域災害による市外避難者等を受け入れる場合、期間が長期になり、駐車場等の確保も
必要となることから、「長期避難者施設」として会津総合運動公園・あいづ総合体育館等を
指定します。

⑵　自主避難・局地的災害
自主避難者や局地的災害時の一時避難所として、地区公民館やコミュニティセンターにおい

て対応する場合があります。また、台風等や長時間降り続く雨の影響等で洪水や土砂災害の
発生が懸念される場合には、地域住民からの問い合わせ状況等も踏まえ、必要に応じて自
主避難所を開設し、ホームページやＳＮＳ等で周知を行います。

5　 災害時協定による福祉避難所・二次避難所の確保
指定した避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な方々（要配慮者）の避難所として、
必要に応じて福祉避難所を開設するため、市の福祉施設や民間福祉施設との災害時応援協定に
より、福祉避難所の指定を進めます。
また、避難所スペースに不足が見込まれる事態や、避難が長期化する場合を想定し、災害時応

援協定等を締結し、旅館、ホテル等を二次避難所として開設します。

6　 施設管理者との事前協議
災害時に円滑な避難所の運営ができるよう、避難所である小中学校施設の管理者である教育
委員会及び学校と施設の整備、災害時体制について協議します。
基本的には、教育施設であることに留意し、使用施設の優先順位、教職員等の役割を含む避難
所運営方法等を定めます。
また、指定管理施設を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

役割分担等を定めます。

7　 避難所に避難された方々等に関する情報提供
市は、避難所に避難された方々やそれ以外の場所に避難している被災者に関する情報の把握
に努め、家族等からの安否確認に対応できる体制を構築します。

第2節　 避難誘導体制の整備

1　 避難誘導体制の確立
(1)避難誘導環境の整備

　市と防災機関は、以下の対策に取り組み、円滑な避難誘導ができる環境を整備します。
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①.避難情報提供の判断基準策定
　避難指示等を適切に発令するため、「避難情報に関するガイドライン」（内閣府防災担
当）の設定例を踏まえ、定量的かつわかりやすい指標を用いた避難指示等の判断基準を
策定します。

②.避難道路の安全化
　地域と協議し、避難場所や避難所等周辺の危険箇所把握に努め、避難誘導を行う際に
は、災害の状況に応じた避難経路を明らかにするとともに、広域避難が必要な場合に備
えて、そのルートの確認を行います。
　また、避難道路を火災や閉塞から防護するため、道路に面する建物等の不燃化・耐震
化を促進します。

③.避難場所等の指定及び周知徹底
　市は、避難路、避難場所等をあらかじめ指定し、市ホームページに掲載するほか、ハ
ザードマップ、家庭用防災カルテ、市政だより等で随時周知を図るとともに、周辺に標識
等を設置し、周知徹底に努めます。
　また、避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種
別一般図記号（ピクトグラム（絵文字））を使用して、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ことに努めます。

(2)避難誘導の円滑な実施体制
　市は、警察署や消防と連携して以下の対策に取り組み、住民が円滑に避難できる体制を整
備します。また、災害時応援協定を締結している警備会社等が、これに協力する体制で行いま
す。
①.避難誘導体制の整備

　大規模災害発生時に避難場所への円滑な誘導を行うため、地域の危険箇所等を踏まえ
た避難誘導体制・方法を検討し、災害時に備えます。

②.広報活動の推進
　大規模災害発生時に避難者の避難行動の円滑な実施と緊急車両の通行を確保するた
め、日頃から適切な広報活動を行うものとします。また、特定の指定避難所に避難者が集
中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやＳＮＳ等の手段を活用して避
難所の混雑状況を周知するなど、避難の円滑化につなげます。

③.避難行動要支援者の避難支援
　災害時において、自主避難が困難な高齢者や障がい者等の「避難行動要支援者」につい
ては、避難行動準備情報の提供や地域による対応など、早期に避難できる体制の整備に
努めます。

第3節　 観光客等帰宅困難者への対応
観光客等（帰宅困難者を含む。）の一時的な滞在者は、本市の地理に不案内であり、必要な情

報を得ることが困難な場合が想定されるところから、以下の取組みを進めるものとします。

1　 市内全域への災害情報の提供
大規模災害時には、緊急速報メールやＦＭ放送等も活用し、市内全域に情報を発信します。

2　 観光客等に配慮した災害情報の提供
(1)　観光マップに防災施設等の情報を盛り込み、観光客等へ配布することを検討します。

(2)　災害時に観光客等に公共交通機関運行情報や避難場所・避難所情報等をホームページ等
を活用して周知し、避難誘導する体制づくりを進めます。

(3)　観光客等に対して、災害情報や交通情報の提供を行うなど、速やかに居住地へ帰宅できる
よう促します。また、帰還が困難な場合は、避難所を紹介します。

第4節　 本市以外への広域避難に関する対応
本市の大規模災害時には、市民が災害時相互応援協定締結自治体等、他の市町村に一時的に避
難することも想定されます。
こうした場合に、円滑な対応が取れるよう関係自治体や県と協議し、広域避難が可能となるよ
う具体的な避難先や移動方法の想定を行い、必要に応じ新たな災害時相互応援協定の締結や輸
送事業者（バス事業者）等との協定締結を推進し、避難手法の確保を図ります。
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＊災害時相互応援協定締結市・・長岡市、米沢市、日野市、横須賀市、桑名市、三条市

第5節　 他地域からの本市への広域避難に関する対応
磐梯山の噴火や東日本大震災に伴う原子力発電所事故のような大規模災害時においては、県
内他市町村や災害時応援協定締結自治体等をはじめとした広域的な避難が予想されます。
こうした場合に、本市は可能な限り避難者等の受け入れに協力するため、他の市町村からの避
難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定するとともに、円滑な対応が取れるよ
う関係自治体や県と協議し、本市への広域避難受け入れ体制の構築を図ります。

第 6 節　避難所運営体制

1　 避難所運営マニュアルの作成
市は、市民と協働で避難所運営する体制を構築するため、住民と協議のうえ住民向けの「避難
所運営マニュアル」を作成し、各避難所の管理者に配布するとともに、地域や市民に周知します。

2　 福祉避難所運営マニュアルの作成
福祉避難所は、避難所の一般スペースでの生活が困難な方が生活する場となり、中でも「介護
を必要とする高齢者」や「障がい者」への支援が中心となることが考えられることから、災害時
応援協定を締結した民間福祉施設と協力しながら、その運営にあたります。その際には、「福祉
避難所設置・運営マニュアル」を作成し、各施設と協力しながら対応します。

　　　〔避難誘導体制〕
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防災豆知識！（その４）:災害時どこに避難すればよいのか

【避難場所】
避難場所は、小中学校、県立高校、地区公民館、会津大学、公園、体育館等です。
災害時に一時的に避難する場所であり、宿泊はできません。
日頃から避難所、避難場所までの経路を確認し、危険箇所を把握しましょう。

　また、高齢者、障がい者などの要配慮者は、避難に助けが必要です。地域住民と協力して、
助け合って避難しましょう。

【避難所】
避難所は原則として近くの小・中学校です。
一時的な生活の本拠地となるものとして、市が提供する仮宿泊施設です。

【避難の三原則】
「被害想定にとらわれないこと」「災害条件下で最善を尽くすこと」「自分が率先して避
難すること」です。
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 第6章　 緊急輸送路の環境整備

基本的な考え方

〇国道・県道等の幹線道路を物流等の要として緊急輸送路を指定し、また複数の輸
　送ルートの確保を図ります。

目標

〇道路等が寸断される恐れもあることから、複数の輸送路、さらには空からの輸送
　路を確保します。
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第1節　 陸上輸送路の環境整備

1　 緊急輸送道路（※）

国道、県道及び市道等の主要幹線道路を緊急輸送道路として指定し、交通ネットワークの多重
性・代替性についても配慮し、車両及び緊急物資のスムーズな移動を確保します。

2　 物流拠点
災害時の全国からの支援物資の受入れ、一時保管及び市内各地区の避難所への配布を効率的
に行う体制を構築するため、物流拠点施設を指定します。
また、輸送をスムーズに行うため宅配業者との災害時協定の締結を推進します。

3　 緊急通行車両の事前届出制度の周知
災害対策には、行政機関のみならず、民間事業者の車両が多数利用されることから、発災後緊
急通行車両の標章をスムースに発行できるよう、事前届出制度の周知を図ります。

4　 緊急通行車両等の優先給油
災害応急対策に必要な車両に対し優先的な給油ができるよう、対象車両を把握し、また災害時
協定により燃料の確保を図ります。

5　 特殊車両や資機材の確保
障害物除去、応急復旧のために必要な特殊車両や資機材についても、オペレーターの確保を含
め、災害時協定により確保を図ります。

第2節　 航空輸送路の環境整備

1　 臨時ヘリポートの整備
市街地の状況に応じて、空輸による緊急輸送が可能となるよう、順次臨時ヘリポートの指定を

行います。
設置予定地は、主に小中学校の校庭を優先しますが、施設管理者の協力が得られた場合には、
それ以外の施設にも緊急時の開設に備え指定を進めます。

（※）資料２－６－１　県で指定している緊急輸送路線
（※）資料２－６－３　消防本部で指定している消防防災ヘリコプター緊急場外離着陸場
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 第7章　 備蓄・調達体制の整備

基本的な考え方

〇民間事業者等との災害時応援協定締結を進めるとともに、災害時の物資の確保に
　ついては、物流ネットワーク備蓄を基本として、最小限の生活必需品や食糧につ
　いて施設備蓄を進めます。
〇備蓄については、市、事業所、市民で役割分担し、基本的にトイレや通信設備など
　公共性が高い物資や毛布など個人での備蓄が難しい物資は市が、従業員の食糧や
　生活物資は事業所が、食糧や身近な生活物資、薬やアレルギー食等は市民が備蓄
　を進めるよう協力体制を構築します。
〇備蓄食糧等については、平時の利用用途も含めて検討し、購入を進めます。

目標

〇市民への周知により、必要な食糧や生活物資の備蓄を行っている市民割合を高め
　ます。
〇市は、性別や年齢層などの違いに配慮した多様な物資を確保します。

-
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第1節　 備蓄品の確保

1　 食糧や生活物資確保の手法
食糧や生活物資については、民間事業所との災害時応援協定締結を進め、流通備蓄を基本に確

保する一方で、避難所や備蓄倉庫等に一定程度の備蓄を進めます。

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。
〇市・・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
〇事業所・従業員が施設内に避難した場合に備えた食糧や生活物資
〇市民・・食糧や水、身近な生活物資、常備薬等、個人が「生きる」ために必要な物資
　市民が避難する際、家庭の備蓄品を避難所に持参することを啓発します。
　食物アレルギー等への配慮は、多様で対応が困難であるため、基本的に家庭で対応するこ
　とを啓発します。

3　 備蓄水準
避難所における被災者の最低限の食糧、生活必需品等や、自然災害対応に必要な資材等につい
ては、備蓄水準や配置水準を定め、計画的に整備します。
備蓄にあたっては、性別や年齢層などの違いなどに配慮し、また、積雪寒冷期を想定した備蓄
を進めます。

4　 市の備蓄品目
（主な防災資機材等の備蓄品）
【食料】

＊乾パン ＊エマージェンシーフーズ ＊サバイバルフーズ

＊ミネラルウォーター
　粉ミルク（新生児から向
け、　満９か月児頃から向
け）

　離乳食（フリーズドライ、
　瓶詰）

　哺乳ビン 　高齢者向け食糧（介護食） 　缶詰
【生活物資】

＊毛布 　カセットコンロ 　カセットガス
　食器 　紙おむつ 　生理用品
＊簡易トイレ 　トイレットペーパー 　マスク
　車いす 　懐中電灯 　乾電池
　救急箱 　ダンボールベッド 　パーティション
　消毒液

【防災資機材】
　簡易間仕切り 　更衣室 　ビニールシート
　投光機 　救護用資機材セット 　エアーテント
　脚立 　メガホン 　コードリール
　ガソリン携行缶 　リヤカー 　担　架
　携帯電話電池充電器 　簡易ベッド 　ビニールタンク
　発動発電機 　スコップ 　チェーンソー
　掛矢 　のこぎり 　バール
　ペンチ 　ロープ 　土のう袋
　携帯用マイク 　暖房器具 　防寒具
　スノーダンプ 　長靴

（＊は、被災者の備蓄品として優先するもの）
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第2節　 備蓄施設の確保
防災拠点施設や防災倉庫、避難所に備蓄場所を設け、緊急用食料、生活必需品、その他災害対
策用資機材の備蓄を進め、災害時の円滑な救援・救護活動が行えるよう整備します。
なお、避難所である小中学校や一時的に避難者を受け入れる地区公民館・コミュニティセン
ターについては、毛布等の整備を優先します。

【備蓄施設一覧】

備蓄場所 所 在 地

市役所本庁舎 東栄町３番４６号
会津総合運動公園 門田町大字御山村上１６４番地
北会津支所 北会津町中荒井諏訪前１１番地
河東支所 河東町郡山字休ミ石１４番地
上下水道局庁舎 神指町大字黒川字石上33番地の2
追手町第二庁舎 追手町２番４１号
各小・中学校、各地区公民館・コ
ミュニティセンター

資料編2-5-1のとおり

ふれあい体育館 一箕町大字八幡字八幡２番地の１
河東総合体育館 河東町浅山字石堀山 40番地の1

また、重要水防地域内に水防倉庫を設け、水防用資機材の整備を進めます。

【水防用資機材配置箇所一覧】

施設名 所 在 地

一ノ堰水防倉庫 門田町大字一ノ堰字村東４４２番地の１

東神指水防倉庫 神指町大字北四合字宮ノ後乙１５２７番地の１

北会津水防倉庫 北会津町大字中荒井字馬場３１番地の１

第3節　 民間事業所の協力による物資調達体制の整備
被災者への食糧及び生活必需品等の提供や、高齢者や障がい者等の支援に必要な介護器具や
トイレ等を提供できるよう、民間事業所等と災害時応援協定締結を推進します。

第4節　 市民に対する備蓄の啓発
大きな災害が発生し、電気・ガス・水道などのライフラインが止まった時、行政などによる支

援が届くまで自力での生活が可能な物資備蓄の啓発を進めます。
また、ガソリンや灯油などの燃料不足や、電源不足に対応するため、燃料を満量近く給油して

おくことや、乾電池やソーラー発電機等の備蓄啓発を図ります。

　　【備蓄目標品目一覧】

備蓄品・持出品 準備例

食料品（３日、できれば１週間） アルファ米、レトルト食品、缶詰等副食品、菓子類、介護用
食品など
＊高齢者、乳幼児、慢性疾患、食物アレルギーの方は、配慮
した食料品

水（３日、できれば１週間） 1人 1日３リットル、３日で９リットル

燃料 カセットコンロ、固形燃料、ライター、マッチなど
貴重品 現金(10円硬貨も)、預金通帳、印鑑、免許証など
携帯ラジオ 予備電池も用意
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懐中電灯 一人一つ。予備電池も用意。
常備薬 お薬手帳、絆創膏、包帯、風邪薬、胃腸薬など
衣類 上着、下着、オムツなど
乳幼児用 ミルク、哺乳瓶など
その他 はさみ、タオル、缶切り、軍手、ウエットテッィシュ、生理用

品、使い捨てカイロ、食器、携帯電話電池充電器など
＊要配慮者については、介護認定や医療機関、ケアマネー
ジャー等がわかる介護保険証等

防災豆知識！（その５）：何をどのくらい備蓄すればよいか？

【食料と水は最低３日分を、できれば１週間分を】
災害直後は、流通の混乱、道路事情などにより、飲料水、食料などの供給がないことがあります。
飲料水、食料は最低３日分を備蓄しましょう。水の必要量は１日１人３ℓ、３日で９ℓが目安です。飲み

つけの薬や乳児は哺乳瓶やミルクも必要です。

【非常持出袋を準備しましょう】
備蓄品を全て持ち出すのは難しいことです。
家屋が被害を受けなければ、備蓄品を取りに戻ることは可能です。
避難時に最低必要なもの、背負って避難できる範囲で準備しましょう。

【非常持出袋のなかみ】
懐中電灯、ラジオ、ヘルメット、手袋、運動靴、電池、携帯電話電池充電器、ライター、缶切り、衣類 、
食品、水、印鑑、現金、救急用品、常備薬、貯金通帳等。

（このほかオムツ、女性は生理用品等）
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 第8章　 防災知識の普及計画

基本的な考え方

〇市職員をはじめとする防災関係機関及び市民それぞれが、災害時の円滑な行動に
　必要となる防災知識を身につけられるよう、生涯にわたって教育や訓練ができる
　環境を構築します。
〇市職員をはじめ、防災対応ができる人材の育成や民間の防災士の活用など、地域
　のリーダーとなる人材の育成・確保に努めます。
〇災害対応は、あらゆる部門に関わるものであり、特に大規模な災害発生時には、防
　災担当部局の活動には限界があるため、防災担当のみならず、全庁的に防災事務
　を担当する意識を高めます。

目標

〇市民誰もが、災害時における正しい知識や地域の水害・土砂災害リスク、災害時
　にとるべき行動が身につけられるよう、防災教育や講座、防災訓練等ができる環
　境を構築します。
〇総合防災訓練をはじめ、地域ごとの防災訓練の実施により、地域住民と市が協力
　した災害対応体制を推進します。
〇市は、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、全ての職員に対し、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ます。
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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。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。

1　 市職員に対する防災教育
(1)教育の目標
災害に即応できる人材を育成

(2)教育の方法
定期的な研修会・講習会・訓練の実施

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。

(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
①.災害に関する一般知識の取得

　災害内容、ハザードマップの活用による危険箇所の把握、気象情報等災害への備えの
情報に関する啓発を行います。

②.行政機関等が行う災害対策の内容
　市や防災関係機関が行う災害対策の内容を周知します。

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かと暴力防止の意識啓発
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
　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）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

(4)地震保険の普及促進
　地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、政府が再保険
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を引き受ける保険制度です。
　地震における火災等については、火災保険では補償されないため、地震保険が被災者の住
宅再建にとって有効な手段の一つであることから、その制度の普及促進に努めます。

3　 防災広報対策
市は、特に事前広報に力を注ぎ、次の対策を行います。

(1)広報は市政だよりを主として、状況により臨時号を発行します。

(2)「家庭用防災カルテ」、「ハザードマップ」等を作成、配布します。

(3)市のホームページやデジタルサイネージを活用し、防災に関する情報を提供します

(4)新聞、ラジオ、テレビ、チラシ等を活用した市民への周知を積極的に取り入れます。　

(5)過去の災害状況や予防対策の状況を記録し、公表します。

(6)防災訓練や防災出前講座の実施にあたり、「防災士」の活用を図ります。

第2節　 自主防災組織の育成・強化
地域住民及び事業所による自主的な防災活動の推進のため、自主防災組織の結成促進、地域防
災リーダーの人材育成に努めます。
なお、自主防災組織の結成促進にあたっては、町内会、地区、学校、事業所等を単位として行い
ます。

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。

1　 総合防災訓練
市は、大規模な地震、風水害等の発生を想定し、防災関係機関、自主防災組織、民間企業、ＮＰ
Ｏ・ボランティア等及び要配慮者も含めた多くの地域住民等と一体となって総合的な防災訓練
を実施し、防災対策の習熟と防災関係機関相互の連絡協調体制の確立を図り、併せて住民の防災
意識の高揚を図ります。
中心となる地区を選定、巡回し、同日に各地区において実施する「全市的な実施」を目指しま
す。
また、季節や時間帯に変化をもたせるなど、様々な状況を想定した訓練や「情報伝達訓練」「避
難訓練」「応急対策訓練」「避難所運営訓練」など多様な訓練を行います。

2　 地区防災訓練
地域住民や事業所等が協力して、避難訓練や避難所運営訓練を実施します。
その際、地域からの要望に応じて市や防災関係機関は、職員の派遣や備蓄品の活用、標準的な
訓練内容の情報提供など必要な協力に努めます。あわせて、出前講座の実施や避難所運営ゲーム
（ＨＵＧ)を実施することで、防災知識の普及を図ります。

3　 水防訓練
国・県主催による水防訓練に消防団等が参加するとともに、本市における独自の訓練を計画
的に実施します。
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4　 火山防災訓練
火山災害の被害軽減を図るため、火山防災マップや噴火警戒レベル等を活用し、状況に応じた
対応を確認する等、実践的な訓練を実施します。

5　 消防訓練
消防ポンプ操法の基本訓練及び救急救助訓練等を行います。
また、住民参加による初期消火訓練も行います。

6　 情報伝達訓練
防災関係機関や災害時応援協定締結者と確実な連絡体制を構築するため、災害時における通

信回線の途絶及び通信施設の破損等の事故を想定して、多様な情報伝達手段による情報伝達訓
練を実施します。
また、非常電源設備等を使用し、有効に活用できるよう訓練を実施します。

7　 動員配備訓練
災害応急対策を早期に実施するために必要な人員を速やかに確保し、体制をとる訓練を実施
します。

8　 事業所等防災訓練
災害を想定して学校、病院、その他不特定多数の市民等が出入りする建築物において、人命の

保護を目的として、避難・救助訓練を実施します。特に，水害・土砂災害のリスクがある学校に
おいては，避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとします。
また、事業所の責務として、事業継続計画の策定による非常体制への備えや従業員の避難に備
えた「動員配備訓練」や「情報伝達訓練」等必要な訓練を行います。
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 第9章　 災害時に備えた要配慮者の安全確保

基本的な考え方

〇要配慮者(※１)を把握し、「情報提供」、「避難行動」、「避難生活」にかかる支援を行い
　ます。
〇大規模災害時に要配慮者を支援できるよう、避難行動要支援者名簿の情報管理と
　提供体制を構築し、また、平時からの支援体制を構築するため、本人の同意による
　地域や関係機関への情報提供体制を構築します。　
〇要配慮者の避難生活の場として、高齢者福祉施設や障がい者福祉施設等と事前の
　災害時応援協定を締結し、福祉避難所(※２)等の確保を進めます。

目標

〇避難行動要支援者名簿を災害時に速やかに地域や関係機関に提供し、活用が図ら
　れる体制を構築します。
〇要配慮者全員に必要な支援（「高齢者等避難」等の情報、福祉避難所等）の提供に
　努めます。

-
-

(※１)要配慮者（旧災害時要援護者）：高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者など災害時に何らかの配
慮を必要とする方。

(※２)福祉避難所：高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所生活において何らかの特別な配慮を必
要とする方の避難所
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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。

1　 施設入所者と在宅者の対応内容
要配慮者は、大きく施設入所か在宅かの二つに分れますが、基本的に施設入所者は施設管理者
が必要な支援を担うものとします。
一方、在宅の要配慮者については、速やかな避難行動支援やその後の通常在宅生活への復帰、

在宅生活の継続への支援を行い、また、必要な情報・物資の提供を進めるものとします。

2　 在宅支援が困難になった者への対応　
災害により、家屋の倒壊、家族等の支援者の死亡などの事由により、在宅支援が一時的に困難
となり、福祉施設での支援が必要なケースが発生することが考えられるため、福祉施設への受け
入れが可能となるよう災害時応援協定の締結等により、福祉避難所の確保に努めます。

3　 必要な支援内容
要配慮者を把握し、災害時に一貫した支援を行う体制の構築を目指します。
(1)平時からの要配慮者の情報収集・情報提供

日頃から、要配慮者の災害時に必要な情報の収集に努め、また、災害が発生する恐れがあ
る時は、一般市民に先駆けて「高齢者等避難」を発令します。
　また、要配慮者の個々の特性に応じた情報提供ができる環境整備を進め、多様な情報伝
達手段の整備や連絡方法への配慮に努めます。
　障がい等の特性に応じた、多様な情報伝達手段を活用し、確実に情報周知できる体制を
整えることが必要です。

(2)災害時の避難行動支援
要配慮者のうち自力での避難行動が困難な方については、「避難行動要支援者」として名
簿及び個別避難計画を作成し、災害時の支援対象とします。

(3)避難生活における支援
要配慮者の避難生活に必要な車椅子、多目的トイレ等についての確保を進めるとともに、
災害時の要配慮者の避難生活の場として社会福祉施設等の協力を得て福祉避難所の確保
に努めます。

第2節　 在宅の要配慮者への対応
在宅の高齢者、障がい者、さらには妊婦などの要配慮者については、地域住民や自主防災組織、
民生児童委員、ボランティア等の協力のもと、地域ぐるみの支援体制づくりを進めます。　
また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネ
ジャー等）の連携により，高齢者・障がい者等の避難行動に対する理解の促進を図るものとし
ます。
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1　 要配慮者の状況把握
住民基本台帳情報や高齢者、障がい者等情報をもとに、地区民生児童委員等と協力しながら、

支援の基礎資料となる要配慮者の状況把握に努めます。
特に、人工透析患者等被災状況によって生命の危険がある方々については、情報登録制度を

検討するなど、対象者の把握に努め、災害時に支援が必要かどうか確認できる体制を目指しま
す。

2　 避難行動支援体制の整備
要配慮者の中で、自力での避難行動が困難である高齢者や障がい者等については、避難行動

要支援者と位置づけ、名簿登録や個別避難計画等の作成を行います。
また、広く関係者による支援体制を構築するため、対象者の本人同意による地域や関係機関

への名簿情報提供を進めるとともに、個人情報保護に配慮しながら、災害時には支援関係者に
情報を提供できる体制を構築します。

3　 要配慮者を対象とした防災訓練の実施
総合防災訓練の中で、要配慮者を対象とした訓練を実施し、また要配慮者自身が参加できる
防災訓練内容を検討します。

4　 避難行動要支援者の名簿登録
(1)避難支援等関係者となる者

　消防署、警察署、民生児童委員、社会福祉協議会、町内会、消防団、自主防災組織、高齢者福
祉相談員、包括支援センター、避難支援者として登録する者等を「避難支援等関係者」としま
す。

(2)避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲
　次の①から⑦の要件に該当する者のうち、居宅で生活し、かつ災害時における避難行動が
困難な者とします。
①.介護保険の要介護認定を受けた者
②.身体障害者手帳の交付を受けた者
③.療育手帳の交付を受けた者
④.精神障害者福祉手帳の交付を受けた者又は自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交

付を受けた者
⑤.難病患者
⑥.75歳以上の高齢者であって、一人暮らし又は高齢者のみの世帯
⑦.その他市長が支援の必要があると認めた者

(3)名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法
①.必要な個人情報
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事由（障がいの区分など）
キ.町内会名
ク.その他市長が必要と認める事項

②.入手方法
　災害対策基本法第 49条の10の規定に基づき、市が保有する住民基本台帳、要介護認
定情報、障がい等の情報を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的で利
用します。
　県で把握している難病患者等に関する情報等、市で把握していない情報については、
県等に対して情報の提供を求めます。
　市や県の情報のみでは実態と異なる可能性があるため、市民生児童委員等が保有する
情報で補正します。
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(4)名簿の更新に関する事項
　基本となる名簿は、市が対象者の転入･転出、要介護認定、身体障害者手帳交付等の事務を
通じて名簿を定期的に更新し、また、本人や家族からの申し出、市民生児童委員等からの情報
により定期的に更新します。
　この名簿を避難支援者等関係者に配布し、年に１回程度更新するものとします。

(5)情報漏えいの防止措置
　避難支援者への名簿提供にあたっては、支援対象地域に限定します。
　また、情報漏えいを防止するために市が求める措置及び市が講ずる措置について、関係機
関・団体と個人情報の取り扱いに関する覚書を締結するとともに、名簿の提供を受ける者か
ら個人情報保護に関する誓約書、個人情報受領書の提出を義務付けます。
　なお、名簿の提供を受けた者がその職を退いたときは、名簿の返還を義務付けるとともに、
知り得た情報の守秘義務を課します。
　また、名簿はデータの提供ではなく書面による提供とし、あわせて取り扱いマニュアルを
交付するとともに、市は研修会等を開催して、個人情報漏えい防止に努めます。　

(6)要配慮者の円滑な避難準備
　要配慮者の態様に応じた情報伝達手段の整備を図り、また、多様な情報伝達手段を確保し
ます。避難行動要支援者が、避難行動を開始できるよう避難指示に先駆け、「高齢者等避難」を
発令します。

(7)避難支援等関係者の安全確保
　避難行動要支援者への避難支援は、避難支援者本人又は支援者の家族等の生命及び身体の
安全が確保されていることが大前提であることから、地域の実情や災害の状況に応じて、可
能な範囲で避難支援を行うこととします。
　また、市は、災害時に避難者を支援する者等が十分な安全を確保できるよう、体制の構築に
努めます。

要配慮者
（旧災害時要援護者を含む。）

高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者

発災前から要介護状態や障がい等の理由により、災害時に
支援が必要な者
避難途中に障がい等を負い、避難支援が必要となった者
避難後に避難所等での生活に支援が必要となった者

避難行動要支援者 発災前から要介護状態や障がい等の理由により、災害時の
避難行動に支援が必要な者
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5　 避難行動要支援者の把握方法
(1)住民基本台帳の情報に介護保険情報や障がい者等情報を加味し、さらには民生児童委員や地
域独自の情報等を加味しながら実態を把握することで、対象者の把握に努めます。

(2)本人の情報に加えて、支援者や関係機関の情報もあわせて把握します。
(3)台帳登録した人の情報を継続的に把握します。

6　 災害時の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の取り扱い
(1)災害時には、対象者の同意の有無を問わず、災害対策基本法の規定に基づき、関係機関等に対
象者名簿及び個別避難計画を提供し、安否確認や避難行動支援を行います。

(2)対象者名簿とあわせて、ＧＩＳと住民基本台帳情報の連動機能を活かして、対象者の住宅地
図上の位置情報も提供します。
ＧＩＳにはあらかじめ避難支援等関係者地域区分ごとのシートを作成し、所管ごとの名簿作
成ができるようにします。

(3)高齢者福祉施設や障がい者福祉施設等の福祉避難所の指定を進め、要配慮者の避難生活支援
を進めます。

7　 平時からの要配慮者への支援
(1)平時から要配慮者の支援準備が図られるよう、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の避
難支援等関係者への提供同意について、地域や対象者に周知し、同意者の増加を図ります。
また、避難支援等関係者以外の方（家族等）への情報提供についても、実施を検討します。

(2)要配慮者に対しては、防災訓練等により災害時支援体制の実効性を高めます。

8　 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の個人情報の取り扱い
(1)情報漏えい防止措置
①.情報の庁内利用のルールをつくり、情報の漏えい等が発生しないよう必要な措置を取り
ます。

②.情報システムから情報の漏えいが発生しないよう、通信する方法を限定し、外部から個
人情報への不正なアクセスを遮断する構造とするなど、必要な対策を行います。

③.関係機関に対しては、名簿に記載されている個人情報について漏えいすることのないよ
う取り扱い方法を定め、確認のうえ提供します。
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第3節　 社会福祉施設等における対策
社会福祉施設等においては、それぞれの地域の特性等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避難計画を策定します。

1　 避難計画の策定
各施設の管理者等は、避難計画の策定にあたって以下の事項に留意します。

(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)避難先は、他の施設等への措置替えについても検討すること。

(8)避難者の確認方法

(9)家族等への連絡方法

(10)避難時の近隣住民等の協力体制の確保

2　 防災訓練の実施
各施設の管理者は、円滑な避難行動が実施できるよう、定期的に防災教育や防災訓練を実施し
ます。市や消防署、消防団は、必要に応じて指導助言を行います。

3　 地域住民等との連携
各施設の管理者は、平常時から他の社会福祉施設や地域住民、消防団等との連携・交流に努め、
必要な情報交換や訓練を行います。

4　 施設・設備の整備・充実
各施設の管理者は、耐震化を図るなど、安全確保のため、施設・設備の整備・充実に努めると
ともに、施設や設備の点検を常に行います。

5　 避難確保計画の作成等の義務
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、

避難訓練の実施が義務付けられています。
施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市へ報告する
必要があります。
また、施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する必要があります。
市は、避難確保計画の作成を促進するために支援するとともに、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ます。

第4節　 災害時の学校、病院等の対策
学校、病院など防災上重要な施設の管理者は、それぞれ作成する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ります。
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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
安全を確保するために、それぞれの地域の特性を考慮した上で、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たてる。
(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、受入施設の確保並びに教育、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)通学時に災害が発生した場合の避難方法

2　 病院における避難計画

病院においては、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
災時における病院施設内の保健、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について
あらかじめ定めておきます。

3　 避難確保計画の作成等の義務

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、
避難訓練の実施が義務付けられています。
施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市へ報告する
必要があります。
また、施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する必要があります。
市は、避難確保計画の作成を促進するために支援するとともに、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ます。

第5節　 外国人等への対策
外国人等にも配慮し、避難場所案内板等の作成にあたっては、英語併記とするほか、広報パン

フレットについて、英語・中国語・ハングル語等の併記を検討します。
また、会津若松市国際交流協会と災害時応援協定を締結し、平時からの情報伝達体制構築や災
害時における外国人からの問合せや各種相談、情報提供にあたる通訳ボランティアの確保に努
め、さらには外国人を含めた防災訓練・防災教育を実施します。
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 第10章　 業務継続計画

基本的な考え方

〇市役所も含めて各事業所は、災害時に平時の業務体制に速やかに回復できるよう、
　事前に業務継続計画を策定します。
〇大規模災害時から72時間までは、一時的に市民生活、施設等の維持管理に著しい
　影響を与える通常業務以外は、公共施設や行政サービスに制限を設けるとともに、
　応急対策業務を最優先としながら、必要最低限の市民サービスを確保し、復旧に
　あわせて順次サービスを回復します。

目標

〇各事業所において業務継続計画を策定できるよう周知します。
〇市役所は、基本的に１週間を目標に市民サービスの復旧を目指します。

-
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第1節　 業務継続計画
災害が発生しても速やかに立ち直り、持続可能な社会（サスティナビリティ）を目指すため
には、市や関係機関、民間事業所それぞれが、災害直後から速やかに業務の回復を図る必要があ
ります。
そのため、各事業所はそれぞれが非常時に優先すべき業務と、復旧までの時間等を盛り込んだ
業務継続計画を作成するものとします。
特に、市役所は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担う
こととなることから、業務継続計画の策定等に当たっては、「首長不在時の明確な代行順位及び
職員の参集体制」、「本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定」、「電気・水・食料等
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」など重要な６要素を中心に定めることとします。

第2節　 非常時優先業務

1　 市役所業務における非常時優先業務
(1)非常時優先業務の対象範囲

市役所業務における非常時優先業務は、震災発生時に市民の生命、生活及び財産の保護、
都市機能の維持・早期回復を図るために実施する業務であり、人命救助や避難者対応など
を中心とした災害対応業務及び復旧復興業務と、市の通常業務のうち震災発生時にも継続
又は強化する必要のある通常業務とします。
特に、災害初動期の対策として、市民の安全確保を図るための環境整備（避難所をはじ
めとする公共施設の安全性の確認等）を最優先します。
なお、詳細な市の業務継続計画については、今後速やかに策定します。

　　【非常時優先業務の対象範囲】

業務区分 内　容

災害対応業務 初動対策業務 非
常
時
優
先
業
務

発災後３時間以内に実施する業務

応急対策業務 発災後３日以内に実施する業務

復旧復興業務 優先度の高い復旧復興に関する業務

通常業務 継続業務 平常時と同様に継続する業務

縮小業務 他の業務を優先するため縮小する業務

休止業務 他の業務を優先するため休止する業務

(2)非常時優先業務の抽出
災害対応業務と１ヶ月以内に業務が実施できなかった場合に市民等に影響を及ぼす通
常業務を、非常時優先業務として抽出します。

(3)目標復旧時間の考え方
業務再開の優先順位の選定にあたり、業務が実施できなかった場合に、市民等に対して
どれだけ影響が発生するかという視点を勘案し、市民等の生命・財産の安全確保に要する
限度の時間を目安とした目標復旧時間を設定します。
なお、あらかじめ目標復旧時間を定めることが困難な業務については、「その他」としま
す。
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(4)休止業務
優先度の低い通常業務は、原則休止、抑制します。

(5)非常時優先業務のための人員の確保
市では、災害の発生や気象情報等が発表された場合には、参集基準により職員が参集し
ます。また、大規模な災害が発生した場合には、全庁職員が非常時優先業務を遂行します。
その後、発災後１ヶ月を目安にして、通常業務への移行を行います。
また、職員の参集や安否確認のため、職員の緊急連絡網の整備を図ります。

(6)公共施設におけるサービス制限
災害時において、公共施設は、平時の使い方を基本に防災拠点施設に位置づけることか
ら、その位置づけが解消されるまでの当面の間、本来の施設サービスの一部又は全部を制
限することがあります。

2　 事業所における業務継続計画の策定
事業所の責務として、災害時において優先的に実施すべき業務を整理するとともに、これらの
業務に必要となる人員や、サービス水準を明らかにした業務継続計画を策定するものとし、災害
の被害を最小にとどめ、早期に事業を再開できる体制を整えます。
特に、福祉サービスは、それを利用する方にとっては切実な問題であり、在宅で生活する避難

行動要支援者をはじめとした災害時要配慮者への対応として、早期に事業再開できる体制を整
えます。
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 第11章　 受援計画の策定

基本的な考え方

〇大規模災害時には、災害時相互応援協定締結自治体のほか、多くの自治体や関係
　機関、ＮＰＯ・ボランティア等からの支援が見込まれることから、円滑な受入れ
　ができるよう、依頼する業務や受け入れ体制の構築を進めます。
〇市が対応困難な場合には、県に広域的な支援調整を依頼します。

目標

〇応援職員が十分に力を発揮できるよう、宿泊等を含めた滞在中の生活支援を行い
　ます。

-
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第1節　 受援対象業務
災害時において、本市防災体制による対応が困難な場合は、県や他市町村への応援要請を行い、
派遣支援の連絡があった場合の受け入れ体制を構築します。
派遣支援の対象業務は、災害の状況や市の実施体制によって異なりますが、主に以下の業務へ
の協力が想定されます。
(1) 避難所運営業務
(2) 応急危険度判定業務
(3) 被災住宅調査業務
(4) 給水業務
(5) ライフライン復旧業務
(6) 災害廃棄物処理業務
(7) 被災者の救護・健康管理
(8) その他市の業務への協力
なお、市は、業務継続計画を策定するなかで、支援を要する業務を精査するものとします。

第2節　 情報連絡体制
初動時に、関係自治体等に情報発信し、先遣隊に情報提供を行います。
応援職員との情報共有を図るため、必要な情報収集、情報共有体制を明確にします。

第3節　 応援受入体制
災害対策本部に総括班を設置し、対応窓口を明確にします。

1　 総括班の役割
(1) 他自治体等からの連絡を受ける窓口

(2) 関係する各部署への取次ぎ
(3) 各部署からの要請に基づく応援要請
(4) 宿泊施設・野営地など場所や施設の調整
(5) 被害状況及び応援に対する需要の情報提供

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。

2　 災害派遣手当
市は、「大規模災害からの復興に関する法律」に準じて、大規模災害時の応急対策、復旧・復興
対策に関して、他の市町村等に派遣要請をした場合は、災害派遣手当を支給します。
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第3編　 災害応急対策計画
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 第1章　 応急活動体制

基本的な考え方

〇災害対策本部、防災関係機関、市民、地域、事業所、さらには協力団体や災害時応
　援協定締結事業所等が連携するとともに、専門家の知見の活用等により、災害応

　　　急対策に取り組みます。　
〇市は、災害対策を優先させるため、大規模災害時には市民サービスの一部を制限
　するとともに、被災者支援サービスを優先し、また、公共施設を防災施設として
　目的外使用します。
〇災害時には、対策本部が必要な対応を円滑に図られるよう、十分な人的体制を確
　保し、適宜予算の確保を図ります。

目標

〇職員や関係機関等が初動体制、動員体制などについて正しく理解し、的確に行動
　できるよう定期的にマニュアルを活用し、連絡訓練や防災訓練を実施します。

-

－89－



第3編　災害応急対策計画　 第 1章　応急活動体制

第1節　 市職員の初動体制（災害対策本部設置前の体制）

1　 災害対策本部設置前の体制
(1)あらかじめ指定を受けた部局の職員は、震度４の地震が発生したとき、又は警報等が発
令され災害発生が予想されるときは、応急活動ができる体制をとります。

(2)災害対策本部を設置するまでの間は、初動体制マニュアルに定める体制により被災情報
の確認活動や職員招集の準備等を行います。

(3)危機管理課は、災害規模や被害状況等を踏まえて、関係課による緊急対応会議の開催や、
さらには対策本部の設置を検討します。

　　　＊大雪の場合は「雪害応急対策課長会議」を開催します。

2　 災害対策本部設置前の活動内容
活動体制は、第３編各章の初期対応策に準じますが、特に事前準備及び警戒配備に万全を期し
ます。
(1)事前及び警戒配備下の活動
事前及び警戒配備下における活動の要点は、おおむね次のとおりとします。
①.県、福島地方気象台その他関係方面から気象情報、災害情報、道路交通状況、その他関連

情報等を収集し、今後の被害を予測します。
②.人的被害やライフライン被害、公共施設等建物被害に関する情報を収集し、被害の規模
や範囲を確認し、当該情勢に対応する措置を検討します。

第2節　 災害対策本部

1　 設置基準
市長は、次のいずれかに該当するときは、会津若松市災害対策本部（以下「災害対策本部」と
いう。）を設置します。
(1)市域に震度５弱以上の地震が発生したとき。

(2)災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。

(3)その他災害が予測され、総合的な応急対策を必要としたとき。
＊他の市町村等で大規模な災害が発生し、市全体で被災者の受け入れを必要とした場合は、災
害対策本部に準じた「災害支援対策本部」を設置するものとします。

＊雪害応急対策本部の設置基準は、第２編第４章第４節のとおりとします。

2　 設置及び解散
(1)設置の考え方
①.設置の判断

　市長は、特に強力に防災活動を推進するため必要と認めたときは、設置基準により、災害
対策本部を設置します。

②.設置場所
災害対策本部は、市役所本庁舎に設置します。
ただし、本庁舎に設置することが困難な場合は、生涯学習総合センター（會津稽古
堂）を代替施設とします。
また、同センターに設置することも困難な場合は、公共施設のうち設置に適した場所
を市長が指定するものとし、市東部に大きな被害が出ている場合には、北会津支所を、市
の南部、西部の被害の場合は、河東支所を代替施設として優先的に検討します。
なお、市中心部の民間施設を一時的に借用できる場合は、その施設も代替施設として
検討します。
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③.対策本部長
市長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)となり、災害に対応します。
市長不在の場合は副市長が、副市長が不在の場合は市民部長が代理します。

(2)緊急対応の考え方
　災害対策本部設置前に、災害発生から早急に応急対策が必要な場合は、本部長以下、上位
者の判断により応急対策を指示し、その実施対応経過を後日災害対策本部員に報告するも
のとします。

(3)解散方針
　本部長は、市域に災害発生の恐れがなくなった場合、又は災害復旧が進行し、特別の対策
が必要なくなったと認められるときは、災害対策本部を解散します。

(4)設置又は解散の周知
　災害対策本部を設置又は解散したときは、市民や地域、関係各機関に対し、速やかにその
旨を周知します。

3　 災害対策現地本部
災害発生場所、規模、その他の状況により、現地の公共施設等に対策本部を設けることが必要
と認めた場合は、現地本部を設置します。
なお、現地における緊急対応として支所や各市民センターは、地域の関係団体と協力し、地域
対応の組織編成に努めるとともに、災害対策本部との連絡体制を整えます。

4　 災害対策本部の組織編成等
「会津若松市災害対策本部条例」及び「会津若松市災害対策本部規程」の定めるところにより、
会津若松市災害対策本部の組織編成を行います。
(1)組織編成と分担任務

　会津若松市災害対策本部に各々の応急対策を担当する組織を設置し、総括事務局は、危機
管理課に設けます。
　それぞれの組織編成や事務分掌は、初動体制マニュアル及び資料編によります。
　なお、災害の状況により本部事務局職員の増員や、分担任務以外の業務を必要とする場合
は、本部長が職員の中から指名します。

5　 災害対策本部員会議
(1)本部長は、必要に応じて災害対策本部員会議（以下「会議」という。）を招集します。
(2)会議は、会津若松市災害対策本部組織編成表の部長以上の職（部長が不在のときは副部

長）にある者をもって開催します。
(3)会議は、必要に応じて関係者を招集することができるものとし、関係機関として、消防署、
警察署、消防団、社会福祉協議会等の出席を要請します。

(4)会議は、個人情報保護等の特別の理由を除くほか、原則公開とします。

6　 災害対策本部の協議事項
　災害対策本部は、全体的な被災状況を収集・把握するとともに、次の事項を協議し、応急
対策を決定します。
(1)災害対策本部の配備体制の決定及び廃止
(2)災害被害状況及びその他対応状況等の報告
(3)高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保等の決定
(4)県、自衛隊、他自治体への応援要請の決定
(5)防災関係機関、災害時応援協定締結事業所等及びその他関係団体への協力要請
(6)応急対策の指示（拠点施設の決定、地域や市民への情報提供、二次災害等への対応）
(7)その他災害対策に関すること

－91－



第3編　災害応急対策計画　 第 1章　応急活動体制

7　 防災関係機関及びその他外郭団体への協力要請
災害が発生した場合、災害対策本部及び防災関係機関は、所管又は関連する外郭団体へ、応急
対策を講ずるよう指示を行い、又は協力を要請します。

第3節　 非常時優先業務への対応
災害発生後は、以下の点に配慮して全庁的な対応を行います。

1　 初動体制に全力
災害初動時には、職員全員が災害対策本部の指揮の下、非常時優先業務を遂行します。

2　 業務分担は平時業務を基本に
通常業務の延長線上の災害応急対策が発生する場合は、その業務分担を原則とします。

3　 業務分担組織は原則「課」単位で
業務分担組織は、原則として「課」単位で構成します。ただし、業務量やその内容によってチー
ムを編成したり、「部」単位の分担にすることが効率的である場合は、柔軟な組織体制を検討し
ます。

4　 職員の参集
災害が発生した際には、職員の緊急連絡網（あいべあ）を利用して、職員参集を行います。

5　 職員の集合場所
災害時の集合場所は、基本的に所属する職場としますが、交通状況等により、職場に集合でき
ない場合は、公民館等最寄の市施設に一旦集合し、指示を待つこととします。
なお、災害対策本部職員の動員に関する事項は、初動体制マニュアルに記載します。その際、

職員に過重な負担とならないよう、対応状況を見据えながらローテ－ションを組むなど、職員の
健康にも配慮します。
また、動員にあたっては、各部の配備動員計画により最大人員の準備を基本としますが、そこ
までの必要がないと認めるときは、順次配備体制のレベルを引き下げます。
(1)動員体制の時期及び内容

(2)動員の手続き（休日や夜間等の勤務時間外含む。）

(3)動員の区分及び人員

(4)各部ごとの配備・動員
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 第2章　 支援の要請

基本的な考え方

〇大規模災害発生時には、一時的に県や他市町村、関係機関、ボランティア、ＮＰＯ
　法人等多くの人の支援が必要となります。そのため、災害状況に応じて、速やかに
　県、他市町村や自衛隊等への支援要請を行います。

目標

〇多くのボランティアやＮＰＯ法人等の支援ネットワークを構築し、また災害時の
　ボランティアセンター設置に係る環境整備への協力や受け入れ体制の構築に努め
　ます。

-
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第1節　 地方自治体、自衛隊、防災関係団体等に対する要請
大規模災害時において、災害対策本部及び消防機関、その他市内の関係機関のみでの対応が困
難と判断した場合は、速やかに県や他市町村、関係機関、自衛隊等に応援・協力要請を行います。
また、必要に応じ、県に代替業務を依頼するなど、他市町村との調整を依頼します。

要請の種類 要請先（内容等） 根拠法令等

地方自治体等へ
の応援要請 指定地方行政機関等の長（職員の派遣要請）

災害対策基本法第 29条
第2項

知事（指定行政機関及び指定地方行政機関の
職員の派遣あっせん要請）

災害対策基本法第 30条
第 1項、第 68条

知事（他の自治体職員の派遣あっせん要請）

災害対策基本法第 30条
第 1項、第 68条、地方自
治法第252条の17

他の市町村（応援の要請） 災害対策基本法第 67条

知事（応援の要求及び応急措置の実施要請） 災害対策基本法第 68条

相互応援協定自治体の長（物資・資機材・車
両提供・職員派遣等）

自治体相互応援協定

自衛隊への派遣
要請等 知事(自衛隊の派遣要請)

災害対策基本法第 68条

の 2第 1項

自衛隊(知事に派遣要請の要求ができない場

合の通知)

災害対策基本法第 68条

の 2第 2項

防災関係団体等
への応援要請 消防本部等(消防相互の応援等)

消防組織法第39条

知事(消防庁長官に対する応援要請)

消防組織法第 44条、福

島県緊急消防援助隊受

援計画

防災関係機関等（協定等に定める事項等) 各種応援協定等

報道要請 テレビ、ラジオの報道機関 任意の報道要請

第2節　 ボランティア活動支援
災害時にボランティア活動を円滑かつ効果的に行うために、社会福祉協議会等の地域ボランティア

活動に関係する団体等と協議し、災害時の活動体制や組織づくりに必要な環境整備、ボランティア活
動への参加啓発を行います。

1　 災害ボランティアセンターの設置

大規模災害時において、社会福祉協議会は、災害対策本部と協議のうえ、被災状況等を踏ま

えて「災害ボランティアセンター」を開設します。
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2　 災害ボランティアセンターの設置場所
災害ボランティアセンターは、災害対策本部と社会福祉協議会の協議により決定した場所に設置し

ます。
なお、設置にあたっては、災害ボランティアが待機できる場所の確保に配慮します。
また、特に著しい被害を受けた地域がある場合は、社会福祉協議会は、現地災害ボランティアセン

ターを設置します。

3　 災害ボランティアセンターの運営体制
災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会が中心となって運営し、活動方針や運営については、

災害ボランティアセンター自らの決定に委ねることとします。
災害対策本部は、ボランティア活動者へ交通情報や宿泊場所等に関する情報提供等を行うとともに、
社会福祉協議会への運営支援に努め、センター設置に必要な情報や資機材、活動拠点等の提供等、
環境整備に協力します。また、災害対策本部は、必要に応じ災害ボランティアセンターに市職員を派
遣常駐し、運営支援と相互の情報共有を図ります。

4　 災害ボランティアセンターの役割

(1)被災者が必要とするボランティア情報の把握

(2)災害対策本部と連携したボランティアの募集

(3)災害ボランティアの受入れ及びそのコーディネート

(4)ボランティア活動に必要な被害箇所、交通、ライフライン等に関する情報の提供

(5)災害ボランティアに関する災害対策本部との情報共有

5　 ボランティアに協力要請する内容

(1)避難所における避難者支援（食糧や支援物資の配給、子どもとの遊び等）

(2)被災者宅における支援活動

(3)救援物資の仕分け、配給

(4)ボランティアセンターの運営協力

(5)その他災害対策業務への協力

第3節　 公共的団体等との協力
効率的な応急対策活動を実施するため、市内における公共的民間団体及び災害支援活動を目的

とするＮＰＯ・ボランティア、防災組織等から次の協力を得ながら取り組みます。
なお、これら団体等の協力業務及び協力方法については、災害時における活動が能率的に処理で

きるよう、その内容の周知徹底を図るものとします。

　１　異常現象、災害危険箇所等を発見した場合は、災害対策本部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　被災者に対する炊出し、救援物資の配布等に協力すること。
　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　その他の災害応急対策業務（罹災証明書交付事務等）に協力すること。

なお、公共的団体とは、日赤奉仕団、医師会及び歯科医師会、薬剤師会、農業協同組合、漁業協
同組合、森林組合、商工会議所、青年団、婦人会等をいい、防災組織とは、地域組織、自主防災組織、
業種別の防災組織をいいます。
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 第3章　 情報の収集・伝達

基本的な考え方

〇市及び防災関係機関は、災害が発生した場合、直ちに市域の被害状況について調
　査を行います。
〇市民や関係機関からの多様な災害情報の集約化と共有化を図ります。また、市民
　からの情報を速やかに応急対策に結びつける体制を構築します。
〇災害時の情報伝達は、ＩＣＴ（ＳＮＳなど）の活用を優先させる一方で、情報弱
　者への配慮やリスク分散のため複数の伝達手段によって行います。

目標

〇予報、警報及び避難命令は、迅速かつ正確に地域住民に伝達周知するよう努める
　ほか、異常気象時には地域住民自らが的確に避難等の判断ができるよう、知識の
　普及に努めます。
〇災害時の緊急情報連絡体制の構築にあたっては、「どのツールを、どの対象者に、
　どの時点で、どのような内容で発信するのか」を明確にします。
〇県及び市は、災害情報を一元的に把握し、共有する体制の整備を図り、災害対策本
　部の機能の充実・強化に努めます。

-
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第1節　 情報伝達体制

　　災害時において、確実に災害対策本部や防災関係機関に情報伝達できる体制を構築します。

1　 災害時の通信手段の確保
(1)通信機能の確認

災害対策本部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、障害が生じたときは、速やかな復旧に努めるものとします。

(2)複数の通信手段の活用
災害対策本部と防災関係機関、協力機関等相互間の指令の伝達及び報告等の通信には、原
則としてＩＣＴ機器とＩＣＴ以外の機器による文書通信を併用して行います。

(3)指定電話
災害対策本部及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一

を図ります。　

(4)リエゾン派遣要請
災害対策本部事務局は、災害対策本部会議への関係機関の出席、リエゾン（災害対策現地

情報連絡員）派遣等を要請します。
リエゾン派遣職員は、通信が途絶した場合を想定し、衛星携帯電話を携帯します。

　情報通信手段一覧

ツール 対象者 どの時点 どのような内容で

電話 通話相手 必要時 情報伝達、連絡

専用電話 通話相手 大規模災害時 情報伝達、連絡

ＦＡＸ 送信相手 必要時 情報伝達、連絡

消防無線
無線受信者（市、消防本
部、消防署、消防団）

災害に備える段階で 情報伝達、連絡

防災メール 登録者 災害状況に応じて 情報伝達、連絡

消防団メール 消防団員 災害に備える段階で 情報伝達、連絡

Ｊアラート 市 国が災害に備える段階で
国民保護情報
災害情報伝達、連絡

   ＊「災害時」とは、災害が発生したとき、又は発生する恐れがあるときをいいます。

2　 ＩＣＴの有効活用
携帯メール等を活用したＩＣＴ情報ネットワークの構築に努め、災害情報を多くの方に一斉に送信し

ます。
県・近隣市町村及び防災関係機関との連絡については、県総合情報通信ネットワークシステム等を

利用して行います。

3　 有線通信網等の有効活用

(1)ＦＡＸの利用
　災害対策本部と防災関係機関、協力機関等相互間の指令伝達及び報告等の通信には、ＦＡ
Ｘによる文書通信を行います。

(2)優先電話の利用
　事前にＮＴＴ東日本から優先電話の指定を受けることにより、緊急時に優先して回線がつなが
る緊急優先電話を活用します。
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　優先電話は発信のみ優先扱いとなり、着信については一般電話と同じであるため、緊急時に
は発信用として使用します。

(3)警察・消防通信の利用

①.警察有線電話通信網

県警察本部を中心に、各警察署、交番及び駐在所を結ぶ警察有線電話通信網を活用す

る協力体制を図ります。

②.消防通信

消防本部を中心に、各消防署、分署、出張所を結ぶ消防専用回線を活用して協力体制

を図ります。

4　 通常の通信手段が途絶した場合の体制
災害時における通信途絶があったときの対策措置については、以下の方法により通信網を確

保し、災害応急措置に万全を期します。

(1)県総合情報通信ネットワークの利用

(2)リエゾン派遣職員が携帯する衛星携帯電話の利用

　　また、停電に備えて非常用電源の確保に努めます。
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〔関係機関災害情報連絡系統図〕
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5　 情報伝達における配慮事項
(1)要配慮者等への対応
①.社会福祉施設等

　各施設の管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員及び利用者に対し、避
難等の情報伝達を行います。

②.在宅要配慮者
　消防署、警察署、民生児童委員、自主防災組織等の避難支援者の協力を得て、要配慮者
（避難行動要支援者等）に対して情報伝達を行います。

③.障がい者等への配慮
　視覚障がい者や聴覚障がい者等の障がいの特性に配慮し、電話やＦＡＸのほか、多様
な手段を活用します。

(2)外国人等への配慮
　テレビ、ラジオ等の放送機関等を通じ「やさしい日本語」を含む多言語での情報伝達に努め
ます。また、会津若松市国際交流協会の協力を得て、情報伝達に努めます。

第2節　 被害情報の収集・伝達体制
災害時に多くの関係機関から発信される様々な情報や、市民から寄せられる多様な情報の共有化、

集約化を図ります。
また、災害情報に関してＧＩＳにより地図を作成するなど可視化を図ります。

1　 被害情報の収集
(1)関係機関の被害情報の集約

　防災関係機関に寄せられた様々な情報は、災害対策本部で一元管理します。
　また、市民に必要な内容については、市のホームページ等で周知を図るとともに、対策本部
会議等で随時情報を提供し、共有化を図ります。

(2)市民からの被害情報の集約
　市民から電話やＦＡＸ、メール等で災害対策本部に寄せられた情報は、緊急性、重要性を考
慮し、選別・整理・評価する体制を構築し、災害対策本部が一元管理します。

(3)水害、土砂災害パトロール等からの情報収集
　河川を管理する関係機関は、危険が見込まれる箇所等をパトロールするとともに、地域住
民から必要な情報の聞き取りを行います。
　また、災害危険区域内の区長を情報連絡員とし、大雨、洪水等の警報が発令されたときな
ど、災害発生の恐れがある場合には、状況を把握するとともに、早急に地域住民に周知徹底を
図る等の協力を行うものとします。

2　 情報の整理
市民等から得られた情報は、災害対策本部内に総括班を設置し、種別や緊急度等に応じた分類を

行い、庁内関係課や関係機関に必要な情報を伝達します。また、被災等の情報を集約することで、可
視化に努めます。

3　 情報伝達訓練の実施
災害時に円滑な情報伝達ができるよう、総合防災訓練等において情報伝達訓練や情報のトリアージ

（緊急性を判断し優先順位を付して選別化）訓練を実施します。　
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 第4章　 災害時の広報

基本的な考え方

〇被災情報や災害対策情報は、速やかに市民や市の施設（市民センターやコミュニ
　ティセンター）及び報道機関に対し広報し、市民との情報の共有化を図ります。
　また、最新の災害情報は、市のホームページにて公表します。
〇全ての市民が情報を確実に受け取れるよう、ＩＣＴ機器をはじめ多様な情報伝達
　手段（防災メール、ＦＭ放送、市政だより等）により広報します。

目標

〇災害情報提供に際しては、速やかで確実な行動に結びつくよう、簡潔でわかりや
　すい表現等に配慮します。
〇マスメディアで報道していない地域被災情報や、支援物資給付などの二次的な情
　報、ローカルな情報を継続して提供します。　

-
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第1節　 実施機関と相互連絡体制

　　　災害時広報の実施機関と相互連絡体制を構築します。
(1)災害対策本部は、災害発生後、速やかに市民及び報道機関に対し、被害の状況及び復旧の
見込み、当面の応急的措置に関する広報活動を行います。

(2)防災関係機関は、その管轄事項で市民に必要となる情報を災害対策本部に提供し、災害対
策本部は、情報を集約して一元化した上で、市民に広報するものとし、あわせて防災関係
機関は自身のホームページ等で広報するものとします。

(3)災害対策本部は、防災関係機関と相互に連絡を取り合い、災害情報の一元化及び共有化を
図ります。

(4)広報活動に関する主な実施機関とは、次の機関をいいます。
①.市役所・消防本部・消防署・消防団
②.福島地方気象台
③.県会津地方振興局
④.県会津若松建設事務所
⑤.会津若松警察署
⑥.阿賀川河川事務所
⑦.郡山国道事務所会津若松出張所
⑧.東北電力ネットワーク㈱ 会津若松電力センター等電力機関
⑨.東日本電信電話㈱福島支店等通信機関
⑩.東日本旅客鉄道㈱その他の交通機関
⑪.ガス・石油等供給機関
⑫.市社会福祉協議会
⑬.その他の実施機関

第2節　 災害対策本部が行う広報及び実施手順

1　 災害時広報の実施方針
(1)　総合的な情報提供は、市ホームページを基本とし、また、通信連絡手段として防災メール
をはじめとする携帯メールやツイッター、フェイスブック等のＳＮＳを活用します。さらに
は、広報チラシ等も活用します。

(2)　最新の災害情報は、市のホームページで公表するものとし、一定程度情報を整理した内容
を広報チラシ、ＦＭ放送、デジタルサイネージ、テレビ等で周知します。

(3)　災害発生からの時間の経過を踏まえて、被災者の必要性に即した二次的な情報を的確に
提供することを目指します。

2　 災害時広報の区分
災害時の広報にあたっては、災害段階に応じた情報を提供します。

(1)　警戒段階での広報（水害、土砂災害等における高齢者等避難、避難指示等）

(2)　災害発生直後の広報（地震や大規模な事故・災害等の被害状況、緊急安全確保等）

(3)　被害状況が鎮静化した段階の広報（災害二次情報、生活支援情報等）

広報手段一覧

ツール 対象者 どの時点 どのような内容で

防災メール メール登録者
災害のおそれが高まっ
ている時・災害時

注意喚起、災害内容、対応内容

緊急速報メー
ル

エリア内の携帯電話等
所有者

大規模災害時 緊急時災害内容、対応内容

ＳＮＳ ＳＮＳ登録者 随時 災害内容、対応内容
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投稿者からの情報

市、防災関係機
関ホームペー
ジ

インターネット利用者
災害情報を取りまとめ
た時点

詳細な情報、最新情報

デジタルサイ
ネージ

設置施設利用者 災害時 詳細な情報、最新情報

テレビ テレビ視聴者 災害時 災害内容、対応内容

ＦＭ放送 ラジオ視聴者 災害時
災害内容、対応内容
二次情報

広報車 広報車巡回エリア 災害時 災害内容、対応内容

消防団広報車 消防広報車巡回エリア 災害時 災害内容、対応内容

広報チラシ 市内全世帯
災害情報を取りまとめ
た時点

詳細な情報

地域の放送設
備

放送設備を持つ地域
（広報協力地域のみ）

災害情報を取りまとめ
た時点

災害内容、対応内容、詳細な情報

市役所放送設
備
（本庁、北会
津、河東）

放送聴取可能エリア 災害時 災害内容、対応内容

Ｌアラート
テレビ視聴者
インターネット利用者
等

災害時 災害内容、対応内容

防災アプリ アプリ利用者
災害のおそれが高まっ
ている時・災害時

注意喚起、災害内容、対応内容

災害時電話発
信サービス

スマートフォン、携帯
電話でメール機能が使
用できない、かつ浸水
想定区域、土砂災害警
戒区域に居住の高齢
者・障がい者等

災害時 注意喚起、災害内容
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広報内容の決定

市民等

各部・各課 防災関係機関 警察・消防署 市民等

市役所関係課

災害対策本部
（総括班）

（電話・ＦＡＸ・メール等）情報収集

災害時情報広報概要図

－インターネット－

　　 市ホームページ
 関係機関ホームページ

－メール等－
防災情報メール
緊急速報メール

 ＳＮＳ

－マスメディア－
         FM放送
          テレビ
       データ放送

－広報車－

          市広報車
        消防広報車

－その他－
情報提供施設

       チラシ（稽古堂等）
     デジタルサイネージ

－放送設備－
   市役所放送設備

   町内会放送設備
　　（協力いただける町内会）
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第3節　 報道機関等への発表・協力要請
災害発生後において把握した市内の被害状況は、報道機関等へ速やかに発表します。　
その後の被害状況、対策情報についても継続して提供します。
報道機関等への緊急放送の要請については、以下の内容とします。
１　災害時におけるスポット放送
２　市政広報番組の利用
３　特別報道番組の要請

第4節　 市のサーバが被災した場合の広報協力
サーバ等の被災によりホームページでの情報発信が不能となった場合、他自治体との災害時

相互応援協定の締結等により、ホームページの開設や情報の掲載を代行し、迅速に情報を発信す
る仕組みの構築を検討します。

防災豆知識(その６):様々な防災情報源
【防災情報メール】

緊急時や災害発生時等に、防災情報を電子メールで配信するサービスです。
現在、気象警報・情報、災害情報、火災発生情報等を配信しています。
市のホームページ上の「あいべあ」から登録できます。

【あいべあ】
住民との協働でまちを元気にする地域密着型のコミュニケーションサービスです。
会津若松市と大熊町が共同で構築し運営しています。
市のホームページ上の「あいべあ」から利用できます。

【緊急速報メール（エリアメールなど）】
気象庁が配信する特別警報・緊急地震速報や国・地方公共団体が配信する災害・避難情報な
どを、被災の恐れのあるエリアの携帯電話などに、一斉に発信する各通信会社のサービスです。
特別警報が発表された場合や最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上の予
想地域に一斉配信されます。
また、避難指示等の情報の発令についても、一斉配信されます。

【エフエム会津】
会津若松市を中心に放送するコミュニティ放送で、災害時応援協定により、優先的に災害情報
を放送します。周波数は 76.2ＭＨｚです。

【テレビ　データ放送】
　ＮＨＫなどテレビのデータ放送では、気象情報をはじめ、警報や注意報、避難所などの災害情
報に関するものなど、災害時に役立つ情報を見ることができます。リモコンの“ｄ”、“デー
タ”“連動データ”“データ連動”などと表記されたボタンを押すとご覧いただけます。
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 第5章　 消防・救急救助活動

基本的な考え方

〇過去の大地震では、類焼による人的被害が多数発生していることから、火災に際
　しては、市民や地域、事業所が初期消火に協力し、消防署及び消防団が連携した消
　火活動を行います。
〇救急救助活動にあたっては、消防署が中心となり、消防団等が協力して負傷の程
　度を判断して対応します。また、警察署は交通の確保に協力します。
〇大規模災害の場合、住民等の救出・救護活動体制をとるため、必要に応じて自衛
　隊の災害派遣要請を行います。

目標

〇市民や事業所等を対象に防災訓練等において知識の普及を図り、自主防災組織が、
　自身の安全を守りながら、初期消火が確実に行える体制づくりに努めます。

-
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第1節　 消防活動

消防関係機関が取り組む大規模災害時における消防活動の基本方針及び市民、地域、事業所が
担う活動内容は以下のとおりとします。

1　 消防署災害時活動の基本方針

大規模災害時消防活動の基本方針

(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
に消防活動を行います。

(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、住民の安全確保を最
優先して、道路、河川、耐震建築物、空き地等を活用し、延焼を阻止します。

(3)　事業所等の火災に対して、市街地に延焼のおそれがある場合に限り、局所的に
防御し、市街地の火災防御活動を優先します。

(4)　広域的な大規模災害が発生した場合は、「福島県広域消防相互応援協定」に基
づき県内消防本部から、更には、「消防組織法」に基づく緊急消防援助隊の応援を
受け、消防活動を行います。

　　ただし、不特定多数を収容する対象物等から出火した場合は、人命の救助を優
先とした消防活動を行います。

2　 消防署と消防団の活動

活動内容

(1)　出火の防止
　火災等の災害発生が予測される場合は、居住地付近の住民に対し、出火防止及
び飛び火の警戒を呼びかけます。

(2)　消火活動
　消火活動を消防署と消防団が協力して行います。

(3)　情報の収集
　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
策本部への報告を行います。

(4)　救急救助
　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
います。

(5)　避難誘導
　避難指示が発令された場合は、主に消防団は、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市民を安全な場所に避難させます。
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3　 地域及び自主防災組織が担う活動

活動内容

(1)　出火の防止呼びかけ
　各家庭におけるガス栓及びストーブ等、火の元の安全を確認し、相互の呼びか
けを行います。

(2)　消火活動
　火災が発生したときは、自身の安全確保を第一とし消火器、可搬ポンプ等を利
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、その指示に従い
ます。また、町内会等の連絡網を活かし、できる限り地域住民の安否確認を行う
よう努めます。

4　 事業所が担う活動

活動内容

(1)　火気、ガス、石油類の遮断を確認します。

(2)　火気類の点検等必要な措置を行います。

(3)　自衛消防隊を組織し、その計画に従って行動します。

第2節　 救急救助活動
防災関係機関が取り組む救急救助活動及び市民、地域、事業所が担う救助活動の内容は、次の
とおりとします。

1　 消防署を核とした救急救助活動
地震災害時の救急救助活動は、火災等の緊急の度合いを考慮して、消防署が現有資機材を有効
に活用しながら行います。
ただし、同時多発的に多数の要救助者が発生した場合は、本部長は必要に応じて、市職員を動

員するほか、警察及び消防団等の防災関係機関にも協力を要請し、迅速かつ効果的な救急救助活
動を行います。

活動内容

(1)　救助は、救命措置を必要とする者を優先救出し、軽傷者は消防団員、自主防災
組織及び付近住民に協力を求めて救出を行います。

(2)　傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を優先して医療機関に搬送します。

(3)　傷病者の救急手当の処置についても、重症者を優先し、その他軽傷者は消防団
員等の協力を得て応急手当を行います。

(4)　救助活動において、住民等が混乱状態にならないよう、警察機関等の協力を求
め、スムーズな活動の体制を確保します。
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2　 警察署の活動

活動内容

(1)　救出、救護班の派遣
　警察署長は、被害の程度に応じて、署員を被災地域に派遣し、倒壊、埋没家屋等
からの救出、救護及び避難に遅れた者の発見、救護に努めます。

(2)　措置要領
①.救出・救護活動にあたっては、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校、その他
多人数の集合する場所を重点に行います。

②.救出、救護活動にあたっては、保有する装備資機材のほか、あらゆる資材を
活用し、迅速な救護・救出措置を講じます。

③.救出した負傷者は、応急措置を施したのち、救急隊、救護班等へ引き継ぎ、又
は警察車両等を利用し、速やかに医療機関に収容します。

3　 地域及び自主防災組織の活動

活動内容

(1)次により自主的な救助活動を行います。
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ます。
②.救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に努めます。
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、早期救助を図り
ます。
④.救助活動を行うときは、可能な限り市町村、消防機関、警察と連絡を取り、そ
の指導を受けるものとします。

(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います。
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

4　 事業者等の活動

活動内容

(1)次により自主的な救助活動を行います。
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ます。
②.救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に努めます。
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、早期救助を図り
ます。
④.救助活動を行うときは、可能な限り市町村、消防機関、警察と連絡を取り、そ
の指導を受けるものとします。

(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います。
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
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5　 自衛隊の出動要請
災害対策本部長は、自衛隊出動の必要があると判断した場合には、第３編第２章第１節の自衛

隊の災害派遣要請に基づき、速やかに派遣要請手続きをとり、自衛隊の部隊による救出・救護活
動体制をとります。

6　 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います。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します。
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 第6章　 避難対策

基本的な考え方

〇避難情報等(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保）は、気象情報やパトロール
　情報を踏まえて、できるだけ早い段階で発令し、注意喚起することにより災害被
　害を減らします。
〇避難所開設後は、避難者の状況を把握し、要配慮者等で二次避難所や福祉避難所
　などへの移送が必要な場合は、速やかに対応します。
〇避難所運営は、市と地域、ＮＰＯ・ボランティア等が協力して行う体制を構築し
　ます。

目標

〇避難者が円滑に避難生活ができるよう、入所者の状況を確認し、必要な支援内容
　を把握します。
〇令和２年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避
　難者の過密対策など感染症防止の観点を取り入れた対策を推進します。

-
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第1節　 避難指示等避難情報

1　 実施責任者及び実施の要件

　⑴　実施責任者

市民の生命、身体に危険を及ぼす水害や地震等が発生し、又は発生する恐れがある場合には法
律によって次のとおり実施責任者が高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保等（以下「避難指示
等」という。）を発令します。

区分 実施責任者
（根拠法令等）

措置 実施の要件

警戒レベ
ル３
高齢者等
避難

市長
（災害対策基本法
第56条第2項）

災害時要配慮者に対
する避難行動の開始

災害が発生する恐れがある場合において、
災害時要配慮者が避難行動を開始する必
要があると認められるとき。

警戒レベ
ル４
避難指示

市長
(災害対策基本法
第 60条)

立退き及び立退き先
の指示

「屋内安全確保」の指
示

災害が発生する恐れが極めて高い場合に
おいて、特に必要があると認められると
き。

知事
(災害対策基本法
第 60条)

災害の発生により、市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)

水又は高潮の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）

立退き及び立退き先
の指示

「屋内安全確保」の指
示

市長が避難のための立退き若しくは「屋内
安全確保」を指示することができないと認
めるとき。
市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

人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又
は財産に重大な損害を及ぼす恐れがある
場合において、特に急を要するとき。

自衛官
（自衛隊法第 94
条）

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、
危険な事態がある場合において、警察官が
その場にいないとき。

警戒レベ
ル５
緊急安
全確保

市長

命を守るための最
善の行動を促す

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

知事 災害の発生により、市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。

　⑵　避難指示等が発せられる場合

避難指示等の対象となる災害発生があると予想される場合は、次のとおりです。

①.災害により河川上流の地域が被害を受け、下流地域に危険があるとき。
②.地すべり、山くずれ、崖崩れ等による発災が予想されるとき。
③.火災が風下に拡大する恐れがあるとき。
④.河川が氾濫注意水位を越え、洪水が発生する恐れがあるとき。
⑤.地震による建築物等の倒壊に関して、被災建築物等に対する応急危険度判定により災
害が発生する恐れがあると判断されたとき。
⑥.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とき。
⑦.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とき。
⑧.その他、住民の生命又は身体を災害から保護するのに必要と認められるとき。

2　 避難指示等の発令
災害対策本部長は、指示の時期、範囲等を定め、次の基準により避難指示等を発令します。
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⑴　避難指示等の判断基準　

区分 発令時の状
況

住民に求める行動 状況の例

警戒レ
ベル３
高齢者
等避難

災害のおそ
れあり

・高齢者等※は危険な場所から
避難（立退き避難又は屋内安
全確保）する。
※避難を完了させるのに時間
を要する在宅又は施設利用者
の高齢者及び障がいのある人
等、及びその人の避難を支援す
る者
・高齢者等以外の人も必要に
応じ、出勤等の外出を控えるな
ど普段の行動を見合わせ始め
たり、避難の準備をしたり、自
主的に避難するタイミングで
ある。例えば、地域の状況に応
じ、早めの避難が望ましい場所
の居住者等は、このタイミング
で自主的に避難することが望
ましい。

・水位観測所の水位が避難判断水位に
達し、さらに上昇する恐れがある場合。
・近隣で土砂災害の前兆現象（湧き
水、地下水の濁りや量の変化）が発見
される。
・大雨警報が発表されており、表面雨
量指数の予測値が大雨警報（浸水害）
基準に到達する場合（気象庁の提供し
ている大雨警報（浸水害）の危険度分
布で〔警戒〕）
・水位周知河川及びその他の河川につ
いて、流域雨量指数の予測値が洪水警
報基準に到達する場合

警戒レ
ベル４
避難指
示

災害のおそ
れ高い

・危険な場所から全員避難
（立退き避難又は屋内安全確
保）する。

・水位観測所の水位が氾濫危険水位に
達した場合。　　　　
・１つの地区全体で床下浸水が発生す
る。　　　　
・近隣で土砂災害の前兆現象（斜面崩
壊、斜面のはらみ、擁壁・道路等にク
ラック）が発見される。
・土砂災害警戒情報が発表された時
は、状況を総合的に判断した上で発令
する。
・大雨警報が発表されており、表面雨
量指数の予測値が大雨警報（浸水害）
基準に到達している場合（気象庁の提
供している大雨警報（浸水害）の危険
度分布で〔非常に危険〕）
・水位周知河川及びその他の河川につ
いて、流域雨量指数の予測値が洪水警
報基準を大きく超過する場合

警戒レ
ベル５
緊急安
全確保

災害発生又
は切迫（必
ず発令され
る情報では
ない）

・指定緊急避難場所等への立
退き避難することがかえって
危険である場合、緊急安全確保
する。ただし、災害発生・切迫
の状況で、本行動を安全にとる
ことができるとは限らず、また
本行動をとったとしても身の
安全を確保できるとは限らな
い。

・堤防の決壊や越水・溢水が発生した
場合。
・土砂災害が発生した場合。

※1「近隣の安全な場所」：避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等
※2「屋内安全確保」：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動

市町村等

表面雨量指数

基準Ⅲ
（大雨警報（浸水害）の基準よ
りも一段高く設定した基準）

基準Ⅱ
（大雨警報（浸水）

基準）

基準Ⅰ
（大雨注意報基準）

会津若松市 18 11 7
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⑵　避難指示等の判断基準（水害）

　以下の判断基準を踏まえ、また、パトロール等による現場の状況を勘案しながら対策本部長が
決定する。

避難指示
等の種類

阿賀川（馬越）
洪水予報河川

阿賀川以外の河川
（水位周知河川）

その他の河川等

警戒レベ
ル３
高齢者等
避難

１：水位が避難判断水位であ
る 5.00mに到達したと発表さ
れ、かつ、水位予測において引
き続きの水位上昇が見込まれ
ている場合
２：水位予測により、水位が
氾濫危険水位である 6.60m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）
３：軽微な漏水・侵食等が発
見された場合
４：日没までの時点で、夜間
から明け方に水位が避難判断
水位である 5.00mに到達する
と見込まれる場合

１：水位が避難判断水位に到
達した場合
２：水位が水防団待機水位
（又は氾濫注意水位）を越え
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
①上流の水位観測所の水位
が急激に上昇している場合
②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上流で大量又は強い降雨
が見込まれる場合
３：軽微な漏水・侵食等が発
見された場合
４：日没までの時点で、夜間
から明け方に水位が避難判断
水位に到達すると見込まれる
場合

１：河川の流域雨量指
数の予測値が洪水警報
基準に到達する場合
（気象庁の提供してい
る洪水警報の危険度分
布で〔警戒〕）
２：軽微な漏水・侵食
等が発見された場合
３：日没までの時点で、
夜間から明け方に高齢
者等避難の発令が必要
となるような強い降雨
が予想される場合

警戒レベ
ル４
避難指示

１：水位が氾濫危険水位であ
る 6.60mに到達したと発表さ
れた場合
２：水位観測所の水位が計画
高水位である 8.60m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）
３：異常な漏水・侵食等が発
見された場合
４：日没までの時点で、夜間
から明け方に水位が氾濫危険
水位である 6.60mに到達する
と見込まれる場合

１：水位が氾濫危険水位（洪
水特別警戒水位）に到達した
場合
２：水位が氾濫注意水位（又
は避難判断水位）を越えた状
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
①上流の水位観測所の水位
が急激に上昇している場合
②流域雨量指数の予測値が
洪水警報基準を大きく超過
する場合
③上流で大量又は強い降雨
が見込まれる場合
３：異常な漏水・侵食等が発
見された場合
４：日没までの時点で、夜間
から明け方に水位が氾濫危険
水位に到達すると見込まれる
場合

１：河川の流域雨量指
数の予測値が洪水警報
基準を大きく超過する
場合
（気象庁の提供してい
る洪水警報の危険度分
布で〔非常に危険〕）
２：異常な漏水・侵食
等が発見された場合
３：日没までの時点で、
夜間から明け方に避難
指示の発令が必要とな
るような強い降雨が予
想される場合

警戒レベ
ル５
緊急安全
確保

１：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）

１：決壊や越水・溢水が発生
した場合（水防団等からの報
告により把握できた場合）

１：決壊や越水・溢水
が発生した場合（水防
団等からの報告により
把握できた場合）

　避難指示等の判断基準は上記のとおりであるが、この運用にあたっては、次の事項に留意するこ
と。

（避難指示等発令の判断基準の基本的考え方）
・避難指示等を発令したにもかかわらず災害が発生しない、いわゆる「空振り」の事態を恐れず避
難指示等を発令すること。
・土砂災害や水位周知河川、その他河川等による浸水については、突発性が高く正確な事前予測
が困難なことが多いため、避難指示等の発令基準を満たした場合は、躊躇なく避難指示等を発令
すること。
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・高齢者等避難を発令したからといって必ずしも避難指示をださなければならないわけではな
く、危険が去った場合には高齢者等避難のみの発令で終わることもあり得る。このような認識の
下、時機を逸さずに高齢者等避難を発令すること。
・住民に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、
避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間
帯における高齢者等避難の発令に努めるものとする。
・事態が急変し、災害が切迫した場合には、必ずしも高齢者等避難、避難指示の順に発令する必要
はなく、状況に応じて、段階を踏まずに避難指示等を発令する等、柔軟に対応すること。
・たとえ避難場所が未開設であったとしても、あるいは夜間や外出が危険な状態であっても、災
害が切迫した状態であれば、原則として避難指示等を発令すること。

（判断基準の設定にあたっての関係機関の助言）
・福島地方気象台、北陸地方整備局阿賀川河川事務所や福島県等は、リアルタイムのデータを保
有しており、地域における各種災害の専門的知識を有していることから、災害発生の危険性が高
まった場合だけでなく、避難指示等の判断基準を設定する際にも、積極的に助言を求めること。

【河川の危険水位等】

区分 河川名
事務所
名

水位観
測所名

水防団待
機水位
（ｍ）

氾濫注意
水位
（ｍ）

避難判断
水位
（ｍ）

氾濫危険
水位
（ｍ）

計画高水
位(※１)

（ｍ）

堤防高
（ｍ）

洪 水
予 報
河川

阿賀川
阿賀川
河川事
務所

馬　越 3.40 3.90 5.00 6.60 8.60 9.00

水 位
周 知
河川

日橋川
阿賀川
河川事
務所

南大橋 2.60 3.20 3.50 4.60 5.37 6.69

湯　川
阿賀川
河川事
務所

新湯川 1.80 2.30 2.60 3.10 3.51 3.94

湯　川
会津若
松建設
事務所

湯川橋 0.90 1.40 1.50 1.80 1.92 2.46

宮　川
会津若
松建設
事務所

高　田 1.20 1.60 — 1.75 2.11 2.12

宮　川
会津若
松建設
事務所

開津 1.80 2.30 3.31 3.51 3.51 4.56

国土交通省　川の防災情報（http://www.river.go.jp）にて確認する

(※１)計画高水位（けいかくこうすいい）：川の堤防工事などの基準で、その堤防が耐えられる計画上の水
位。
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【洪水警報の危険度分布の基準値】
市町村等 基準Ⅰ

（洪水注意報基準）
基準Ⅱ
（洪水警報基準）

基準Ⅲ
（洪水警報の基準
よりも一段高く設定
した基準）

流域雨量指数基準 複合基準＊1 流域雨量指数基準 複合基準＊1 流域雨量指数基準

会津若松市 宮川流域=19.6
湯川流域=10.9
原川流域=8.9
氷玉川流域=8.6

宮川流域=（5，19.6）
氷玉川流域=（5，6.9）

宮川流域=24.5
湯川流域=13.7
原川流域=11.2
氷玉川流域=10.8

－ 宮川流域=27
湯川流域=15.1
原川流域=12.3
氷玉川流域=11.9

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。
気象庁　洪水警報の危険度分布（http://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html）にて確認す
る。

　⑶　避難指示等の判断基準（土砂災害）

　以下の判断基準を踏まえ、また、パトロール等による現場の状況を勘案しながら対策本部長が
決定する。

区分 判　断　基　準 情報入手先

警戒レベ
ル３
高齢者等
避難

１：大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災
害]）が発表され、かつ、土砂災害の危険度分布が「警戒
（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）となった場合
【「赤色メッシュ」内の土砂災害警戒区域等】
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
【通行規制に達する予想の地区】
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）に切り替える可能性が高い旨に言
及されている場合（夕刻時点で発令）
【会津若松市内すべての土砂災害警戒区域等】
４：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強
い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過す
ることが予想される場合

・気象庁ホームページ
（  http://www.jma.-
go.jp/jma/in
dex.html）

・防災情報提供システ
ム
（  https://bosai.j-
mainfo.go.jp/n
ew_bosai/fuken/in-
dex.html）

・県河川流域総合情報
システム
（  http://kasenin-
f.pref.fukushi
ma.jp/gis/）

・XRAIN 雨量情報
（  http://www.riv-
er.go.jp/x/xm
n0107010.php）

・県土砂災害警戒区域
等の指定箇所
（  http://www4.pre-
f.fukushim
a.jp/sabou/new-
main.html）

警戒レベ
ル４
避難指示

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
【「濃い紫メッシュ」及び「薄紫メッシュ」内の土砂災害警戒区
域等】
２：土砂災害の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」（警戒
レベル４相当情報[土砂災害]）となった場合
【「薄紫メッシュ」内の土砂災害警戒区域等】
３：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降
雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過するこ
とが予想される場合（夕刻時点で発令）
４： 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降
雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・
通過することが予想される場合（立退き避難中に暴風が吹き
始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令）
【記録的短時間大雨情報が発表された場合の市内の「赤色メッ
シュ」内の土砂災害警戒区域等】
５：土砂災害の前兆現象（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
【前兆現象確認地区】

警戒レベ
ル５
緊急安全
確保

（災害が切迫）
１：大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂
災害]）が発表された場合
（災害発生を確認）
２：土砂災害の発生が確認された場合

　避難指示等の判断基準は前述のとおりであるが、この運用にあたっては、次の事項に留意するこ
と。
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・土砂災害は、洪水等の他の水災害と比較すると突発性が高く、正確な事前予測が困難であり、発
生してから逃げることは困難で木造家屋を流出・旋回させるほどの破壊力を有しているため、人
的被害に結びつきやすい。一方で、潜在的に危険な区域は事前に調査することでかなりの程度で
把握することができ、危険な区域から少しでも離れれば人的被害を軽減できる。土砂災害はこの
ような特徴を有しているため、危険な区域の居住者は立ち退き避難をできるだけ早く行うことが
必要である。
・夜間や暴風・豪雨等により外出が危険な状況であったとしても、躊躇することなく避難指示等
を発令することを基本とする。
・住民に対して避難指示等を発令するにあたり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、
避難指示及び緊急安全確保を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間
帯における高齢者等避難の発令に努めるものとする。
・避難指示等の判断に必要な情報については、情報を発表した福島地方気象台、県土木部等との
間で、相互に情報交換すること。
・関係機関との情報交換を密に行いつつ、近隣の市町村でどのような状況になっているか、暴風
域はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害や前兆現象が発生していないか等、広域的な状
況把握に努めること。
・自然現象を対象とするため、想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生
することもあることから、前兆現象、巡視等により自ら収集する現地情報、避難行動の難易度（夜
間や暴風雨の中での避難等）等、必ずしも数値等で明確にできないものも含めて、総合的な判断
を行う必要があること。
・災害の原因となる現象が発生している地区からの距離や地理的状況等により、異なる種別の避
難指示等を発令することが適切な場合もあること。

　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、避難指示等の対象区域などを踏まえ、総合的な判断をして避難指
示等の発令を行うものとする。

　⑷　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
「とるべき防災対策」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。

磐梯山　噴火警戒レベル

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
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
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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
避難等が必要。

●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。飛散する大きさのもの
　　とする。
　２　融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。
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3　 避難指示等の内容
高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の内容

(1)警戒レベル（【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】避難指示、【警戒レベル
５】緊急安全確保）

(2)避難対象地域
(3)高齢者等避難、避難指示の理由
(4)避難先（安全な方向及び避難場所）

　　　* 水害の場合、避難指示を発令するときは、「立ち退き避難」又は「近隣の安全な場所」
への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を
明記すること。

(5)避難経路（可能な場合）
(6)注意事項（戸締り、火の始末、携行品、服装、災害時要配慮者への呼びかけ等）

【避難時の広報・留意点】
(1)水害時の広報例

ア.浸水深 50cm(膝上）以上での避難行動は危険です。
イ.浸水深 20cm程度でも流速が早い場合は、歩行不能になります。
ウ.用水路等への転落の恐れがある場所では、道路上10cm程度でも危険です。
エ.避難所までの歩行が危険な状態になった場合は、自宅や隣接建物の２階等へ避難し
てください。

オ.大至急、近くの安全な場所に緊急に避難するか、屋内の安全な場所に避難してくだ
さい。（命を守る最善と考えられる安全確保行動を行うことを呼び掛ける。）

(2)土砂災害の広報例
ア.（土石流に関しては）渓流から直角方向にできるだけ離れてください。
イ.渓流を渡って対岸に避難することは避けてください。
ウ.避難所への避難が困難な場合、周囲の建物より比較的高いコンクリート造構造物等
の２階以上（斜面と反対側の部屋）に緊急避難してください。

エ.大至急、近くの安全な場所に緊急に避難するか、屋内の山から離れた高いところに
避難してください。（命を守る最善と考えられる安全確保行動を行うことを呼び掛
ける。）

4　 警戒区域の設定
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は、警戒区域を設定します。
(1)警戒区域の設定権者
①.市　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、同 36条、水防法第21条第2項）

③.消防吏員又は消防団員（消防法第36条において準用する同法第28条）
④.水防団長、水防団員又は消防機関に属する者（水防法第21条第 1項）
⑤.災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官（災害対策基本法第 63条において定める者が現場
にいない場合に限る。）

⑥.知　事（災害対策基本法第 73条市町村が、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）

(2)警戒区域設定の内容
必要な区域を定めてこれを明示し、警察に協力を求めて、その区域への立入りの制限、禁止
等の措置をとります。

(3)警戒区域設定の周知
警戒区域を設定した場合は、避難の指示と同様、関係機関及び市民にその内容を周知し、避
難等に支障のないよう措置します。
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5　 避難指示状況の報告
災害対策本部は、避難指示等が行われた場合、避難指示発令時刻、避難地区名、避難場所、避難
責任者、世帯数、人員、経緯、状況を、また避難解除を行った場合は、その解除時刻等をそのつど
次の関係機関に報告します。
(1)避難場所として利用する学校、公民館、公共施設等

(2)警察官等災害対策基本法に基づく避難指示の権限を有する者

(3)県（会津地方振興局、県災害対策課）
なお、警察官等が災害対策基本法に基づく避難指示を発令したときは、直ちに、その旨を災害
対策本部に通知する必要があります。

第2節　 避難誘導

1　 誘導を行う者

2　 避難の誘導方法
避難誘導は、災害対策本部等の情報及び初動体制マニュアルを踏まえて実施します。なお、以
下の事項に留意して行います。
(1)避難経路は、地域防災カルテ等を参考に、危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生の恐
れのある場所を避け、できる限り安全な経路を選定します。
市は、あらかじめ地域の意見等を踏まえたハザードマップを作成し、周知します。

(2)危険な地点には標示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期します。ま
た、危険箇所については、ＧＩＳ等を活用し、周知します。

(3)指定の避難場所、避難所にこだわらず、安全な場所に一時的に避難し、順次指定の避難場所
等へ誘導します。
また、地域の町内会館等の身近な施設を一時的な避難場所として活用し、住民の安全と利便
性の確保を図る体制を目指します。

3　 避難所への携行品の制限
避難所に持ち込む携行品には制限を設けることとし、家庭で備蓄している飲料水、食料、その

他日常生活に必要な最小限の衣料、医薬品、貴重品、学用品等を携行するよう周知を進めます。

4　 避難指示等の解除
災害の危険性が低くなり、避難の必要がなくなった場合には、速やかに、避難指示等を実施
した時と同様の手順によって、避難指示等の解除を広報します。

第3節　 避難所の開設

1　 避難所開設の種別と配慮事項
大規模災害等において、市民が被災した場合又は被災が見込まれる場合、災害の種別、状況等
を考慮し、市内の小中学校等で、安全が確保できる場所に避難所を設置します。
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なお、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤
立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討する
こととします。

　　避難所を開設した場合に関係機関による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を
　適切に県に報告することとします。

(1)小中学校を避難所とする場合
　小中学校を避難所として指定するに際しては、教育施設であることに留意します。
　避難所に指定した場合、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、市担当者、地域住民等と協議を行いながら、避難所の運営
のルールを定めて、運営にあたるものとします。

(2)小中学校以外を避難所とする場合
　局地的な災害の場合、地区公民館やコミュニティセンターを避難所に指定する場合があ
ります。また、今後、地域の町内会館等の身近な施設や協力いただける民間事業所施設は、必
要に応じて避難所とし、住民の安全と利便性の確保に努めます。
　なお、野外受入施設の設置を要する場合は、「応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画」に基
づき実施します。

2　 避難所受入対象者
(1)災害によって現に被害を受けた者
①.住家が被害を受けて居住の場所を失った者
②.自己の住家には被害を受けないが、災害に直面し応急的に居住できない状態の者

(2)災害によって現に被害を受ける恐れのある者
①.避難指示が出た場合
②.避難指示は発せられないが、緊急に避難を必要とする場合

3　 避難所における措置
避難所で実施する救援措置は、おおむね次のとおりとします。
なお、避難所は、地域における支援物資の配布拠点としての役割を担う場合があります。

(1)避難所受入対象者の受け入れ

(2)被災者に対する給水、給食

(3)被災者に対する毛布、寝具や衣料、日用必需品等の支給

(4)負傷者に対する応急救護

(5)被災者への情報提供

(6)被災者の各種相談への対応

(7)その他被災状況に応じた応急救援

4　 避難所の周知
避難所を開設した場合は、報道機関や市の各種広報手段により、速やかに地域住民や市民に広
く周知するとともに、県をはじめ警察、自衛隊等関係機関に連絡します。

5　 避難所が不足する場合の対応
市は、あらかじめ指定した市の避難所だけでは施設が量的に不足する場合は、市の他施設を追

加指定するほか、旅館、ホテル等の借上げ等を検討します。
さらに、県と協議し、県立高校等の利用を依頼します。
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第4節　 避難所の管理運営

1　 避難所の管理運営
避難所の管理運営にあたっては、市職員が、地域をはじめ災害ボランティアや被災者と事前に

情報等を共有しながら協力して運営します。運営にあたっては、「避難所運営委員会」を設立し、
「避難所運営マニュアル」を活用しながら行います。
また、学校が避難所となった場合は、災害発生の初期の段階など、必要に応じて教職員等の人
的支援体制を確立し、教職員等も避難所の運営に参加します。

2　 被災者等に係る情報の早期把握
市は、それぞれの避難所に受入れている避難者に係る情報及び避難所で生活せず食料や水等
を受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把握に努めるものとします。また、民生委員・児
童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、避難行動要支援者等の要配慮者の居
場所や安否の確認に努め、把握した情報について市に提供するものとします。

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。

4　 避難所運営への女性等の参画
避難所運営においては、女性も責任者に加わるなど女性の参画を推進するとともに、男女の
ニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとし、女性や高齢者等に配慮します。特に、女
性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布，巡回警備
や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保など，女性や子育て家庭のニーズに
配慮した避難所の管理運営に努めるものとします。

5　 動物(ペット)救護対策
動物(ペット)については、飼い主が避難所運営ルールを遵守し、責任を持って飼育するものと
し、市は環境整備に努めるとともに、県と連携し、犬・猫等の動物（ペット）の避難・相談・保
護等について、獣医師及び関係機関・団体に支援要請を行います。
また、避難所でのペット飼育については、可能な範囲で場所の確保を行い、また飼育のルール
については、あらかじめ避難所運営マニュアルで方針を示した上で「避難所運営委員会」が定め
ます。

第5節　 避難所の集約、統合、撤収
避難所の設置後、できる限り早い段階で避難所の運営期間を検討するものとし、災害が収束し

避難者数が一定程度減少した段階においては、避難所の集約を検討します。その後、一定の猶予
期間を設けた上で、避難所運営委員会からの意見を踏まえ、おおむね避難所からの退去が可能と
なった時点で統合を図ります。
なお、長期の避難生活が見込まれる場合は、早い段階で二次避難所等を検討し、民間施設の利

用による二次避難所の確保を図ります。
また、早期に通常の運営に戻すことが、市民生活に資する施設については、段階的に避難所指
定を解除するものとします。
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第6節　 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策

1　 避難所設備の整備
市は、被災者等の避難所での生活の長期化が見込まれる場合、プライバシーの確保、衛生面や
心のケアに配慮し、必要に応じて設備や備品を整備し、避難所を生活支援の場、情報支援の場と
して、環境の改善対策を講じます。
(1)畳、マット、カーぺット、ダンボールベッド

(2)間仕切り用パーティション、更衣室、授乳室

(3)冷暖房機器
(4)洗濯機・乾燥機
(5)仮設風呂・シャワー

(6)テレビ・ラジオ

(7)インターネット情報端末、携帯充電器

(8)簡易台所、調理用品、網戸

(9)その他必要な設備・備品

2　 医療・救護、介護・援護措置
　　市は、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への避難に努める
ものとします。

　　また、衛生環境の確保に十分配慮し、エコノミークラス症候群とならないよう注意喚起します。
　　加えて、介護や援護を必要とする者に対し、適切なサービスが受けられるよう配慮します。

3　 心のケアの実施
市は、県及び関係機関等の協力を得ながら、避難所で生活する被災者等に対して、保健師等に
よる巡回健康相談及び指導や精神科医等によるメンタルヘルスケア（相談）を行うものとしま
す。

第7節　 避難所の要配慮者等対策

1　 避難所のユニバーサルデザイン（※１）配慮
ユニバーサルデザイン未対応の施設を避難所とした場合は、誰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ます。

2　 避難所の要配慮者への配慮
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、要配慮者に配慮した環境の整備に努め
ます。

第8節　 避難所以外に避難した避難者への支援

1　 在宅避難者等への対応
市は、在宅避難者やみなし仮設住宅（※２）への入居者に対しても、災害情報や支援情報、支援物

資、福祉サービス等が提供できるよう支援を行います。

（※１）ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障がい・能力の如何を問
わずに利用することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）のこと。

（※２）みなし仮設住宅：震災などで住居を失った被災者が、民間事業者の賃貸住宅を仮の住まいとして入
居した場合に、その賃貸住宅を国や自治体が提供する応急仮設住宅に準じるものと見なすこと。
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2　 避難所以外の施設に避難した場合の支援
市は、避難所以外の施設等に避難した被災者の避難状況を、地域等と協力して速やかに把握し、
必要と認める場合は、施設管理者の了解も得て、避難所として追加指定します。
なお、状況に応じて、各種の支援措置の円滑化を確保する観点から、避難所に移転するよう誘

導します。

第9節　 自主避難者への対応
市は、避難所が開設される前、若しくは災害の恐れがあると考え自主的に避難してきた市民に
ついて、一時的に地区公民館やコミュニティセンター等で受け入れる等の対応をします。また、
台風等や長時間降り続く雨の影響等で洪水や土砂災害の発生が懸念される場合には、地域住民
からの問い合わせ状況等も踏まえ、必要に応じて自主避難所を開設し、ホームページやＳＮＳ等
で周知を行います。
なお、避難所を開設した段階若しくは災害の恐れがなくなった場合は、これを閉鎖します。

第10節　 広域避難対策
東縁断層帯地震のような大規模災害時には、多数の市民が本市からの避難を余儀なくされ、遠
隔地に避難する場合が想定されます。その際には、次の支援を行います。

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　 避難輸送の実施
避難するための手段を持たない被災者のために、県と協力し輸送手段を確保します。

3　 避難者への支援
開設した避難所には、可能な限り職員を派遣配置します。
また、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します。

第11節　 外国人に係る対策

1　 避難所及び在宅の外国人への情報提供
市は、避難所や在宅の外国人の生活を支援するため、会津若松市国際交流協会などに協力を求
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、配布を行います。

2　 テレビ、ラジオ、インターネット通信等による情報の提供
市は、外国人への的確な情報伝達のため、テレビ、ラジオ、インターネット通信等を活用して、

外国語による情報提供に努めます。

3　 相談窓口の開設
　市は、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
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談に応じるものとします。

第12節　 帰宅困難者への対応
帰宅困難者に対しては、市のホームページやＳＮＳ等で災害情報や交通情報等を掲載するほ
か、あらかじめ指定した情報提供施設等で、交通情報や一時的な居場所として避難所情報を提供
します。
また、市内のホテル、旅館業者等に対して、観光客等の一時受入等の協力を求めます。

第13節　 他地域からの避難者の受け入れ
磐梯山の噴火や東日本大震災に伴う原子力発電所事故のような大規模災害時においては、周
辺市町村や災害時相互応援協定締結自治体等が被災した場合、被災自治体等から被災住民受入
の要請があったときは、本市の体育館等の「長期避難者施設」や公営住宅等に受け入れるものと
します。
受け入れにあたっては、「支援対策本部」等を設置する等、県及び避難自治体との密接な協議・

連携により実施します。
なお、磐梯山で火山災害が発生した場合に住民等が避難する場所及び避難経路は「資料編（資

料２-５-１）避難所・避難場所一覧表（4）磐梯山の噴火にかかる居住地域における避難場所
（避難所）及び避難経路」に定めるものとします。

1　 受け入れ対策について
(1)他市からの避難を受け入れる場合
①.災害時相互応援協定締結自治体、広域避難協定締結自治体などにおいて、大規模な被災
等をし、被災住民受け入れの要望がある場合

②.県が被災状況を判断し、本市に要請した場合
③.被災市等から被災住民受け入れの要望がある場合

(2)受け入れ態勢について
①.長期避難所の活用

　他市等からの避難を受け入れる場合は、原則として、市が指定する長期避難所を活用
します。

②.県との連携
　広域災害が災害救助法の適用となり、県の繰り替え支弁に該当する場合、避難所の設
置や人的体制など、その役割分担を協議し、明確化します。　
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 第7章　 交通・秩序維持対策

基本的な考え方

〇災害時における避難は、原則徒歩を想定しますが、現実的に車を利用する市民が
　相当数見込まれることを踏まえ、交通秩序を守る対策を取ります。
〇被害の拡大を防ぎ、また二次災害を避けるために、警察を中心に交通規制等を行
　いながら、避難や物資輸送ができるよう交通秩序の維持に努めます。

目標

〇市民に対し、災害時には車輌の使用を極力控えるよう協力を求めるとともに、や
　むをえず車を道路に置く場合のルール（「緊急車輌に配慮し、キーをつけたまま
　にする」「警察の指示に必ず従う」）を周知します。
〇交通関係機関等と協力し、災害時の交通情報を速やかに収集、周知することで、市
　民や観光客等、一時滞在者の混乱を回避します。　
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第1節　 道路の交通対策
災害対策本部は、警察署と緊密な連絡をとり、災害応急対策車両の運行用の緊急輸送路の確保を

図るとともに、一般の通行に対しては可能な限り支障のないよう、適切な措置を講じます。

1　 被災地内の交通規制　　
(1)大規模災害が発生した直後に、必要に応じて主要交差点等に検問所を設けます。
(2)道路の混乱、損壊、火災の発生等の理由により、緊急の必要がある場合は、高速道路や幹線

道路等で緊急車輌の通行を優先し、また一般車両の通行を禁止又は制限します。
(3)市のホームページや報道機関の協力及び立看板の設置等の手段を用いて、大規模災害時に

おける交通規制の内容の周知徹底を図ります。

2　 交通情報の収集
災害対策本部及び警察は協力して、交通規制対象道路を重点に、以下の交通情報の収集を行い

ます。
情報は、市ホームページに地図情報として表示するとともに、多様な広報手段で周知を行います。
また、各事業者と連絡を密にして鉄道、バス路線等の確保に努めます。

収集すべき交通情報

(1)主要道路、橋りょうの被害状況及び復旧の見通し
(2)道路交通規制の実施状況
(3)鉄道等の被害状況及び復旧の見通し
(4)その他、交通関連情報

第2節　 道路等の災害応急対策
災害対策本部は、国県及び東日本高速道路株式会社等の道路管理者と連携し、被害状況の把握

に努めます。
また、各道路管理者と協力体制をとり、道路等災害の応急対策の万全を期すため、次の対策を実施

して交通路の確保を図ります。
(1)仮道の造成

(2)仮橋の架設

(3)迂回路の設定

第3節　 秩序維持対策
大規模災害時は、交通が混乱し、迅速な応急活動が困難になることが予想されるところから、
市、警察署及び防災関係機関は協力して、混乱防止に努めます。

1　 警察の応急対応体制
大地震発生直後における秩序維持のため、災害対策本部長は警察に対し、次の活動体制の協力
を依頼します。
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大規模災害発生時の警察体制

(1)人的被害の実態把握及び情報収集
(2)被災者の安全な地域・場所への誘導
(3)交通秩序維持のための交通規制及び緊急道路の確保
(4)被災者の救出・救護
(5)災害時の各種犯罪の予防、取締り
(6)その他災害救助、復旧活動への協力、広報活動等

2　 混乱防止対策
大地震発生直後においては、様々な社会混乱が予想されるところから、次の方法により混乱の
防止措置を実施します。
(1)情報パニックによる混乱防止

　災害対策本部及び防災関係機関は、広報活動を通じて、正確な情報の提供を行います。

(2)交通の混乱防止
　災害対策本部及び警察は、交通規制、障害物の除去等を行い、緊急輸送活動、避難体制の確
保に努めます。

(3)路上放置車輌に対する措置
　消防職員は、消防用緊急車輌の通行に際し、現場に警察官がいない場合に限り、路上放置
車輌除去等の措置を行います。
　ただし、直ちに所轄警察署長に連絡するものとします。
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 第8章　 応急医療・救護対策

基本的な考え方

〇災害時には、市が消防署や消防団と協力して医療機関が円滑な救助活動ができる
　環境を整備します。
〇災害時に多くの傷病者等が発生した場合には、優先して治療すべき人を選別する
　トリアージを行い、手当てにあたります。
〇在宅被災者への医療支援を優先し、医療機関の協力を得て進めます。

目標

〇速やかな医療や助産支援が受けられるよう、医療機関の機能確保を図ります。
〇災害時には、日頃から使用している薬や医療機関の情報などを持参するよう周知
　します。
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第1節　 応急医療体制
災害対策本部は、災害医療情報の収集を行うとともに、その状況に応じた応急医療（助産）体
制をとり、関係機関の協力を得て対応にあたります。

1　 災害医療情報の収集
(1)医療施設等の被災状況等の把握

　（公社）会津若松医師会等の協力により、医療施設等について調査を行い、被災状況等を
把握します。
①.施設の被災状況
②.入院患者の有無及び転院の必要性の有無
③.医療行為の継続の可否
④.被災者及び要医療者の来訪状況

(2)被災医療施設等への対応
　被災状況に応じて、入院患者等の転院等の対応が必要な場合は、消防署等関係機関との連
携のもと対応します。

(3)医療需要の把握
　医療施設等の被災状況、消防署等関係機関からの被災者等の情報により、医療需要を把握
します。

2　 医療救護班の編成
災害対策本部は、会津若松医師会に医療救護班の編成・出動を要請します。
医療救護班は、原則として医師を班長とし、看護師、事務員、市職員を連絡員として配置しま
す。
なお、会津若松医師会は、自ら必要と認めた場合は、要請を待たずに受入医療機関の受け入れ
体制の確立及び医療救護班の編成・出動を行い、傷病者の医療（救援）活動にあたります。
この場合、会津若松医師会は直ちに災害対策本部に通報するとともに、救護所の設営、連絡、
患者等搬送車両の手配等のため連絡員の派遣を要請するものとします。

3　 救護所の設置
状況に応じ、避難所、災害現場、医療機関等に臨時の救護所を設置します。

4　 傷病者等の搬送
傷病者の搬送に必要な救急車両等については、消防署、医療機関、関係機関等の出動を要請し
ます。
医療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、特別な配慮をします。

5　 受入医療機関
医療施設等の被災状況と医療需要等から、救護所から搬送される重傷病者の受入医療機関を

確保します。

6　 県への協力要請
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
程度により市の能力をもってしては対応が十分ではないと認められるときは、県に対し協力を
要請します。
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7　 日本赤十字社福島県支部への協力要請
災害の規模が広範囲にわたり、医療（助産）対象者が多数である等多数の医師・看護師等を
必要とする場合は、県を通じて、あるいは直接日本赤十字社福島県支部に協力を要請します。

第2節　 医療救護及び助産対策

1　 医療救護の活動内容
医療救護は原則として医療救護班が救護所において、下記のとおり実施します。

医療救護の活動内容
(1)被災者の受傷病による選別（トリアージ）
(2)傷病者に対する応急処置及び必要な医療
(3)医療機関への転送の要否及び順位の決定
(4)被災者の死亡の確認及び遺体の検案
(5)その他必要に応じた措置

2　 助産活動
　災害発生により助産実施を要する場合は、助産施設を有する医療機関等により行います。
　なお、妊婦の移送については、必要に応じて消防署、医療機関、関係機関の出動を要請しま
す。

第3節　 医療資機材の調達
救護活動に必要な医薬品等については、市薬剤師会との災害時応援協定により、必要な薬剤等
の確保を図るとともに、「福島県災害時医薬品等備蓄事業実施要綱」・「福島県災害時衛生材料
等備蓄実施事業実施要綱」・「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」に基づき、県に要請を行
います。
また、緊急を要する場合は、直接市入札参加資格登録者の中から、調達可能な業者を選定し調

達します。
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 第9章　 飲料水・食料等供給対策

基本的な考え方

〇飲料水・食料は避難生活に不可欠であることから、災害が発生した場合に直ちに
　これを提供できるよう避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要
　と考えられる飲料水・食料の備蓄に努めます。
〇災害時の食糧等の確保は、災害時応援協定を締結している事業所等の協力により、
　基本的に流通市場から確保するものとしますが、確保が困難な場合は、備蓄食料
　品や避難所等における炊き出し、児童生徒の影響がない範囲での給食センターの
　活用を検討し、被災者や避難者へ提供します。
〇支援物資については、市が受入施設の設置等の環境整備を行い、ボランティアの
　協力により仕分け作業を行い、宅配便業者の協力により避難所へ配布する体制の
　構築を目指します。
〇救援物資の受入れについては、原則として、行政、事業者等の大口に限り受け入れ
　個人等には義援金による支援を呼びかけることとし、ホームページ等で周知しま
　す。
〇給水車は、避難所や避難場所を基点に被災地域を巡回し、支援物資の配給拠点は、
　避難所や避難場所、地区公民館やコミュニティセンターを位置づけます。

目標

〇性別や年齢層の違いなど多様な避難者を考慮し、食事のバランス、アレルギー対
　応や軟らかい食事の提供に可能な限り配慮します。

-
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第1節　 給水対策
災害時における応急的飲料水の円滑な給水を実施し、かつ、給水機能の早急な復旧を図るもの
とします。

1　 給水量
給水量は、発災直後は一人一日３ℓの飲料水供給を確保するものとし、その後、４日から７日
までは10ℓ、２週目は 50～100ℓとするなど、生活用水の確保も必要となることから、復旧の段階
に応じて給水量の増加を図ります。

2　 給水方法
被災地における給水の方法は、被害状況及び断水区域の規模により運搬給水（※）、拠点給水、

仮設給水栓給水及びこれらを組み合わせた方法により行います。

3　 給水拠点
避難場所、避難所、その他地区公民館、コミュニティセンター等、指定した場所を給水拠点と
します。

4　 水道用水の緊急応援要請
(1)知事への要請

　水道法第40条の規定に基づき緊急に水道用水を必要と認める場合は、期間、水量及び給
水方法を定めて知事に要請します。

(2)日本水道協会福島県支部長への要請
　災害の発生直後に、水道用水施設の被害状況を調査し、その実態を把握して復旧作業の計
画を定め、日本水道協会福島県支部長に連絡すると同時に次の支援を要請します。
①.応急給水作業
②.応急復旧作業
③.応急復旧用資材の供出
④.工事業者の斡旋

5　 被災地への飲料水の供給
水道事業管理者は、被災した他市町村に災害救助法が適用され、飲料水の供給を要する場合は、給

水の実施にあたります。

6　 施設の応急復旧
(1)復旧作業

　災害により浄水、配水及び給水施設に損傷を受けた場合は、復旧用資材及び配管技術者の
確保に努め、給水再開に向け復旧作業を迅速に行います。

(2)優先順位
　復旧にあたっては、緊急度の高い医療施設、人工透析治療施設、災害応急・復旧対策の中
枢となる官公署庁舎、避難所、冷却水を必要とする発電所・変電所など、あらかじめ定めた
重要度の高い施設を優先して行います。

(3)市民への広報
　市民に対しては、復旧の順序や地区ごとの復旧完了予定時期等について、情報の提供・広
報を行います。

（※）運搬給水：給水車などの車両を用いて浄水場や配水池の水を避難場所等まで運搬して給水する方法
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7　 防災井戸の普及
　町内会・自主防災組織等と連携して防災井戸の登録・普及を行い、災害時に利用可能な水
源の確保を図ります。

第2節　 食料供給対策
被災者に対して速やかに食料品の配給を確保し、応急的な炊出し等を行い、食の確保・安定を

図ります。
対象者や給付水準、期間については、災害救助法の定めるところに準拠します。

1　 食料等提供の決定
災害対策本部長は、避難所や被災した地域住民に食料の提供を行います。
救助物資の提供期間は、災害救助法の定めるところにより、災害発生の日から 10日以内を目
安とします。

2　 食品提供対象者
(1)避難所に避難した者であること。（観光客等の一時滞留者を含む。）
(2)住家の被害が全焼、全壊、半壊等にあって、炊事のできない者であること。（親せき、知人
等に身を寄せ、食事のできる状態にある者を除く。）

(3)被害を受け、一時縁故先等に避難する者であること。

3　 食品提供の基準
災害時の食品の提供にあたっては、通常の食事に近づくよう努めるものですが、確保が
難しい場合を想定し、次のとおり確保を図ります。
(1)食品確保の順位

第１順位   災害対策用備蓄食品（乾パン、缶詰等）
第２順位   食品流通事業所等からの簡易処理食品
第３順位   炊出し又は学校給食等の活用

(2)数量の基準
　１人当たりの供給数量は、次のとおりとします。（乾パン、麦製品の換算率は、100％とす
る。ただし、生パンは原料小麦粉の重量で計算する。）
①.罹災者に対する給食は、１食当たり精米換算 200ｇの範囲内
②.被災によって通常供給できない時は、１日当たり精米換算 400ｇの範囲内
③.災害救助、応急復旧作業に従事する者に対する給食は、１食当たり精米換算 300ｇの範
囲内

4　 食品の調達
(1)食品の調達及び輸送の体制

　災害対策本部は、食品及び資材、燃料等を調達します。
　まず、防災倉庫等に保管してある備蓄食糧等を供給し、次に事前に災害時応援協定を締結
した事業所等から、市販の弁当や補助食品等の確保を図ります。
　さらに、炊き出しの実施や、教育委員会と協議し、児童生徒の給食に影響がない範囲で、給
食センター等の有効活用を検討します。
　なお、輸送についても災害時応援協定を締結している宅配業者等に協力を依頼します。

(2)その他食品の調達
　副食品としての生鮮食品は、公設地方卸売市場、食肉事業協同組合及び農業協同組合等に
対し、応急の集出荷を要請します。
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5　 炊出しの実施
炊出しについては、それぞれの避難所ごとの状況によって判断しますが、災害対策本部は、備

蓄品の活用や米穀等の食材、調理器具の調達を進め、調理については、関係団体の協力を得て実
施します。

第3節　 生活必需品供給対策
災害対策本部は、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他衣料品及び生活必需品の不
足により困っている被災者に対し、市社会福祉協議会と協力して、支援物資や救援物資を提供し
ます。
また、性別や年齢層の違いなどに配慮し、紙おむつや生理用品等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品の供給を行うものとします。
対象者や給付水準、期間については、災害救助法の定めるところに準拠します。　
物資の確保にあたっては、事前に災害時応援協定を締結した事業所等に協力を求め、安定した
生活必需品供給体制の構築を図ります。

第4節　 調達、救援物資の集積場所と配給

1　 調達物資の保管と配給　
即時必要な物資を調達し、備蓄倉庫や避難所、地区公民館、コミュニティセンター等に保管し、
配給します。

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。

区　分 施設の名称 所　在　地 電　話

陸上輸 送 及 び
ヘリによる輸送

公設地方卸売市場 一箕町大字鶴賀字船ケ森東 470番地 25-1171

会津総合運動公園
あいづ総合体育館

門田町大字御山字村上164番地 28-4440

会津アピオ インター西 90番地 37-2801

3　 物資及び救助品等の配給方法
避難所や地区公民館、コミュニティセンター等を拠点として、地域や日赤奉仕団、その他ＮＰ
Ｏ・ボランティア等の協力を得て配給を行います。

第5節　 救援物資の受入れ

1　 救援物資受入れの基本方針
救援物資の受入れについては、発災直後は、個人からの善意に基づく救援物資への対応が困難
であるため、原則として、行政、事業者等の大口の救援物資を受け入れるものとし、個人等から
は、義援金による支援を呼びかけるなど、ホームページ等で周知します。
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2　 救援物資の募集・受付
(1)救援物資の募集

　災害対策本部は、広く救援物資の提供を呼びかけることが有効な場合は、受入態勢を構築
した上で、ホームページへの掲載、報道機関への情報提供等により募集を図ります。

(2)救援物資の仕分け及び配給
　物流拠点施設では、災害時応援協定締結事業者やＮＰＯ・ボランティア等の協力を得て、
救援物資の仕分けを行います。
　また、あらかじめ避難所等の需要を把握し、物資ごとの在庫量等を把握した上で、物資の
管理配分を行います。

防災豆知識（その７）：飲料水・食糧はどこで手に入れるか。
【飲料水はポリ容器やバケツを持って】

災害時には、市内の避難所を給水拠点として、飲料水の供給を受けることができます。
発災直後は、給水車から最低一人一日３ℓの飲料水を供給します。
日頃から清潔なポリ容器等を準備しておくと便利です。

【３日間分（できれば１週間分）は家庭内備蓄も必要】
避難所も十分な食糧等の確保ができるとは限りません。このような場合に備え、家庭内で３日間

分（できれば１週間分）の飲料水、食料、身の回り品などを備蓄しましょう。
また　災害直後は、流通の混乱、道路事情などにより、飲料水、食料などの供給ができないこと

があります。避難所入所の際は、みなさんが家庭で備蓄している食糧を持参するよう協力をお願い
します。
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 第10章　 緊急輸送対策

基本的な考え方

〇あらかじめ設定した災害時の緊急輸送ルートを基本に、災害状況に応じた輸送
　ルートを確保し、支援物資等の輸送を緊急車両により行います。
〇交通に関する治安、秩序を守るため警察署と協力し、車輌交通を制限し、緊急車輌
　の利用を優先します。

目標

〇市と警察署が協力して緊急輸送経路を確保し、必要な物資を届ける体制を整えま
　す。

－138－



第3編　災害応急対策計画　 第 10章　緊急輸送対策

第1節　 輸送体制の整備
災害対策本部は、災害時における被災者及び災害救助物資等の緊急輸送に万全を期します。
また、市の車輌を緊急に利用するほか、宅配便業者など民間事業者等との災害時応援協定に基

づき、物資の受け入れ、配送等を行います。
なお、市の車輌の燃料の確保や運転者の確保が困難になる場合が想定されるため、災害時応援
協定を締結するなどにより、民間営業用自動車を調達できる体制を構築します。

1　 輸送体制
災害対策本部が、交通応急対策との関連事項として、次の対策を行います。

(1)人員の輸送においては、災害時要配慮者に配慮します。

(2)災害救助物資は、作業の円滑化を考慮して福島県トラック協会や宅配便事業者等と協定を
締結し、輸送体制を構築します。なお、災害時に直ちに対応できるよう、あらかじめ緊急車輌
に指定します。

2　 用途別の車両

用　　　　　　　　　途 車 両 別

被災者の避難 大型バス

医療、助産のための輸送 救急車

被災者の救出のための輸送 救急車・消防車

飲料水の供給のための輸送 タンク車

救済用物資の運搬のための輸送 貨物自動車

行方不明者の捜索のための輸送 〃

遺体の処理、運搬のための輸送 〃

その他、特に応急対策上必要と認められる輸送 〃

3　 営業用自動車の調達
営業用自動車の調達は、関係機関の協力により、車両の確保を図るものとしますが、特に緊急
を要する場合は、「災害時における緊急輸送及び物資拠点の運営等に関する協定」、「災害時にお
ける緊急・救援輸送に関する協定」に基づき、協力可能な業者に要請することとします。

4　 車両燃料の調達
車両用燃料については、関係機関を通じて　早急に調達要請を行います。
緊急を要する場合は、福島県石油業協同組合会津若松支部との「緊急時における生活物資の確

保に関する協定」に基づき、調達可能な業者を選定します。

第2節　 緊急輸送路の確保
交通・道路事情を勘案し、警察署と緊密な連絡をとり、緊急輸送路の確保を図るとともに、一
般の通行に対してはその状況に応じ、適切な措置を行います。

－139－



第3編　災害応急対策計画　 第 10章　緊急輸送対策

なお、陸上輸送が困難な場合は、自衛隊等にヘリコプターによる緊急輸送を要請します。

1　 被災地内の交通規制
災害対策本部は、警察署と協議し、交通の混乱を防止するため、必要に応じて交通規制を行い、
災害応急のための車両の運行について優先対応を図ります。
なお、災害応急のための交通制限が不要となったときは、速やかに規制を解除し、一般通行確

保に努めます。

2　 被災者の輸送
被災者の輸送については、市の車輌を使用するとともに、関係機関に協力を要請し、災害対策
本部として安全な場所への早急な輸送を行います。

3　 交通路線
輸送路線は、安全かつ近距離の経路を選定し、運行の安全を確保します。

4　 路上放置車両等の措置
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います。また、運転者
がいない場合等については、道路管理者は、自ら車両の移動等の措置を行います。
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 第11章　 廃棄物対策・防疫等活動

基本的な考え方

〇一時的、大量に発生する災害廃棄物については、仮置場を設置し、適正かつ迅速
　に処理します。災害規模が大きく処理が困難な場合は、県や他市町村、関係機関等
　に協力を求めます。
〇災害時においても、可能な範囲で分別排出に協力を求めます。
〇災害時の衛生対策については、会津保健福祉事務所等と連携して実施します。
〇遺体の仮安置所については、災害発生地付近の公共施設、寺院等を対象に、状況に
　応じて適宜指定します。

目標

〇災害時仮設トイレの確保に努めます。
〇災害に伴う感染症被害を防止するため、衛生面に十分な配慮を行います。
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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、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。

(4)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。
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(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。　

時期区分 特徴 主な行動 期間の目安

災
害
応
急
対
応

初動対応
人命救助が優先さ
れる時期

体制整備、被害状況の確認、必要資機材
の確保等を行う 発災後数日間

応急対応
（前半）

避難所生活が本格
化する時期

主に優先的な処理が必要な災害廃棄物
を処理する

～３週間程度

応急対応
（後半）

人や物の流れが回
復する時期

災害廃棄物の本格的な処理に向けた準
備を行う ～３か月程度

復旧・復興対応 避難所生活が終了
する時期

一般廃棄物処理の通常業務化が進み、
災害廃棄物を本格的に処理する

～３か年程度

(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。

－143－



第3編　災害応急対策計画　 第 11章　廃棄物対策・防疫等活動

(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。
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(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。

第2節　 障害物の除去

1　 住居障害物の除去
災害対策本部は、災害時応援協定等により、住宅の障害物除去に必要な機器材の調達先を確保
するものとし、災害発生時に住宅等の障害物を除去する必要がある場合は、機器材を活用して消
防団その他防災関係機関、一般住民の協力を得ながら除去を実施します。
また、災害時に適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要
最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障とな
る空家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとします。

※住居障害物＝災害により住居またはその敷地内に運ばれた土石、竹木等の障害物で、当該住
　　　　　　　居での生活に著しい支障を及ぼしている物
　　　　　　　・居室、台所、玄関、便所等の日常生活上欠くことのできない場所にある土石
　　　　　　　　や竹木
　　　　　　　・道路などから当該住宅に出入りするために必要な部分にある土石や竹木等

2　 道路、河川等障害物の除去
災害対策本部は、関係機関と協力して、災害に際して道路上の土砂、倒木等や河川等に障害物
として浮遊するものなどを除去し、交通路及び河川機能を確保します。
(1)除去した障害物の集積場所
①.市街地の場合
ア.神指町南四合（会津若松市道路河川管理センター）
イ.その他現場付近の空地

　
　　②.市街地以外の場合
　　　災害発生付近の空地等、その時の状況に応じ定めます。

第3節　 防疫計画

1　 予防教育及び広報活動
市民に対する防疫に関する予防教育を徹底するとともに、報道機関を活用して広報活動を強
化します。
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2　 防疫活動
県の指導のもと、次の防疫活動を行います。

(1)消毒の実施
(2)ねずみ等そ族昆虫の駆除

(3)生活の用に供される水の供給

(4)臨時の予防接種
(5)避難所の防疫指導等

3　 防疫活動に必要な携行資材補給方法
市備蓄薬剤を使用するものとし、不足した場合の補給方法は、関係機関等の協力により補給し
ます。
(1)消毒の実施
①.県の指示に基づき実施

消毒の実施にあたっては、厚生労働省令の規定に従い、県の指示に基づき行います。
②.薬剤の所要量を算出し、速やかに保有量を確認のうえ、不足分を調達し必要な場所に配

置します。

(2)そ族昆虫等の駆除
①.県の指示に基づき実施
そ族昆虫等の駆除の実施にあたっては、厚生労働省令の規定に従い行います。

②.薬剤の所要量を算出し、速やかに保有量を確認のうえ、不足分を調達し必要な場所に配
置します。

(3)生活の用に供される水の供給
①.県の指示に基づき、速やかに給水車等による生活用水の供給を開始し、給水停止期間中

継続して給水します。
②.生活用水の供給方法は、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います。この際、特に配水器の衛生管理に留意します。

③.生活用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処
理について指導を徹底します。

(4)臨時の予防接種
　予防接種については、県の命令に基づき実施します。
　実施にあたっては、ワクチンの確保などを迅速に行い、時期を失しないよう措置します。

(5)避難所の防疫指導等
　避難所は、県防疫担当職員の指導のもとに防疫活動を実施します。この際、施設管理者の
協力を得て衛生指導の徹底を図ります。

4　 報告
(1)感染症発生状況の報告

　警察、消防等の関係機関、地区の衛生組織、その他の関係団体の協力を得て、感染症の状況
を把握し、発生状況の概要、患者発生の有無、そ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、速やかに会津保健福祉事務所長を経由して県
に報告します。

(2)防疫活動状況の報告
　災害防疫活動を実施したときは、防疫活動状況報告に記載する事項を県へ報告します。

第4節　 行方不明者の捜索及び遺体の収容・取扱い・埋葬計画
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災害対策本部は、警察署を中心とした関係機関に協力し、行方不明者の捜索並びに遺体の収容、
処理及び埋葬を行います。
この場合において、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、家族等からの安
否確認について回答できる体制の構築に努めます。

1　 行方不明者の捜索及び遺体の取り扱い
災害対策本部は、災害で行方不明の状態にある者を対象として次により捜索し、遺体を発見し
たときは、これを収容します。
また、死者が多数にのぼる場合、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、災害時応援協定を締結した民間事業者等の協力を得て、十分な量のドライアイス、
柩、骨壺等の確保ができる体制を目指すとともに、近隣地方公共団体の協力による火葬体制の整
備に努めます。
(1)災害状況を把握し、捜索に必要な人数、車両、その他必要な物資を決定します。

(2)警察署、消防関係機関と連絡調整のうえ、共同で捜索を行います。

(3)捜索に必要な物資は、関係機関との連絡調整のうえ確保します。

(4)遺体の捜索は、災害発生の日から可能な限り速やかに完了するよう行います。

2　 遺体の取扱い
災害対策本部は、民間事業所等の協力を求め、引渡しのあった遺体について、埋葬までの取扱
いを行います。
(1)仮安置所については、災害発生地付近の公共施設、寺院等を対象に、状況に応じて適宜指定
します。野外遺体収容施設の仮設を要する場合は、これを整備します。

(2)遺体の取扱いは、次の範囲内において行います。
①.遺体の洗浄、縫合、消毒等
②.遺体の一時保存
③.検案（医師）、検視（警察）及び身元確認
④.遺体収容所から火葬場への移送

3　 埋　葬　等
災害対策本部は、遺体について埋葬等を行います。

(1)埋葬等を行った場合には、埋葬台帳を作成します。

(2)埋葬は、次の範囲内において、できる限り棺等の現物をもって、埋葬を実施する者に支給し
て行います。
①.棺（付属品を含む）
②.骨つぼ及び骨箱

(3)災害の状況に応じ、その応急措置として仮埋葬を行います。

(4)仮埋葬の場所の確保に努め、必要に応じて各墓地管理者へ依頼します。

4　 安否情報の提供等
災害対策本部は、親族等からの安否確認の問い合わせに対応できる体制の構築を図ります。
なお、提供できる情報の範囲は次のとおりとしますが、本人が同意している場合は、必要と認
める限度において提供することとします。
(1)同居の親族・・被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況、連絡先等

(2)親族、職場関係者・・ 負傷若しくは疾病の状況

(3)知人等・・ 保有している安否情報の有無
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 第12章　 生活救援対策

基本的な考え方

〇二次的な被災を防ぐため、県や民間機関の協力を得ながら建物の応急危険度判定
　を速やかに実施します。
〇被災直後には、被災者や支援者は、避難行動に加えて、災害後の生活不安などによ
　りストレスが高じることも想定されることから、市や医療機関等が窓口を設置し、
　精神的負担の軽減対策に努めます。
〇被災者の一時的な生活の場として、公営住宅の空き家の提供や応急仮設住宅の整
　備、被災住宅の応急修理対策を進めます。

目標

〇被災者の居住に必要な戸数の提供を、速やかにできる体制を目指します。
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第1節　 被災建築物の応急危険度判定体制の整備

1　 応急危険度判定実施班の設置　
災害対策本部は、地震による建築物等の倒壊に関して、応急危険度判定実施班を速やかに設け、
被災家屋の応急危険度判定を実施し、災害の発生の恐れがある場合は、適切な避難対策を実施す
ることにより、二次災害を防止します。

2　 被害状況調査
市は、建築関係団体の協力を得ながら、市内の家屋の被災状況を確認し、県に応急危険度判定
士の派遣を要請します。

3　 応急危険度判定の実施　
県から派遣された応急危険度判定士により、被災家屋の調査、判定を実施します。なお、被災
家屋が多数ある場合は、災害時相互応援協定を締結している自治体に応急危険度判定士の派遣
を県を通じて要請します。

第2節　 罹災証明書の交付
　　被災者の各種支援措置を実施するためには、罹災証明書が必要となるため、災害発生後早期に
　罹災証明書を速やかに交付する体制を確立します。
　　(1)市は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部署と応急危険度判定担当部署とが非常
　　　時の情報共有体制についてあらかじめ検討し，必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判
　　　定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めます。
　　　また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の
　　　写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施します。
　　(2)罹災証明書の発行にあたっては、被災者の利便を図るため、専用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の広報に努めます。
　　　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します。

第3節　 応急仮設住宅等の建設
応急仮設住宅については、被災者の状況や意向を確認し、さらには、代替手段として旅館やホ
テル、市営住宅、民間賃貸住宅（借り上げ型仮設住宅）の提供等の代替手段も検討し、その必要
性を見極めたうえで建設を行います。

1　 実施機関等
災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、知事が実施し、それ以外の場合は市が実

施します。ただし、知事から委任を受けた場合は、市が実施します。

2　 建設地の選定
建設地は、原則として市有地等で危険区域以外の保健衛生上も良好な場所とします。なお、県
の「災害時における応急住宅供給に係る報告要領」により平時において応急仮設住宅建設用地
（予定地）を把握し、県へ報告します。

3　 野外収容施設の設置
災害対策本部は、避難者の受入又は遺体の収容が不可能の場合を考慮し、野外仮設資材の調達

先及び仮設場所等を把握しておきます。
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また、災害の発生により野外避難受入施設又は野外遺体収容施設の仮設を要する場合は、これ
を整備します。

第4節　 被災住宅の応急修理
本部長は、災害救助法を適用した場合において、災害発生による被災住宅の応急修理を要する

場合は県に報告し、被災住宅の応急修理について知事の委任がある場合は、その修理を行います。

第5節　 災害相談の実施
災害による生活面や精神面の相談に応じ、生活再建への支援を促進するため、市は、市民相談
窓口を設置します。
また、避難生活等が長期化することで、ストレスが高じることも想定されるため、保健師等の
派遣による心のケアを含む健康対策、孤独防止対策などを行います。

1　 災害相談窓口の開設
災害対策本部長は、大規模災害が発生した場合、直ちに関係機関と協力し、指定する施設や市
のホームページ上に災害相談窓口や電話相談窓口を掲載し、相談・問い合わせ等の業務を実施
します。また、避難所における臨時相談窓口を設け対応します。

第6節　 児童・生徒等への対応
児童・生徒も、家族や環境の変化によりＰＴＳＤ等の事例も発生することから、学校や家庭に

おいて、子どもたちと触れ合いの時間を設け、話しを十分に聞くなど心のケアに配慮します。
また、災害対応従事者にも同様に心のケアに配慮します。
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 第13章　 応急教育、応急保育対策

基本的な考え方

〇災害時は、被災者支援を最優先とするため、一時的に教育や保育の制限をするこ
　とで、市の教育施設や保育施設を被災者支援に使用します。

目標

〇災害時であっても子どもたちが教育や保育を受けられるよう、学校や保育所が被
　災した場合であっても教育や保育に最小限の影響となるよう、教育・保育の場の
　確保に努めます。

-

－151－



第3編　災害応急対策計画　 第 13章　応急教育、応急保育対策

第1節　 教育施設等の応急復旧対策

1　 被害状況の把握
市の教育施設や保育施設が被災した場合は、施設管理者が速やかにその現況の報告を災害対
策本部長及び教育長に行い、その報告に基づき、復旧計画に移行します。

2　 施設の復旧
災害発生時においては、教育施設の一部は住民の避難場所、避難所として利用することとなり
ますが、その復旧は速やかに実施します。

3　 災害時の教育の場の確保
市教育委員会は、災害時における被害を想定し、災害時の教育の場の確保に努めます。

第2節　 応急教育実施場所及び教育実施者の確保措置

1　 教育施設の確保
(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改修し、安全な環境下での教育活動の実施を図ります。

(2)公立学校の相互利用
授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用します。

(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、授業の早期再開を図り
ます。

(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、その他公共施設等を利用して、授業の早
期再開を図ります。

2　 教員の確保
市教育委員会は県教育委員会とともに、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、次により教員を確保します。
(1)臨時参集

　教員は、原則として各所属校に参集するものとします。
　ただし、交通途絶など登校不能な場合は、最寄りの学校（小学校、中学校の別）に参集し
ます。

(2)退職教員の活用
　災害により教員の死傷者が多く、平常授業に支障を及ぼす場合は、退職教員を臨時に雇用
するなどの対策をとります。
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第3節　 教科書、教材等学用品の調達及び配給の方法
　被災児童生徒の教科書及び不足教材、学用品は、災害の発生と同時にその実態を把握し、早急に
調達、迅速な配給を図ります。

　　教科書については、教科書会社及び販売店との密接な連絡のもと、配給調達の確保に努めます。

第4節　 給食等の措置

1　 給食対策
学校や給食施設が被災し学校給食の実施が困難となった場合は、市教育委員会は直ちに学校

給食の継続のための対策をとります。
この場合において、次に掲げる事項について特に留意します。
(1)他の給食施設、設備の活用
(2)給食従事職員の確保
(3)近隣の給食実施校からの給食援助
(4)主食の供給及び給食物資の確保
(5)衛生面の確保による食中毒の予防

2　 給食の一時中止措置
給食施設の被災、調理員等の罹災、食材確保の困難など、特別な事情がある場合は、学校給食
の一時中止措置について判断するものとします。
なお、給食の再開にあたっては、衛生管理に十分注意します。

3　 災害時の給食施設利用の特例
災害時には、一時的に給食施設を避難所等への食糧拠点とする場合があります。この場合は、
児童生徒の給食への影響が最小限となるよう配慮するとともに、市教育委員会と事前協議を行
います。

第5節　 災害時の学校等の対応

1　 学校の対応
(1)校長は、各種情報等の把握に努め、的確な指揮にあたります。
(2)教職員は、初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行います。
(3)教職員の指導のもと、児童生徒等を保護者等に引き渡します。
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児童生徒等につ
いては、状況を判断し、学校等が保護します。

2　 教職員等の対応、指導基準
(1)災害発生の場合、児童生徒等を教室等に集めます。
(2)児童生徒等の避難・誘導にあたっては、氏名・人員等の把握、異常の有無等を明確にし、
的確に指示します。

(3)学級担任等は、学級名簿等を携行し、所定の場所へ誘導・避難します。
(4)障がいのある児童生徒等については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど十分配慮
します。

(5)児童生徒等の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ決められた引き渡しの方法
で確実に行います。

(6)遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童生徒等については、氏
名・人員等を確実に把握し、引き続き保護します。

(7)児童生徒等の安全を確保したのち、学校長の指示により防災活動にあたります。
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第6節　 幼稚園・保育所、こどもクラブ等の災害時の応急保育体制

1　 園児、児童の避難計画
災害時においては、幼稚園・保育所、こどもクラブ等の施設管理者は、園児、児童の被災状況
を把握するとともに、あらかじめ策定した避難計画をもとに、園児、児童の安全確保に努めるも
のとします。

2　 応急保育体制
応急保育体制については、学校教育に順ずるものとし、施設の応急復旧対策に取り組むととも
に、あらかじめ作成した計画に基づき応急保育の実施を行うものとします。
なお、給食については、状況を鑑み、一時中止措置を検討します。

3　 一時的な保育の実施
幼稚園・保育所、こどもクラブ等は、被災により一時的に保育を要する園児、児童の受け入れ
に協力するよう努めるものとします。

第7節　 その他関連教育対策
(1)被害を受けた児童生徒に対し、ユニセフ協会に被害状況を報告し、学用品等の援助を依頼
します。

(2)小中学校長や幼稚園長、保育所長は災害の規模が大きく、その被害が甚大であった場合に
おいては、速やかに「罹災状況」を調査します。

(3)被害が甚大な場合、他校又は集会所等を利用して授業を行う場合は、臨時健康診断を行い
疾病対策に配慮します。

第8節　 文化財等の応急対策
文化財等については、所有者又は管理者が搬出担当者を定め、防災及びその搬出にあたって万
全を期するものとします。
市教育委員会は、市内文化財一覧に基づき災害等の際に迅速な保全対策を行うための指導・

助言を行います。

1　 搬出可能な文化財対策
市教育委員会は、所有者等と協議して搬出担当者を定め、安全な搬出に努めるとともに、あら
かじめ搬出場所や搬出方法の助言を行います。

2　 建造物及び搬出不可能な文化財の対策
各文化財等について、市教育委員会は必要に応じ防火査察や火災防御訓練などを実施し、災害
に備えるとともに、所有者に対し予防及び応急対策についての指導助言を行い、文化財等の保全
に努めます。

3　 史跡、名勝及び天然記念物の応急対策　
史跡等の応急対策については、史跡の管理者を中心として、その性質等によって災害時の応急

措置についての指導・助言を行います。
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 第14章　 ライフライン施設の応急対策

基本的な考え方

〇ライフラインは、災害対応や市民生活の基盤となるものであり、関係機関それぞ
　れが、速やかな復旧が図られるよう、平時から情報の収集や手法の検討を行い、
　また防災訓練等を行うことで早期の復旧を図る体制を構築します。

目標

〇全てのライフラインが早急に復旧することを目指します。
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第1節　 上水道施設災害応急対策
第３編第９章第１節により、対応策を実施します。

第2節　 下水道施設災害応急対策

1　 施設の被害調査
災害時の下水道施設の被害状況を把握するため、震災直後は、あらかじめ定められた組織体制
により各施設等を巡回し調査します。

2　 体制の構築と広報
震災時には、施設及び管渠の状況に応じ、復旧資材の調達及び機械器具の点検並びに技術者等
の確保を行い、市内関係者との連絡を密にし、復旧作業体制を整えます。
また、施設の被害状況や復旧の見込み、注意事項等を広報車その他の方法を利用し、市民に広

報します。

3　 応急復旧対策
(1)下水道施設に大規模な被害があった場合は、清掃担当課と連携し、環境衛生の確保を図
ります。

(2)下水道施設の復旧は、その被害状況に応じ、復旧方針を作成するとともに、関係者の協力
を得て早期復旧に全力を注ぎます。

第3節　 電気施設災害応急対策
災害対策本部は、東北電力ネットワーク㈱ 会津若松電力センターと緊密な連絡をとり、電力
施設の防護及び被災地に対する電力供給の確保に最大限の協力を要請します。

1　 復旧への協力
電気供給設備の甚大な被災について、電力供給機関の地域責任者により、応援の依頼があった

場合は、市は状況により労務の提供など、便宜を図ります。

2　 住民へ周知する事項（電気事故防止）
電力設備について、次のような異常を発見した場合は、東北電力ネットワーク㈱ 会津若松電
力センターに通報します。
(1)電線が切れ地上に垂れ下がっているとき。
(2)樹木、テレビのアンテナ、煙突等が倒れて電線に接触しているとき。
(3)電力の施設より火花、音響、煙等が出ているとき。
(4)電柱や支線などが危険な状態になっているとき。

　災害が発生した場合は、電力施設災害応急対策計画の協力機関の協力により、電力災害の防止
に万全を期します。
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第4節　 都市ガス施設災害応急対策
災害対策本部は、災害発生時に際し、ガス設備の防護及び被災地に対するガス供給の確保を図
るため、ガス供給機関に協力します。

1　 火災に際しての一般住民等の措置
(1)火災が発生した場合、居住者はガス事業者に現場位置等を通報します。
なお、この際、火の気を消し、元栓を閉めます。

(2)導管の亀裂折損によるガス流出等の事故発生に際しては、まず送ガスしゃ断が急務であ
り、これを発見した者は、その旨をガス事業者に通報します。
なお、ガス流出等の状況が激しいときは、市、消防署又は警察署に通報します。

(3)地震時にマイコンメーターが作動し、ガスの供給を自動的に停止した場合は、手動復帰
説明書に基づき各家庭ごとに復旧します。
なお、ガス漏えいの恐れがあることから、復帰にあたっては、細心の注意を払います。

2　 ガス事業者の災害防止〔液化石油ガス（ＬＰＧ）〕
ガス事業者は、災害時にあらかじめ定められた手順や方法により、事故等が起こらないよう十
分に配慮しながら、災害時の対応を行います。

3　 ガス供給不能の場合の対応
災害のためガス供給が不能となったときは、プロパン容器及びカセットコンロをもって補給
します。

4　 その他
(1)ガスの供給を停止する場合は、使用者に対して多様な方法で周知を図ります。
(2)ガス事業者は、災害対策に関する計画に基づいて応急対策を実施します。

第5節　 通信施設災害応急対策
災害時における通信サ－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
を図ります。

1　 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、資機材の点検を行います。
①.電源の確保
②.災害対策用機器（無線機器、移動電源装置等）の発動準備
③.ビル建築物の防災設備の点検
④.工事用車両、工具等の点検
⑤.保有する資材、物資の点検
⑥.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
おり応急措置を行います。
①.通信の利用制限
②.非常通話、緊急通話の優先・確保
③.無線設備の使用
④.非常用公衆電話の設置
⑤.回線の応急復旧
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(3)応急復旧対策
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します。
①.応急復旧工事
②.電気通信設備を応急的に復旧する工事
③.原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事
④.原状復旧工事

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
⑤.本復旧工事
ア.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
イ.電気通信設備が全く消滅した場合、復旧する工事

(4)通信回線の復旧順位

順位 復旧する電気通信設備

１ ・気象機関に設置されるもの
・水防機関に設置されるもの
・消防機関に設置されるもの
・災害救助機関に設置されるもの
・警察機関に設置されるもの
・防衛機関に設置されるもの
・輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
・通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
・電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの

２ ・ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの
・水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの
・選挙管理機関に設置されるもの
・別に定める基準に該当する新聞社に設置されるもの
・放送事業者又は通信社に設置されるもの
・預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
・国又は地方公共機関に設置されるもの
（第１順位となるものを除く）

３ ・第１順位及び第２順位に該当しないもの

第6節　 鉄道施設災害応急対策

１　防災体制
　災害の発生が予想される場合には、安全を確保するため、関係機関の長は、これに関する
規程等に基づき、速やかに所定の体制をとるものとします。
　また、その組織及び方法並びに警報の発令基準等について、あらかじめ定めた対策計画に
基づき、予報及び警報が発令された際には、関係現業機関に迅速かつ正確に伝達します。
　さらには、災害時において直ちに必要となる要員、機器、資材等の入手方法及び輸送の計
画をたて、調達・輸送管理体制を確立します。
　なお、あらかじめ災害予備用貯蔵品として保管して置く必要があると認められる資材等に
ついては、所定の保管箇所に適正な保有数量等を定め、保管管理します。

２　情報伝達・広報
　災害が発生した場合においては、被害の状況等を迅速かつ適切に把握し、鉄道の運行状況
等を報道機関やホームページを活用して公表するとともに、対策本部に連絡します。

　

３　災害復旧の実施の基本方針
　災害に伴う社会経済活動を早急に回復し、再び同様の災害を被ることのないよう、関係行
政機関が行う復旧事業等を考慮して、迅速かつ適切な災害復旧を実施します。
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　４　災害復旧計画及び実施
　災害の復旧については、応急工事の終了後可及的速やかに、本復旧計画をたて、これを実
施します。本復旧計画の実施にあたっては、被害原因の調査分析の結果に基づく必要な改良
事項を考慮して、その適正を図ります。
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 第15章　 災害時における要配慮者対策

基本的な考え方

〇対象者の同意の有無にかかわらず、災害時には対象者全ての「避難行動要支援者
　名簿」を「避難支援関係者」である消防署、警察署、消防団、町内会等の地域の関係
　機関などへ情報提供します。
〇避難に際して、日常生活に支援が必要な方については、災害時応援協定に基づき、
　高齢者福祉施設や障がい者福祉施設等を福祉避難所に指定し、対象者の受け入れ
　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努めます。
〇個々の対象者の適切な応急対策や必要なサービスの判断については、ケアマネ
　ジャーや高齢者、障がい者相談支援機関等の医療・福祉団体の協力を得て進めま
　す。

目標

〇配慮者へ確実で迅速な情報伝達手段を確保します。
〇配慮者の個々の態様に応じた避難所の確保を目指します。
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第1節　 災害時における要配慮者対策
市は、以下の点に留意し、防災関係機関や地域関係機関等の協力を得ながら、高齢者及び障が
い者等に係る対策を実施します。
また、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、災害を契機に新たに支援を要する者が発生することから、これらの対象者に、時間の経過に
沿って、的確なサービスの提供を行っていきます。

1　 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提供　
災害時には、第２編第９章第２節に定めるとおり、避難行動要支援者を把握し、名簿並びに住

宅地図を消防署、警察署、地域等の「避難支援等関係者」に提供します。
また、被災地域に居住する対象者の状況や、避難所や在宅の対象者の把握のため、住民基本台
帳情報、高齢者情報、障がい者情報に加え、「避難支援関係者」ごとの地域区分や一人暮らし高齢
者、難病患者等の名簿を利用し、地域の協力により、対象者の所在や状況を把握します。

2　 要配慮者への情報提供
避難行動要支援者を含めた要配慮者に対し、「高齢者等避難」をはじめとした災害情報の提供
を行います。
また、障がい者等については、平時から利用する情報伝達支援の継続に努めるとともに、報道
機関との協力のもと、ＦＭ放送、新聞、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、外国人等に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情
報等の提供を行います。

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。

4　 要配慮者への生活支援
(1)必要な支援内容の把握

　介護職員等の派遣や緊急入所等の必要性など、保健福祉ニーズの把握に努めます。
(2)保健福祉サービスの提供

　要配慮者に対する保健福祉サービスの提供を、できる限り速やかに組織的・継続的に開
始します。

(3)日常生活の継続に必要な物資やサービスの提供
　避難所等において、被災した高齢者及び障がい者の生活に必要な車椅子、椅子型簡易トイ
レ、おむつ等の物資確保について、備蓄品を活用するとともに、災害時応援協定をとおして
事業所等に協力要請を行います。
　また、ガイドヘルパー、手話通訳者等の人材の確保に努めます。

第2節　 社会福祉施設等に係る対策

1　 入所者の安全確保
被災社会福祉施設等においては、避難誘導等により、速やかに入所者の安全の確保を図ります。
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2　 支援要請
被災社会福祉施設等については、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数を把握
し、近隣施設、市、県等に支援を要請します。

3　 災害対策本部が行う支援
(1)被災社会福祉施設等のライフラインの復旧については、あらかじめ施設等を地図上に表

示したうえで、優先的な対応が行われるよう事業者に要請します。
(2)復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品等の確保のための措置を講じます。
(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ます。

4　 受入協力の依頼
災害対策本部は、社会福祉施設等に対し、災害時応援協定を締結するなどにより、施設の機能
を低下させない範囲で、配慮の必要性の高い被災者の一時的な施設への受け入れ（福祉避難
所）に協力していただく態勢の構築を目指します。

第3節　 児童に係る対策

1　 要保護児童の把握
市は、次の方法等により、要保護児童（被災による孤児、遺児及び養育に支障を生じている児
童等）の発見、把握及び支援を行います。

(1)避難所の責任者等は、避難児童の状況確認に努め、要保護児童を把握した場合は、市又は
児童相談所に対し通報するよう措置を講じます。
(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、その実態把握を行いま
す。
(3)要保護児童の親族等に情報を提供し、親族による受け入れの可能性を探るとともに、外部
支援が必要な場合には、児童福祉サービスや児童相談所への一時保護、児童養護施設への入
所等を要請します。
また、孤児、遺児については、母子福祉資金の貸し付け、遺族年金の早期支給手続き等の経済
的支援についての相談に応じます。

2　 児童の保護等のための情報伝達
市は、市民に対し、ＳＮＳ、掲示板、広報紙等の活用、報道機関の協力により、要保護児童を発
見した際の保護及び市への通報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
供を行います。
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第4編　 災害復旧計画
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 第1章　 市民生活安定のための緊急措置

基本的な考え方

〇災害が発生しても速やかに立ち直れる「強くてしなやかな持続可能な社会」を目
　指します。
〇被災者の一貫した支援を進めるため、被災者支援台帳を作成し、支援事務の効率
　化と総合的な支援対策を進めます。
〇復旧にあたっては、将来のまちづくり構想を踏まえて進めます。

目標

〇災害からの復旧は、個人だけではなく、地域コミュニティや地域社会全体の再建
　もあわせて目指します。
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第1節　 市や防災関係機関の取組み

1　 市等の取組み
市をはじめとする防災関係機関は、「まち」としての市民サービス機能の低下を補うため、代替サービ
スの提供や応急的な支援対策を講じます。

また、慣れない被災生活で精神的に不安な状態にある市民に対して、生活再建のための各種支援
施策をあわせて行います。

さらに、被災者の総合的な管理・支援を行うために「被災者支援台帳」を作成し、あわせて効果的な
被災者支援のために「被災者支援システム」の導入を検討します。

2　 市・県税等の減免等の措置
被災者の納付すべき国税及び地方税については、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します。

3　 県による生活必需品等の安定供給の確保
県（生活環境部、商工労働部、農林水産部）は、生活必需品等の安定供給の確保を図るため、次の
措置を講ずるものとします。
(1)生活必需品等の価格及び需給動向の把握

　大規模な地震発生後の生活必需品等の価格及び需給動向の把握に努めます。

(2)特定物資の指定等
　状況により特定物資の指定を行い、適正な価格で売り渡すよう指示します。

(3)関係機関等への協力要請
生活必需品等の著しい不足、価格の異常な高騰を防ぐことを目的として、国、他の都道府県及

び事業者団体等に対し、情報提供、調査、集中出荷、その他の協力要請を行います。

第2節　 被災者への支援

1　 被災者台帳の作成
　被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、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）の作成に努めます。
(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.住家の被害その他市町村が定める種類の被害の状況
⑥.援護の実施の状況
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.罹災証明書の交付の状況
⑪.台帳情報を市町村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、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市町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
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　市長は、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.市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市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市長が必要と認める事項

2　 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給
一定規模以上の自然災害により、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
て住民生活の安定と被災地の速やかな復興に資するものとします。

3　 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
ずる被害で、支援法施行令で定める内容となります。

4　 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です。
(1)全壊世帯（支援法第２条第２号イ）
(2)解体世帯（支援法第２条第２号ロ）
(3)長期避難世帯（支援法第２条第２号ハ）
(4)大規模半壊世帯（支援法第２条第２号ニ）
(5)中規模半壊世帯（支援法第２条第２号ホ）

5　 支援法の適用手続き
(1)市の被害状況報告

　市長は、当該自然災害に係る被害状況を収集し、速やかに知事に報告します。

(2)県の被害状況報告及び公示
　知事は、市長からの報告を精査した結果、発生した災害が支援法対象の自然災害に該当す
ると認めた場合は、速やかに内閣府政策統括官（防災担当）及び被災者生活再建支援法人に
報告するとともに、支援法対象の自然災害であることを公示します。

6　 支援金支給の基準
　住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給され
ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：万円）

区分
基礎支給金 加算支援金

計
支給額 住宅の再建方法 支給額

複数世帯 全壊世帯 100 建設・購入 200 300

解体世帯 補修 100 200

長期避難世帯 賃借 50 150

大規模半壊世帯 50 建設・購入 200 250
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補修 100 150

賃借 50 100

中規模半壊世帯 - 建設・購入 100 100

補修 50 50

賃借 25 25

単数世帯 全壊世帯 75 建設・購入 150 225

解体世帯 補修 75 150

長期避難世帯 賃借 37.5 112.5

大規模半壊世帯 37.5 建設・購入 150 187.5

補修 75 112.5

賃借 37.5 75

中規模半壊世帯 - 建設・購入 75 75

補修 37.5 37.5

賃借 18.75 18.75

第3節　 被災者への融資

1　 農林水産業関係
県（農林水産部）は、自然災害により農作物、経営施設等に被害を受けた農林漁業者の再生産
等に必要な資金を無利子又は低利で融資し、農林漁業経営の維持・安定を図ります。

2　 商工関係（中小企業への融資）
県（商工労働部）は、自然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、低利で融資します。
また、県信用保証協会は、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講ずるものと
します。

3　 住宅関係（住宅金融支援機構による災害復興住宅資金）
住宅金融支援機構は、自然災害により住宅に被害を受けた市民に対し、災害復興住宅の建設資

金・購入資金又は補修資金の融資を行うものとします。

4　 福祉関係
(1)生活福祉資金の貸付
① 緊急小口資金
県社会福祉協議会は、被災した低所得者が緊急かつ一時的に生活の維持が困難となっ
た場合は、小額の資金を融資するものとします。
② 福祉費
県社会福祉協議会は、被災した低所得者（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく
災害援護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必要な資
金を融資するものとします。

(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
市は、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に対し

て生活の立て直しに必要な資金を融資するものとします。
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第4節　 義援金品の受入れ・配分

1　 義援金の受入
市は、義援金受付窓口を設置するとともに、日本赤十字社福島県支部、インターネット等を通
じて募金を依頼します。

2　 義援金の配分
市は、義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災者世帯数、被災状況等を考慮して義援金の
配分を決定します。
また、県や日本赤十字社奉仕団等関係団体の協力を得て被災者に分配します。
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 第2章　 激甚災害の指定
災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害「激甚災害」に相当する被害を受けた場合は、災

害の状況を速やかに調査して、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努めます。
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 第3章　 災害復旧・復興計画
災害復旧・復興計画については、災害応急対策の終了後、被害の程度を十分検討した後、災害の

実態把握と併せて計画を検討するものとします。
なお、その基本方針は、災害発生後、被災した各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整備を行う等、将来の災害に備える事業の対策内容とし、また、被災状況を
的確に把握し、速やかに効果が上がるよう、関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努め
ます。
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第5編　 地域配慮
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 第1章　 地域防災への配慮

基本的な考え方

〇全体計画を基本としながらも、「地域ごとの特殊性」を「地域防災カルテ」にまとめ、
　可能な限り配慮し、地域間格差の縮小と地域資源の最大活用を図ります。
〇地域にある公共施設以外の民間事業所等についても、協力をいただける場合は地
　域防災資源として有効に活用します。

目標

〇地域ごとに想定される災害や現状の課題（古い木造住宅が多い、道路が狭隘等）
　を把握します。
〇地域の危険箇所や避難所等までのルート、防災施設等を確認します。
〇災害時に地域の力が生きるよう、地元事業所との災害時応援協定の締結等も必要
　に応じて進めます。

-
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第1節　 地域配慮

地域配慮とは、市内各地域において想定される災害の種別、大規模災害の被害状況の想定、防災
施設の整備状況等を踏まえて、今後取り組むべき防災対策の方向性や配慮事項を取りまとめるもので、
防災のまちづくりを進める上でのガイドラインの役割を担うものです。

第2節　 地域区分
地域区分は、「会津若松市都市計画マスタープラン」との整合性を図りながら、以下の 10 地域としま

す。
【地域区分イメージ図】
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第3節　 各地域の配慮事項
各地域ごとの配慮事項の詳細（該当地図や施設一覧等）は、別冊「地域防災カルテ」にまとめますが、
概要を以下に記載します。

A地域（城北・行仁・日新・謹教・鶴城地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　当地域内に土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域は指定されていませんが、東側の斜
面に沿って、土砂災害警戒区域が東山小学校、小田山公園、城南小学校付近まで迫ってい
ます。
　鶴ヶ城北側と西側、七日町駅の西側では、耐震化がされていない古い建物が多く、大地
震で倒壊する危険性が高いことが見込まれます。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合は、約半数の建物が倒壊し、ライフライン供給
に支障をきたすと想定されており、特に木造建築物は倒壊が激しく、多数の箇所で出火
すると想定されているため、耐震補強や避難経路の確保を進める必要があります。

(2)防災施設の現況
　当地域は、市の中心市街地であるため、市庁舎、学校をはじめ、多くの公共施設等が集積し
ています。災害時にこれらの施設を有効に活用するために、老朽化し、耐震性に問題がある施
設については、耐震補強等の対応を進めていきます。

(3)「市民ワークショップ」における主な意見
◦ 　住宅が密集しているエリアが多くみられ、また、道路が狭く一方通行の箇所が多く、さ
らには、鉄道線路やブロック塀の倒壊といった障害物も予想されるため、地震の際に避
難場所への移動が不便で危険になることが懸念される。

◦ 　老朽化した住宅や蔵が町中に残されており、倒壊による道路閉塞、火災の危険性があ
る。

◦ 　大雨の際に湯川や水路周辺において水害が懸念される。
(4)防災まちづくりの考え方
①.通勤・通学者、観光客など多数の人の安全確保

　行政、教育、商業、観光等の各機能が集積する本市の中枢を担う地区であり、多数の
人々が訪れるまちであるため、災害時に来訪者の安全を確保するための避難場所、避難
路、誘導システム等の整備を推進します。

②.旧耐震木造住宅の多いまちの改善
　建物棟数が最も多い地域であり、その中でも旧耐震の木造家屋が多いため、地震によ
る倒壊や火災による延焼の危険性が高く、また、高齢者、障がい者など、災害時に支援が
必要な人も多く居住しています。
　そのため、建築物の耐震性能、耐火性能の向上によって、被害の軽減を図るとともに、
住宅市街地においては、道路空間の確保及び災害時における住民の安全な避難について
も検討します。

③.行政機関の安全確保と避難所機能の強化
　市役所本庁舎をはじめ行政機関、避難所として活用される学校施設等が多く立地して
いるため、これらの施設が災害時にも十分に機能するよう、建物の耐震性能の向上に加
えて、通信手段の確保や非常用電源の確保等、避難所機能の強化や避難所生活に必要な
物資の備蓄を進めます。

B地域（城西地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　地域内及び隣接部には土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域は指定されていません
が、西若松駅周辺市街地において、災害時に倒壊の危険性がある建物が比較的多く密集
しています。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、多くの建物が倒壊すると想定されており、ま
た、倒壊に伴い出火することが見込まれるため、耐震補強や避難経路の確保を進める必
要があります。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　地区内には学校、公園等が整備されていますが、大半は地区の東半分の市街地部分に立地
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しており、中央部から西に広がる農地や阿賀川沿岸の工業地域周辺からの利用が難しい状況
にあります。

(3)「市民ワークショップ」における主な意見
◦ 　大雨の際に阿賀川や市街地内の河川・水路周辺においての水害が懸念される。
◦ 　市街地内の水路の一部に柵やガードレールが設置されていないので危険である。
◦ 　市街地の北側の道路が狭あいで危険である。

(4)防災まちづくりの考え方
①.西若松駅周辺の安全性の確保

　西若松駅周辺は地元住民だけでなく観光客等も多く来訪することから、災害時におい
て人々の安全を確保するため、一時的な避難場所を確保するとともに、適切な情報伝達、
誘導を行えるよう対策を進めます。

②.安全な避難経路の確保等
　狭あい道路や行き止まり道路の解消、市街地内の河川・水路におけるガードレールや
柵の設置等により、安全な避難経路を確保できるよう対策を進めていきます。
また、豪雨などによって市街地内の河川・水路が氾濫する場合に備え、早めに避難行動
がとれるよう適切な情報提供に努めます。

③.避難場所等の適切な配置
　農地や集落、工業用地の広がる中央から西側にかけては、避難場所等が確保されてい
ないため、場所の確保に努めます。

C地域（神指、町北、高野地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　地域内の災害危険箇所としては、高野地区の砂防指定地があります。
　また、田園地域に点在している集落において、倒壊する危険性の比較的高い建物が多
く立地しています。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、点在する集落で多くの建物が倒壊すると想定
されており、特に木造建築物については、半数以上が倒壊し、倒壊に伴い出火することが
想定されているところから、避難行動や消火活動を行うための道路の確保が必要です。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　地区内には学校、公園等が整備されていますが、磐越自動車道より北に広がる農地や阿賀
川沿岸からの利用が難しい状況にあります。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
◦ 　地震の際、集落における老朽住宅の倒壊の危険性がある。
◦ 　地震の際、集落を結ぶ道路が分断した際に、避難経路確保や行き止まり道路が多い箇
所が対応を遅らせる恐れがある。

◦ 　避難時の工業用地、福祉施設等の活用が図られるよう協議が必要である。
(4)防災まちづくりの考え方
①.集落ごとの建物安全性、避難場所の確保

　田園地域に点在する集落において、建物の老朽化が進んでいるため、建物の耐震性能
の向上への協力を周知していきます。また、指定されている避難場所、避難所まで距離が
離れている集落もあることから、集落単位での安全な避難行動について地域の実情に対
応した対策の検討を進めていきます。

②.安全な避難経路の確保
　狭あい道路や行き止まり道路を解消し、安全な避難経路の確保を図っていきます。
　また、点在する集落において、速やかな避難行動が取れるよう適切な情報提供に努め
ます。

③.避難場所等の適切な配置と活用可能施設の検討
　地域の北側や西側においては、指定された避難場所から距離が離れていたり、高速道
路で分断されているため、近接する工業用地や福祉施設等の活用について協議を進める
等、適切な避難誘導方策の検討を進めていきます。

D地域（門田地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　東側の山林から、市街地や集落の縁辺にかけて、土砂災害警戒区域が指定されている
ほか、門田駅付近などが砂防指定地となっています。
　第五中学校付近及び点在する集落の一部に、倒壊する危険性の高い建物が多くありま
す。
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②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、多くの建物が倒壊すると想定されており、特
に木造建築物については、半数近くが倒壊し、倒壊に伴う出火が発生すると見込まれる
ため、耐震補強や避難経路の確保が必要です。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　市街地の南端を形成しており、会津総合運動公園が立地していることから、災害時の避難
場所として多数の人に利用されることが想定されます。
　また、地域内の学校施設等が避難所、避難場所に位置付けられていますが、北西の市街地は
これらの施設まで距離が遠いため、適切な避難誘導方策の検討を進めていきます。

(3)「市民ワークショップ」における主な意見
◦ 　地震の際、住宅が密集しているエリアが存在し、住民の高齢化、道路の狭さ、ブロック

塀の倒壊等が懸念される。
◦ 　大雨時に河川、水路周辺において水害が懸念される。

(4)防災まちづくりの考え方
①.老朽家屋の立地する市街地の安全確保

　地区の北側や北東側には、古くから形成された市街地があり、古い家屋やブロック塀
の倒壊による道路閉塞、傾斜地における土砂災害等の危険性があります。
　そのため、建物の耐震性向上等による被害の軽減を図るとともに、速やかに避難する
ための情報提供のあり方の検討や避難経路の確保を進めていく必要があります。

②.円滑な避難誘導への備え
　避難場所、避難所の不足する地域での住民等の安全確保について、地域の実情にあっ
た対応を検討するとともに、総合運動公園に避難する人たちへの避難誘導や情報提供等
についても検討を進めます。

③.情報伝達
　市街地や集落のなかには、斜面地や阿賀川に近接している箇所もあるため、地震時だ
けでなく風水害の際にも住民等の安全を確保できるように、災害情報の伝達手段の構築
に努めます。

Ｅ地域（大戸地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　丘陵地、山林に土砂災害危険箇所が、集落近くに土砂災害警戒区域や砂防指定地があ
ります。
　また、地域の中心部において、倒壊する危険性の比較的高い建物が多くあります。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、少なからぬ建物が倒壊すると想定されており、
特に木造建築物については、倒壊に伴い出火することが見込まれています。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　地区内には学校等が整備されていますが、温泉街には市の公共施設がないため、ホテルや
旅館との協力関係を構築するなど適切な避難誘導方策の検討を進めていきます。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
◦ 　河川沿岸、丘陵地に災害危険性が高い箇所が多数見られる。
◦ 　避難施設が少ないため、身近な施設を活かして避難場所を確保する必要がある。

(4)防災まちづくりの考え方
①.地域の避難場所の確保

　地区の集落が広範囲に点在し、避難場所や避難所が限られていることや、自宅から遠
い集落等も多いことから、地域の既存施設等を活用した一時的な避難場所の確保を図っ
ていきます。

②.高齢者の避難支援
　要配慮者が多く居住していることから、避難の際の支援のあり方や地域の共助力の向
上を目指していきます。

③.芦ノ牧温泉エリアの防災性向上
　温泉街周辺には、多くの観光客が宿泊することから、安全な避難対策のための情報提供体
制や事業者と協力しての避難誘導対策を進める必要があります。

Ｆ地域（東山地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　地域内の災害危険箇所としては、北西部に土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域があ
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るほか河川に沿って砂防指定地があります。
　また、新耐震以前の木造住宅が多く立地し、倒壊する危険性が高い建物が多くありま
す。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、多くの建物が倒壊すると想定されており、特
に木造建築物については、半数以上が倒壊し出火することが見込まれており、建物の耐
震性、耐火性の向上が望まれます。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　地区内には学校、公園等が整備されていますが、東山温泉周辺部は施設が不足している状
況にあります。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
◦ 　地震の際、道路が狭いため、避難行動、消火活動が十分行えない。
◦ 　斜面地においては、大雨による土砂災害の危険性がある。
◦ 　東山ダムの決壊に伴う水害に関する不安がある。

(4)防災まちづくりの考え方
①.老朽家屋の立地する市街地の安全確保

　市街地において、建物の老朽化が進んでいるため、建物の耐震性能の向上への協力を
周知していきます。
　また、狭あい道路があることから、安全な避難経路を確保を図っていきます。
　さらには、要配慮者が多く居住していることから、避難の際の支援のあり方の検討を
進めていきます。

②.東山温泉エリアの防災性向上
　東山温泉地区へは、市街地からのアクセスが湯川沿いの道路に限られており、また温
泉街周辺には、道路が狭く、一方通行となっている箇所があることから、観光客避難のた
めの安全な交通対策を進める必要があります。

③.水害、土砂災害防止体制の強化
　市街地に隣接する斜面地や湯川、東山ダムなど、土砂崩れや洪水による被害を未然に抑
えるため、住民への情報提供体制の構築や定期的なパトロールにより監視体制の強化を図り
ます。

Ｇ地域（一箕地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　地域内の災害危険箇所としては、市街地に隣接する丘陵地に、土砂災害危険箇所や土
砂災害警戒区域、砂防指定地があります。
　また、郊外の集落において、倒壊する危険性の比較的高い建物が多くあります。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、多くの建物が倒壊すると想定されており、特
に木造建築物については、相当数が倒壊し、出火することが見込まれています。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　地区内には学校、公園を初め「ふれあい体育館」等もあり、災害時に利用できる施設が比較
的多くあります。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
◦ 地震の際、老朽化した住宅地の倒壊の危険性がある。
◦ 丘陵地、崖地の崩壊が心配されている。
◦ 道路空間が十分に確保されていない箇所もあり、災害時の閉塞が心配される。

(4)防災まちづくりの考え方
①.老朽家屋の立地する市街地の安全確保

　建物の老朽化が進んでいるため、建物の耐震性能の向上を周知し、また狭あい道路の
解消など、安全な避難経路の確保を図っていきます。
　また、要配慮者が多く居住していることから、避難の際の支援のあり方の検討を進め
ていきます。

②.防災施設の積極的な活用方法の検討
　公共施設や学校など、災害時の使用可能な施設が多数ある地域であり、市全体の防災体
制の中での活用方法を検討していきます。
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H地域（湊地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　地域内の西側斜面に土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域が指定されているほか、地
区南部に砂防指定地があります。
　また、各集落において、倒壊する危険性の比較的高い建物が多くあります。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、半数以上の建物が倒壊すると想定されており、
　特に木造建築物については、倒壊に伴い出火することが見込まれており、耐震補強や
耐火性能の向上が望まれます。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　地区内には学校等が整備されており、災害時の活用が可能です。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
◦ 　防災行政無線など災害情報提供手段の充実が必要である。
◦ 　医療機関等への要配慮者への通信手段の確保が必要である。
◦ 　道路の見通しの悪い箇所や河川・水路などに危険箇所が点在している。

(4)防災まちづくりの考え方
①.地域の避難場所の確保

　地区の集落が広範囲に点在し、避難場所や避難所が限られており、自宅から遠い集落
等も多いことから、地域の既存施設等を活用した一時的な避難場所の確保を図っていき
ます。

②.高齢者の避難支援
　要配慮者が多く居住していることから、避難の際の支援のあり方や地域の共助力の向
上を目指していきます。

③.情報提供発信手段の確保
　高齢者に配慮した情報提供や医療機関との連携を図るなど、地域の実情を踏まえた情
報提供、発信手段の確保を図ります。

Ⅰ地域（北会津地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
①.災害危険区域等

　地域内に土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等の危険箇所の指定地はありません。
　ただし、阿賀川、宮川に隣接しており、水害の危険性があります。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、多数の建物が倒壊すると想定されており、特
に木造建築物については、倒壊に伴い出火することが見込まれており、これらが点在す
る集落で発生すると考えられます。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　北会津支所が防災拠点施設と位置づけられており、地区内には学校、公園、公民館等が整備
されており、防災施設として活用できる状況にあります。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
◦ 　阿賀川の河川氾濫が心配である。
◦ 　地震の際、集落における老朽住宅の倒壊の危険性がある。
◦ 　高齢者が多く居住していることから、災害時の安否確認への不安がある。

(4)防災まちづくりの考え方
①.老朽家屋の安全確保

　建物の老朽化が進んでいるため、建物の耐震性能の向上への協力を周知し、また安全
な避難経路を確保を図っていきます。　

②.高齢者の避難支援
　要配慮者が多く居住していることから、避難の際の支援のあり方や地域の共助力の向
上を目指していきます。

③.水害危険箇所の周知
　阿賀川、宮川に接している地域であることから、水害の危険箇所等の情報を地域住民
に周知します。

Ｊ地域（河東地区）
(1)防災の視点からのまちの現況
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①.災害危険区域等
　中央部を流れる大工川や金山川周辺に砂防指定地があります。
　また、南部の国道49号線周辺に土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域があります。
　また、市街地や集落において、倒壊する危険性の比較的高い建物が多く立地していま
す。

②.大地震等による被害想定（東縁断層帯による地震を想定）
　東縁断層帯による地震が発生した場合、半数の建物が倒壊すると想定されており、特
に木造建築物については、半数以上が倒壊し、倒壊に伴い出火することが見込まれてお
り、耐震補強や耐火性能の向上が望まれます。

(2)災害時に利用する公共施設、避難所等
　河東支所が防災拠点と位置づけられており、地区内には学校、公園、公民館等が整備されて
いるところから、防災施設として活用できる状況にあります。

(3)「市民ワークショップ」における市民からの意見
　地震の際、集落における老朽住宅の倒壊や火災延焼の危険性がある。
　高齢者が多く居住していることから、災害時の支援が必要である。

(4)防災まちづくりの考え方
①.河東支所周辺市街地の安全性の向上

　河東支所周辺市街地の建物の耐震性能、耐火性能の向上への協力を周知し、また安全
な避難経路を確保を図っていきます。

②.安全な避難経路の確保
　地区内には鉄道路線、高速道路、河川など、避難する際に障害となる箇所がいくつか見
られるため、これらを踏まえた安全な避難場所や避難経路の確保を図っていきます。

③.高齢者の避難支援
　要配慮者が多く居住していることから、避難の際の支援のあり方や地域の共助力の向
上を目指していきます。

第4節　 全体的課題
「地域配慮編」をまとめるにあたり、各地域においてワークショップを開催いたしました。
その結果、水害や土砂災害等の自然災害については、地域性が見られた一方で、どの地域の住民

の方々からも懸念する共通点が見られました。
その一つには、
①　急速な高齢社会の到来により、地域の高齢化が進み、地域での支え合いがままならず、災害時の
避難行動に不安があることがあげられます。
　また、
②　多くの老朽家屋、さらには空き家が存在し、大規模災害時には多くの家屋倒壊、さらには二次災
害としての大規模火災の危険性について懸念していることが伺えます。
　これらの対策については、一朝一夕で解決することは困難ですが、市民が防災の知識を深め、防災
訓練等をとおして経験を積み上げることで「自助」の力を高め、より「共助」の意識醸成につなげていく
必要があります。
　また、家屋の倒壊防止や火災に陥らないための、耐震改修や機器設置等の対策を進めていく必要も
あります。
　これらの課題を克服し、安全・安心して生活できる地域を目指すため、地域の防災施設の整備にも努
めてまいります。
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