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第１節 計画の目的及び方針・位置付け 第１節 計画の目的及び方針・位置付け

第１ 計画の目的 第１ 計画の目的

この計画は、県内の風水害、雪害、火山災害等に対処する この計画は、県内の風水害、雪害、火山災害等に対処する

ため、平成 10 年８月末豪雨災害や平成 23 年３月に発生した ため、平成 10 年８月末豪雨災害や平成 23 年３月に発生した
東日本大震災などの大規模な災害の経験を教訓とし、近年の 東日本大震災、令和元年東日本台風などの大規模な災害の経 令和元年東日本台風

防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ総合的な対策を定め 験を教訓とし、近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏ま の検証事業（以下、

たものであり、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機 え総合的な対策を定めたものであり、県、市町村、指定地方 「台風 19 号検証事
関、指定地方公共機関等の防災関係機関が、相互に緊密な連 行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機 業」という。）

携を取りつつ、その有する全機能を有効に発揮して、災害予 関が、相互に緊密な連携を取りつつ、その有する全機能を有

防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、住民 効に発揮して、災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施

の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 することにより、住民の生命、身体及び財産を災害から保護

することを目的とする。

（略） （略）

第６ 計画の周知徹底 第６ 計画の周知徹底

（略） （略）

１ 防災教育及び訓練の実施 １ 防災教育及び訓練の実施

防災関係機関はもとより、一般企業・団体等においても災 防災関係機関はもとより、一般企業・団体等においても災

害を未然に防止するとともに、その被害の軽減のため、地域 害を未然に防止するとともに、その被害の軽減のため、地域

住民等の参加を得て、防災に関する教育及び訓練を実施する 住民等の参加を得て、過去の災害対応の教訓の共有を図るな 防災基本計画修正

ものとする。 ど、防災に関する教育及び訓練を実施するものとする。 （R2.5）
（略） （略）

第２節 災害対策の基本理念、基本方針及び活動目標 第２節 災害対策の基本理念、基本方針及び活動目標

（略） （略）

第２ 基本方針 第２ 基本方針

（略） （略）

３ 災害対策本部の応急対策活動能力の強化 ３ 災害対策本部の応急対策活動能力の強化

大規模な災害時には、断片情報のみしか入手することがで 大規模な災害時には、断片情報のみしか入手することがで

きないことも想定される。発災直後に十分な情報が入手でき きないことも想定される。発災直後に十分な情報が入手でき

なくても、迅速かつ的確な判断に基づく対応がとれるよう準 なくても、迅速かつ的確な判断に基づく対応がとれるよう準

備しておくことが重要と考えられる。つまり、被害の断片情 備しておくことが重要と考えられる。つまり、被害の断片情

報が被害の全体像に結びつけられる能力を養成することが重 報が被害の全体像に結びつけられる能力を養成することが重

要である。 要である。

一般災害対策編

第１章 総則
【修正前】 【修正後】 【備考】
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一般災害対策編

第１章 総則
【修正前】 【修正後】 【備考】

そのためには、平常時から、より詳細な地域の特性を把握 そのためには、平常時から、より詳細な地域の特性を把握

した上で、災害に関する情報の共有を図りながら、それらに した上で、災害に関する情報の共有を図りながら、それらに

対する被害想定や被害シナリオを知識ベースとして身につけ 対する被害想定や被害シナリオを知識ベースとして身につけ

ておくことが必要である。これにより、災害対策本部の情報 ておくことが必要である。これにより、災害対策本部の情報

処理負荷が軽減され、災害初動期の資源配分の決定に余裕を 処理負荷が軽減され、災害初動期の資源配分の決定に余裕を

生むことになる。 生むことになる。

また、応急対策活動を行う場合に、被災地で様々な主体が また、応急対策活動を行う場合に、被災地で様々な主体が

対策活動を行うことが想定されるが、効率的な対応を取るた 対策活動を行うことが想定されるが、効率的な対応を取るた

めには、県、市町村、国を始めとする防災関係機関を含めた めには、県、市町村、国を始めとする防災関係機関を含めた

応急対策活動のマニュアルづくりの推進が重要となる。 応急対策活動のマニュアルづくりの推進が重要となる。

さらには、日頃から防災と関係の薄い部局においても、大 さらには、日頃から防災と関係の薄い部局においても、大

規模な災害発生時には災害対策本部の組織規定に基づき、災 規模な災害発生時には災害対策本部の組織規定に基づき、災

害応急対策活動を行うことになるので、これらの部局におい 害応急対策活動を行うことになるので、これらの部局におい

ても災害時の活動マニュアルを作成しておくことが必要であ ても災害時の活動マニュアルを作成しておくことが必要であ

る。 る。

加えて、令和元年東日本台風の検証結果等を踏まえて、効 台風 19 号検証事業
率的かつ効果的な組織のあり方について検討するよう努める

ものとする。

（略） （略）

（新設） ８ 新型コロナウイルス感染症対策 防災基本計画修正

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 （R2.5）、台風 19 号
え、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点 検証事業

を取り入れた防災対策を推進することが必要である。

（新設） ９ 水害による死者をゼロにする災害文化の醸成 台風 19 号検証事業
台風などの風水害はある程度被害を予想することができる

災害であり、事前の備えが極めて重要である。「自助」の意

識や地域において助け合う「共助」の意識を高め、災害から

身を守る「災害文化」を醸成して台風などによる死者をゼロ

にすることを目指すものとする。

第３ 発災直前及び発災後の活動目標 第３ 発災直前及び発災後の活動目標

（略） （略）

応急対応 応急対応

■被災者の生活の安定 ■被災者の生活の安定
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・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早急な回復 ・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早急な回復

・救援物資等の調達と配給、生活関連情報提供等代替サービ ・救援物資等の調達と配給、生活関連情報提供等代替サービ

スの提供 スの提供

・通勤・通学手段、就業・就学環境の早急な回復 ・通勤・通学手段、就業・就学環境の早急な回復

・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復 ・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復

・生活再建に係る支援の実施 台風 19 号検証事業
復興対応 復興対応

■地域・生活の回復 ■地域・生活の回復

・教訓の整理 ・教訓の整理

・都市復興計画の推進 ・都市復興計画の推進

・都市機能の回復・強化 ・都市機能の回復・強化

・生活の再建

（略） （略）

第３節 第３節

（略） （略）

第３ 第３

（略） （略）

市町村毎の高齢者比率 市町村毎の高齢者比率

※令和２年９月１日現在の値に更新

（略） （略）

第５節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 第５節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱

（略） （略）

第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

（略） （略）

３ 指定地方行政機関 ３ 指定地方行政機関

（略） （略）

(15)仙台管区気象台（福島地方気象台） (15)仙台管区気象台（福島地方気象台）
（略） （略）

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層活動による イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層活動による

地震動に限る）及び水象の予報及び警報等の防災気象情報発 地震動に限る）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報 福島地方気象台より

表、伝達及び解説 の発表、伝達及び解説

（略） （略）

６ 指定地方公共機関 ６ 指定地方公共機関

一般災害対策編

第１章 総則
【修正前】 【修正後】 【備考】
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（略） （略）

(5)(一社)福島県医師会、(一社)福島県歯科医師会、(一社)福 (5)(一社)福島県医師会、(公社)福島県歯科医師会、(一社) 文言修正
島県薬剤師会、(公社)福島県看護協会、(公社)福島県診療放 福島県薬剤師会、(公社)福島県看護協会、(公社)福島県診療

射線技師会 放射線技師会

（略） （略）

第６節 住民等の責務 第６節 住民等の責務

第１ 住民の責務 第１ 住民の責務

住民は、災害対策の基本理念にのっとり、食品、飲料水そ 住民は、災害対策の基本理念にのっとり、食品、飲料水そ

の他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための の他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための

手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動 手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動

への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組 への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組

により防災に寄与するように努めるものとする。 により防災に寄与するように努めるものとする。

また、「自らの命は自らが守る」意識を持ち、状況に応じ 台風 19 号検証事業
て避難行動や命を守る行動をとるものとする。

一般災害対策編

第１章 総則
【修正前】 【修正後】 【備考】
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第１節 防災組織の整備・充実 第１節 防災組織の整備・充実

第１ 県の防災組織 第１ 県の防災組織

（略） （略）

３ 福島県水防本部 ３ 福島県水防本部

（略） （略）

（3）組織 （3）組織
水防計画（第３章災害応急対策計画第７節）のとおり 水防計画（第３章災害応急対策計画第２７節）のとおり 文言修正

（略） （略）

第５ 応援協力体制の整備 第５ 応援協力体制の整備

（新設） １ 県と市町村の相互協力 台風 19 号検証事業
県（危機管理総室・地方振興局）は、発災初期に迅速かつ

的確な災害情報収集・連絡を行うため、市町村へ情報連絡員

（県リエゾン）を派遣するものとし、あらかじめ情報連絡員

を指定しておくものとする。

県（危機管理総室・地方振興局）は平時から情報連絡員指

定職員に対して研修を行うとともに、スマートフォンや衛星

携帯電話などの配備に努めるものとする。

１ 他都道府県との相互応援 ２ 他都道府県との相互応援

（略） （略）

２ 福島県受援応援計画 ３ 福島県受援応援計画

県（危機管理総室）は、大規模災害発生時に、他自治体等 県（危機管理総室）は、大規模災害発生時に、他自治体等

から派遣される応援職員、義援物資及び災害ボランティア等 から派遣される応援職員、義援物資及び災害ボランティア等

の受入れ、業務の調整のため「福島県受援応援計画」を策定 の受入れ、業務の調整のため「福島県受援応援計画」を策定

した。 した。

同計画に基づき、円滑に受援ができるよう、具体的な受入 同計画に基づき、円滑に受援ができるよう、具体的な受入

体制の整備に努めるものとする。 体制の整備に努めるものとする。特に、国又は他の都道府県 防災基本計画修正

への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ国又は他の都 （R2.5）
道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決め

ておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備を整えておく

ものとする。また、庁内全体及び各業務担当部署における受

援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うも

のとする。

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】
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３ 県内市町村間の相互応援及び県外市町村との相互応援 ４ 県内市町村間の相互応援及び県外市町村との相互応援

市町村は、当該市町村の地域に係る災害について適切な災 市町村は、当該市町村の地域に係る災害について適切な災

害応急対策（広域避難対策、役場機能の低下、喪失、移転対 害応急対策（広域避難対策、役場機能の低下、喪失、移転対

策を含む。）を実施するため、あらかじめ隣接市町村、広域 策を含む。）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 市町村圏、地方振興局等を単位とした応援協定の締結を促進

するとともに、大規模災害時に圏内の市町村が広範囲に被災 するとともに、大規模災害時に圏内の市町村が広範囲に被災

することも想定し、既存の姉妹都市や文化交流等の枠組みな することも想定し、既存の姉妹都市や文化交流等の枠組みな

ども活用し、同時に被災する可能性が少ない県外市町村との ども活用し、同時に被災する可能性が少ない県外市町村との

応援協定の締結も積極的に進めるものとする。 応援協定の締結も積極的に進めるものとする。

また、上記以外の市町村からの災害対策基本法第 67 条の また、上記以外の市町村からの災害対策基本法第 67 条の
規定による相互応援についても、迅速な対応をとることがで 規定による相互応援についても、迅速な対応をとることがで

きるように、あらかじめ手続き等の細部的事項について、十 きるように、あらかじめ手続き等の細部的事項について、十

分な検討を行っておくものとする。 分な検討を行っておくものとする。

県（危機管理総室）は市町村と調整の上、市町村の相互応 防災基本計画を反映

援が円滑に進むよう配慮するものとする。

４ 国への応援の要求 ５ 国への応援の要求等

県（危機管理総室）は、都道府県並びに市町村間による相 県（危機管理総室）は、都道府県並びに市町村間による相

互応援のみでは災害応急対策が円滑に実施できないと認める 互応援のみでは災害応急対策が円滑に実施できないと認める

ときは、災害対策基本法第 70 条第３項及び 74 条の３の規定 ときは、災害対策基本法第 70 条第３項及び 74 条の３の規定
により、国に対して応援を求めるものとする。 により、国に対して応援を求めるものとする。

また、県（危機管理総室）及び市町村は、訓練等を通じて、 防災基本計画修正

国（総務省）が所管する応急対策職員派遣制度を活用した応 （R2.5）
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するとともに、県（危機管理

総室）は、同システムに基づき本県へ応援要請がなされた場

合に備えて必要な準備を行うものとする。

５ 県内防災関係機関の相互応援 ６ 県内防災関係機関の相互応援

（略） （略）

６ 消防の相互応援 ７ 消防の相互応援

（略） （略）

７ 指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県からの職 ８ 指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県からの職

員派遣要請に対応するための資料整備 員派遣要請に対応するための資料整備

８ 経費の負担 ９ 経費の負担

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】
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一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

指定公共機関等が県に協力した場合の経費負担については、 指定公共機関等が県に協力した場合の経費負担については、

各計画に定めるもののほかは、その都度、あるいは事前に相 各計画に定めるもののほかは、その都度、あるいは事前に相

互に協議して定めておく。 互に協議して定めておく。

９ 民間協力計画 10 民間協力計画

県（関係各部局）、市町村及び防災関係機関は、その区域 県（関係各部局）、市町村及び防災関係機関は、その区域

内又は所掌事務に関係する公共的団体、防災組織、民間企業 内又は所掌事務に関係する公共的団体、防災組織、民間企業

及び団体に対して、災害時における応急対策等について、そ 及び団体に対して、災害時における応急対策等について、そ

の積極的協力が得られるよう協力体制を整えるものとする。 の積極的協力が得られるよう協力体制を整えるものとする。

特に、県の各部局は、それぞれの所掌事務に関する公共的団 特に、県の各部局は、それぞれの所掌事務に関する公共的団

体、民間企業及び団体などとあらかじめ協議しておくととも 体、民間企業及び団体などとあらかじめ協議しておくととも

に、災害時における協力業務及び協力の方法等を明らかにし に、災害時における協力業務及び協力の方法等を明らかにし

ておき、災害時において積極的な協力が得られるよう努める ておき、災害時において積極的な協力が得られるよう努める

ものとする。 ものとする。

また、県（危機管理総室）は、広域行政主体として、地域 防災基本計画修正

社会の迅速な復旧を図るため、多様なライフライン事業者を （R2.5）
一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力

体制を構築しておくものとする。

第６ 県と自衛隊との連絡体制 第６ 県と自衛隊との連絡体制

県（危機管理総室）と自衛隊は、各々の計画の調整を図る 県（危機管理総室）と自衛隊は、各々の計画の調整を図る

とともに協力関係について定めておくなど、平常時から連携 とともに協力関係について定めておくなど、平常時から連携

体制を構築し、その強化を図るものとする。その際、自衛隊 体制を構築し、その強化を図るものとする。その際、自衛隊

の災害派遣活動が円滑に行えるよう、適切な役割分担を図る の災害派遣活動が円滑に行えるよう、適切な役割分担を図る

とともに相互の情報連絡体制の充実、共同防災訓練の実施等 とともに相互の情報連絡体制の充実、共同防災訓練の実施等

に努めるものとする。 に努めるものとする。

知事（危機管理総室）は、自衛隊への派遣要請が迅速に行 知事（危機管理総室）は、自衛隊への派遣要請が迅速に行

えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方 えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方

法を取り決めておくとともに、連絡先など必要な準備を整え 法を取り決めておくとともに、連絡先の確認や連絡員の受入 台風 19 号検証事業
ておくものとする。 スペースの確保など必要な準備を整えておくものとする。

県（危機管理総室）は、いかなる状況において、どのよう 県（危機管理総室）は、いかなる状況において、どのよう

な分野（救助、救急、応急医療、緊急輸送、消火等）につい な分野（救助、救急、応急医療、緊急輸送、消火等）につい

て、自衛隊への派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を て、自衛隊への派遣要請を行うのか、平常時よりその想定や

行うとともに、自衛隊に書面にて連絡しておくものとする。 訓練を行うとともに、自衛隊に書面にて連絡しておくものと

する。
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一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

（略） （略）

第９ 県の各部局における平時常時からの業務 第９ 県の各部局における平時常時からの業務

（略） （略）

１ 各所属における平常時からの業務分担（各所属特定） １ 各所属における平常時からの業務分担（各所属特定）

（略） （略）

保健福祉部 健康衛生総室 保健福祉部 健康衛生総室

１ 市町村保健センター、災害医療センター、感染症指定医 １ 市町村保健センター、災害拠点病院、感染症指定医療機 文言修正

療機関及び水道施設等の連絡体制に関すること。 関及び水道施設等の連絡体制に関すること。

２ 市町村保健センター、災害医療センター、感染症指定医 ２ 市町村保健センター、災害拠点病院、感染症指定医療機

療機関及び水道施設等の安否情報の収集及び整理に関するこ 関及び水道施設等の安否情報の収集及び整理に関すること。

と。

（略） （略）

10 災害発生時における医薬品その他衛生資材の確保及び配 10 災害発生時における医薬品その他衛生材料の確保及び配 文言修正

分に関すること。 分に関すること。

（略） （略）

土木部 建築総室 土木部 建築総室

（略） （略）

６ 災害発生時における借上げ住宅に関すること ６ 災害発生時における賃貸型応急住宅に関すること 文言修正

（略） （略）

第２節 防災情報通信網の整備 第２節 防災情報通信網の整備

第１ 防災情報通信網の整備（危機管理総室） 第１ 防災情報通信網の整備（危機管理総室）

（略） （略）

２ 無線局数 ２ 局数 文言修正

固定局数は県庁統制局など 137 機関 146 局（うち中継局９ 局数は県庁統制局など 137 機関 146 局（うち中継局９局）
局）であり、このうち衛星系、地上系の両方が整備されてい であり、このうち衛星系、地上系の両方が整備されているの

るのは 85 機関である（下表の※印 81 機関、大峠・日中総合 は 87 機関である（下表の※印 81 機関、大峠・日中総合管理
管理事務所、消防防災航空センター、消防学校及び環境創造 事務所、消防防災航空センター、消防学校及び環境創造セン

センター）。 ター）。

衛星携帯電話は車載型 92 台、可搬型 30 台及び固定型 73 台 衛星携帯電話は車載型 90 台、可搬型 30 台及び固定型 71 台 数値修正

の合わせて 195 台である。 の合わせて 191 台である。
（略） （略）

整備機関数 県出先 40 防災関係機関 17 整備機関数 県出先 42 防災関係機関 15
（略） （略）
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一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

４ 防災事務連絡システム ４ 防災事務連絡システム

県（危機管理総室、河川港湾総室）は、気象台からの気象 県（危機管理総室、河川港湾総室）は、気象台からの気象

情報や県河川流域総合情報システムの雨量・水位情報及び土 情報や県河川流域総合情報システムの雨量・水位情報及び土

砂災害情報などを県機関、市町村及び消防機関へ配信し、災 砂災害情報などを県機関、市町村及び消防機関へ配信し、災

害対策に役立てるとともに、インターネットを利用して気象 害対策に役立てる。 文言修正

情報や被害状況等を地域住民へ情報提供する。 なお、県河川流域総合情報システムについては、令和元年 土木部意見

東日本台風等を踏まえて、インターネットからのアクセスの

改善に取り組むことに加え、土砂災害関係情報については、

気象情報とともに分かりやすい表示に改善する。

（略） （略）

第３ その他通信網の整備・活用 第３ その他通信網の整備・活用

１ 非常通信体制の充実強化 １ 非常通信体制の充実強化

県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、災害時 県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、大規模 防災基本計画修正

等に加入電話又は自己の所有する無線通信施設が使用できな 停電時も含め災害時等に加入電話又は自己の所有する無線通 （R2.5）
い時、又は利用することが困難となった場合に対処するため、信施設が使用できない時、又は利用することが困難となった

電波法第 52 条の規定に基づく非常通信の活用を図るものと 場合に対処するため、電波法第 52 条の規定に基づく非常通
し、東北地方非常通信協議会の活動を通して非常通信体制の 信の活用を図るものとし、東北地方非常通信協議会の活動を

整備充実に努める。 通して非常通信体制の整備充実に努める。

また、県（危機管理総室）は、 (一社)日本アマチュア無 また、県（危機管理総室）は、 (一社)日本アマチュア無

線連盟福島県支部と締結した「災害時におけるアマチュア無 線連盟福島県支部と締結した「災害時におけるアマチュア無

線の利用等に関する協定」に基づき、アマチュア無線による 線の利用等に関する協定」に基づき、アマチュア無線による

情報提供ボランティアの協力について検討を進める。 情報提供ボランティアの協力について検討を進める。

（略） （略）

２ その他通信連絡網の整備・活用 ２ その他通信連絡網の整備・活用

(1)整備と活用 (1)整備と活用
県（知事公室、危機管理総室、情報統計総室）、市町村、 県（知事公室、危機管理総室、情報統計総室）、市町村、

防災関係機関は、その他災害時の情報伝達手段として、イン 防災関係機関は、その他災害時の情報伝達手段として、イン

ターネット、ＣＡＴＶ等の有線系メディアの活用のほか、コ ターネット、ＣＡＴＶ等の有線系メディアの活用のほか、コ

ミュニティＦＭ局等の協力についても検討するとともに、携 ミュニティＦＭ局等の協力についても検討するとともに、携

帯電話の通話エリアの拡大や緊急速報メール、衛星通信を利 帯電話の通話エリアの拡大や緊急速報メール、衛星通信を利

用した携帯電話の導入、国、通信事業者等の支援による携帯 用した携帯電話の導入、国、通信事業者等の支援による携帯

無線機などの臨時的通信機器の確保など、災害時における多 無線機などの臨時的通信機器の確保など、災害時における多

様な通信連絡網の整備充実に努める。 様な通信連絡網の整備充実に努める。また、県及びライフラ 防災基本計画修正
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一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

市町村は、消防庁が運用するＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警 イン事業者は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信 （R元 .5）
報システム）の情報から自動的に防災行政無線や各種端末に する災害関連情報等の多様化に努めるとともに、情報の地図

防災（災害）情報を住民に提供するシステムの構築を促進す 化等による伝達手段の高度化に努めるものとする。

るとともに、デジタル放送や携帯端末等を活用した防災情報 市町村は、消防庁が運用するＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警

の提供を行う。 報システム）の情報から自動的に防災行政無線や各種端末に

さらに、災害時に通信連絡網が十分に機能するよう、訓練 防災（災害）情報を住民に提供するシステムの構築を促進す

を行うだけでなく、日常業務においても防災行政無線等の通 るとともに、デジタル放送や携帯端末等を活用した防災情報

信端末（防災電話等）を活用するなど、使用方法の習熟を図 の提供を行う。

るものとする。 さらに、災害時に通信連絡網が十分に機能するよう、訓練

を行うだけでなく、日常業務においても防災行政無線等の通

信端末（防災電話等）を活用するなど、使用方法の習熟を図

るものとする。

（略） （略）

（新設） ３ クラウドシステムなどＩＣＴの導入に係る検討 台風 19 号検証事業
県（危機管理総室、情報統計総室）、市町村、関係機関は、

必要に応じ、災害対策を支援する地理情報システムの構築に

ついて推進を図るものとする。

また、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情

報等を迅速かつ正確に分析・要約・検索するため、最新の情

報通信関連技術の導入に努めるものとする。

第４ 通信手段の周知 第４ 通信手段の周知

（略） （略）

２ 住民への連絡体制の周知 ２ 住民への連絡体制の周知

県（知事公室、危機管理総室、情報統計総室）、市町村は、 県（知事公室、危機管理総室、情報統計総室）、市町村は、

住民が自ら情報を入手できるよう、携帯電話やパソコン等の 住民が自ら情報を入手できるよう、テレビのデータ放送を始 台風 19 号検証事業
個人情報端末の活用方法の周知を図るとともに、住民等へ避 め、携帯電話やパソコン等の個人情報端末の活用方法の周知

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

知しておくものとする。 する手段について、事前に周知しておくものとする。

（略） （略）

第３節 気象等観測体制 第３節 気象等観測体制

第１ 気象等観測施設網 第１ 気象等観測施設網

気象等観測施設の整備状況及び整備機関は次のとおりであ 気象等観測施設の整備状況及び整備機関は次のとおりであ

る。 る。



- 11 -

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

１ 雨量観測施設 １ 雨量観測施設

（略） （略）

(2)福島県 (2)福島県
雨量観測所 105 カ所（平成 28 年水防計画で、水防活動に 雨量観測所 105 カ所（令和２年水防計画で、水防活動に必 土木部意見

必要とする箇所、土木部 102 カ所、農林水産部３カ所、福島 要とする箇所、土木部 102 カ所、農林水産部３カ所、福島県
県道路公社１カ所。） 道路公社１カ所。）

（略） （略）

２ 水位観測所 ２ 水位観測所

水位観測通報については、毎年度定める「水防計画」の定 水位観測通報については、毎年度定める「水防計画」の定

めるところによる。平成 27 年の水防計画では、水防活動に めるところによる。令和２年の水防計画では、水防活動に必 土木部意見

必要とする水位観測所は 117 ケ所（国土交通省を含む。）で 要とする水位観測所は 117 ケ所（国土交通省を含む。）であ
ある。 る。

他に、(一財)河川情報センターを通じての情報公開個所と 他に、(一財)河川情報センターを通じての情報公開個所と

して、東北地方整備局福島河川国道事務所 23 カ所、北陸地 して、東北地方整備局福島河川国道事務所 23 カ所、北陸地
方整備局阿賀川河川事務所 15 カ所がある。 方整備局阿賀川河川事務所 15 カ所がある。
（新設） ３ 危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラ 台風 19 号検証事業

より多くの地域住民に対して、住民の避難行動につながる （土木部）

河川情報をリアルタイムに発信するために、危機管理型水位

計及び簡易型河川監視カメラの設置を拡大する。

危機管理型水位計 334 ヶ所、簡易型河川監視カメラ 5 ヶ所
（※令和 2 年 11 月末時点、いずれも（一財）河川情報セン
ターを通じての情報公開箇所数）

３ 積雪（雪量）観測所 ４ 積雪（雪量）観測所

（略） （略）

福島地方気象台 12 カ所 福島地方気象台 12 カ所（気象官署１、特別地域気象観測 福島地方気象台意見

所２、地域気象観測所９）

（略） （略）

４ 風（風向・風速）観測所 ５ 風（風向・風速）観測所

（略） （略）

５ 海象観測所 ６ 海象観測所

（略） （略）

６ 市町村観測所 ７ 市町村観測所

（略） （略）
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７ 統一河川情報システム（東北地方整備局、北陸地方整備 ８ 統一河川情報システム（東北地方整備局、北陸地方整備

局、市町村、(一財)河川情報センター） 局、市町村、(一財)河川情報センター）

８ レーダー雨量システムの設置（東北地方整備局） ９ レーダー雨量システムの設置（東北地方整備局）

（略） （略）

第４節 水害・土砂災害予防対策 第４節 水害・土砂災害予防対策

第１ 水害予防対策 第１ 水害予防対策

本県の河川は、急流河川が多く、大雨による災害の発生の 本県の河川は、急流河川が多く、大雨による災害の発生の

頻度が高く、流域内における都市化の急速な進展に伴い、流 頻度が高く、流域内における都市化の急速な進展に伴い、流

域の持つ保水機能が低下しており、浸水被害の増大につなが 域の持つ保水機能が低下しており、浸水被害の増大につなが

るおそれがある。 るおそれがある。また、気候変動等の影響により甚大な水害 土木部意見

このため、海岸の侵食に伴う高潮等の災害防止を含めた、 が全国で頻発している。

総合的な水害防止対策を推進する。 これら水災害リスクの増大に備えるために、河川管理者等

が主体となって行う治水対策（河川、ダム、海岸、下水道等）

に加え、河川の流域全体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治水対策として、「流域治水」を進め

ていく。

１ 河川対策 １ 河川対策

（略） （略）

(2)計画（河川港湾総室、地方整備局） (2)計画（河川港湾総室、地方整備局）
（略） （略）

イ 中小河川の整備 イ 中小河川の整備

人口の密集地域や宅地開発による市街化の著しい都市河川 人口の密集地域や宅地開発による市街化の著しい都市河川

をはじめ災害発生の危険度の高い中小河川について、大河川 をはじめ災害発生の危険度の高い中小河川について、大河川

の整備との整合を図りながら整備を進めるとともに、将来の の整備との整合を図りながら整備を進めるとともに、将来の

土地利用計画を踏まえた河川の先行的整備に努める。 土地利用計画を踏まえた河川の先行的整備に努める。

また、河川の適切な維持管理に努める。 土木部意見

（略） （略）

（新設） (4)水位周知河川における水位情報提供 土木部意見

県（河川港湾総室）は、洪水により重大な損害を生ずるお

それがある河川（水位周知河川）について、洪水時特別警戒

水位（避難判断水位）を定め、当該河川の水位が洪水時特別

警戒水位に達したとき、水防計画の定めにより、水防管理団

体（市町村）に水位情報を提供するとともに、報道機関を通
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じて一般に周知する。

なお、水位周知河川については、より多くの地域住民の避

難確保のため、指定河川の拡充に取り組んでいく。（※令和 2
年 11 月末時点で水位周知河川は 32 河川）

（4）「大規模氾濫減災協議会」の活用 (5)「大規模氾濫減災協議会」の活用
（略） （略）

２ ダムによる防災対策 ２ ダムによる防災対策

（略） （略）

（新設） (3)既存ダムの洪水調節機能強化 土木部意見

一級河川の阿武隈川・阿賀野川（阿賀川）と二級水系の既

存ダムにおいて、治水協定を締結し、台風等により大雨が予

想される場合にダムの水位を下げる「事前放流」と大雨が降

る時期に水位を下げておく「時期ごとの貯水位運用」を行い、

下流の氾濫や浸水被害の軽減を図る。

（略） （略）

５ その他施設の維持補修 ５ その他施設の維持補修

(1)現状 (1)現状
農業用水利基幹施設（農業用河川工作物、排水機場、ため 基幹的農業水利施設（農業用河川工作物、排水機場、ため

池）は県内に数多く整備されているが、築造後経年とともに 池）は県内に数多く整備されているが、築造後経年とともに

河床変動、老朽化等により不適当又は不十分になっているも 河床変動、老朽化等により不適当又は不十分になっているも

のもある。 のもある。

特に、危険施設については、監視体制を強化するともに、 特に、危険施設については、監視体制を強化するともに、

状況により河川管理者と協議し必要な措置をとることとして 状況により河川管理者と協議し必要な措置をとることとして

いる。 いる。

(2)計画（農村整備総室） (2)計画（農村整備総室）
農業用水利基幹施設（農業用河川工作物、排水機場、ため 基幹的農業水利施設（農業用河川工作物、排水機場、ため

池）の整備計画は、土地改良事業長期計画に基づき、緊急性 池）の整備計画は、福島県農林水産業振興計画に基づき、緊

の高い地区から順次整備を進める。なお、小被害の増加に対 急性の高い地区から順次整備を進める。なお、小被害の増加

処するため、市町村に対し排水路等の改修又は新設などの助 に対処するため、市町村に対し排水路等の改修又は新設など

成指導を行う。 の助言・指導を行う。

また、豪雨等による破損等で決壊した場合の浸水区域に家 防災基本計画修正

屋や公共施設が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため （R元 .5）
池について、緊急連絡体制を整備するとともに、ハザードマ
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ップの作成・周知、耐震化や統廃合などを推進するものとす

る。

（略） （略）

第２ 土砂災害予防対策 第２ 土砂災害予防対策

（略） （略）

６ 土砂災害警戒区域等の指定 ６ 土砂災害警戒区域等の指定

（略） （略）

(1)基礎調査の実施 (1)基礎調査の実施
県（河川港湾総室）は、おおむね５年ごとに土砂災害警戒 県（河川港湾総室）は、おおむね５年ごとに土砂災害警戒

区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、土砂災害防止のため 区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、土砂災害防止のため

の対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊、土石流又 の対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊、土石流又

は地すべり等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水 は地すべり等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水

等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用状況 等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用状況

等に関する調査を実施し、土砂災害警戒区域等に相当する範 等に関する調査を実施し、土砂災害警戒区域等に相当する範

囲を示した図面を公表するものとする。県（河川港湾総室） 囲を示した図面を公表するものとする。 防災基本計画修正

は、基礎調査を完了させる実施目標を設定し、定期的に進捗 （R2.5）
状況を国土交通省に報告する。

（略） （略）

10 宅地防災対策 10 宅地防災対策

（略） （略）

（新設） (3)液状化対策等 防災基本計画修正

市町村は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模 （R元 .5、R2.5）
盛土造成地マップ及び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・公表するとともに、宅地の安全性の把

握及び耐震化を実施するよう努めるものとする。

（略） （略）

第７節 電力、ガス施設災害予防対策 第７節 電力、ガス施設災害予防対策

（略） （略）

第２－３ ガス施設[ＬＰガス]災害予防対策 第２－３ ガス施設[ＬＰガス]災害予防対策

（略） （略）

３事業計画 ３事業計画

（略） （略）

(4)復旧計画の策定 (4)復旧計画の策定
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円滑かつ効率的な復旧作業を行うため、あらかじめ次の事 円滑かつ効率的な復旧作業を行うため、あらかじめ、(一 文言修正

項を考慮し、(一社)福島県ＬＰガス協会が設置する現地対策 社)福島県ＬＰガス協会が設置する現地対策本部と事前に協

本部と事前に協議し、復旧計画を定めておくものとする。 議し、復旧計画を定めておくものとする。

なお、計画策定（復旧作業の優先順位）にあたっては、原 なお、計画策定（復旧作業の優先順位）にあたっては、原

則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場所 則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場所

等の優先を考慮して策定するものとする。 等の優先を考慮して策定するものとする。

（略） （略）

第８節 緊急輸送路等の指定 第８節 緊急輸送路等の指定

第１ 緊急輸送路等の指定 第１ 緊急輸送路等の指定

（略） （略）

４ ヘリコプター臨時着陸場 ４ ヘリコプター臨時着陸場

県（危機管理総室）は、空路からの物資受入れ拠点として 県（危機管理総室）は、空路からの物資受入れ拠点として

別表３のヘリコプター臨時離着陸場を指定する。 ヘリコプター臨時離着陸場を指定する。 文言削除

５ 広域陸上輸送拠点 ５ 広域陸上輸送拠点

県（危機管理総室）は、他都道府県等からの緊急物資等の 県（危機管理総室）は、県有備蓄物資の保管、発災時にお 台風 19 号検証事業
受入れ、一時保管、市町村の物資受入れ拠点への積替え・配 ける国の物資関係省庁及び他都道府県等からの緊急物資等の

送を行うための陸上輸送の拠点として、福島県倉庫協会との 受入れ、一時保管、市町村の物資受入れ拠点への積替え・配

災害時応援協定や倉庫事業者の協力により、民間事業者の倉 送を行うため、平時から民間事業者の倉庫を活用する。なお、

庫を活用するとともに、別表３の広域陸上輸送拠点を指定す 民間事業者の倉庫は福島市、郡山市、会津若松市、いわき市

る。 に所在する倉庫を各１箇所程度活用するものとする。

（略） （略）

（新設） ７ 道の駅の活用 防災基本計画修正

県（道路総室）は、防災機能を有し、大規模災害時の派遣 （ R2.5）、土木部意
部隊等による復旧・復興活動の基地となる道の駅（別表４） 見

を広域的な防災活動の拠点として位置付け、その機能強化に

努めるものとする。

第２ 緊急輸送路等の整備 第２ 緊急輸送路等の整備

（略） （略）

別表１ 緊急輸送路線 別表１ 緊急輸送路線

(1)第 1次確保路線 (1)第 1次確保路線 ※別紙１のとおり修正

(2)第 2次確保路線 (2)第 2次確保路線 ※別紙２のとおり修正

(3)第 3次確保路線 (3)第 3次確保路線 ※別紙３のとおり修正

（略） （略）



- 16 -

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

別表３ ヘリコプター臨時離着陸場 （削除）

別表４ 広域陸上輸送拠点 （削除）

（新設） 別表３ 広域的な防災活動の拠点となる道の駅 土木部意見

第９節 避難対策 第９節 避難対策

第１ 避難計画の策定 第１ 避難計画の策定

市町村は、風水害による浸水、家屋の倒壊、急傾斜地の崩 市町村は、風水害による浸水、家屋の倒壊、急傾斜地の崩

壊、山崩れ及び地すべり、並びに高潮等の災害発生時又は災 壊、山崩れ及び地すべり、並びに高潮等の災害発生時又は災

害発生の恐れがある場合に、安全かつ迅速な避難誘導が行え 害発生の恐れがある場合に、安全かつ迅速な避難誘導が行え

るよう、市町村地域防災計画の中に、次の事項を内容とした るよう、市町村地域防災計画の中に、次の事項を内容とした

避難計画を策定する。 避難計画を策定する。

なお、避難計画の策定に当たっては、避難先の伝達方法、 なお、避難計画の策定に当たっては、避難先の伝達方法、

避難の長期化、県外も含めた市町村間を越えた広域避難の際 避難の長期化、県外も含めた市町村間を越えた広域避難の際

のコミュニティを維持しながらの避難先の指定についても考 のコミュニティを維持しながらの避難先の指定についても考

慮するものとする。 慮するものとする。

特に、市町村は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現すると 特に、市町村は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現すると

ともに、高齢化の進展等を踏まえ、高齢者等の避難行動要支 ともに、高齢化の進展等を踏まえ、高齢者等の避難行動要支

援者等の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このた 援者等の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このた

め、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、一般住民に対し め、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、一般住民に対し

て避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとともに、避難行 て避難準備及び自主的な避難を呼びかけるとともに、避難行

動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、そ 動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、そ

の避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を の避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を

開始することを求める避難準備・高齢者等避難開始を伝達す 開始することを求める避難準備・高齢者等避難開始を伝達す

る必要がある。 る必要がある。

また、市町村は、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備 また、市町村は、避難勧告等の発令について関係機関の協 文言修正

・高齢者等避難開始等の発令について関係機関の協力を得な 力を得ながら、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集で

がら、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報 きる情報を踏まえ、避難すべき区域、指定緊急避難場所やタ

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

判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルの作成及び必要 成及び必要に応じた見直しの実施に努めるものとする。その

に応じた見直しの実施に努めるものとする。その際、水害と 際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と

施設名称 所在地 管理者

道の駅「猪苗代」 猪苗代町大字堅田字五百苅１ 猪苗代町、福島県
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土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水と 河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考

の同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するもの 慮するものとする。

とする。 さらには、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置と

さらには、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置と しては、危険な場所にいる場合は、指定緊急避難場所や安全 台風 19 号検証事業
しては、指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、避 な親戚・知人宅等への移動を原則とするものの、避難時の周

難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行 囲の状況等により、指定緊急避難場所等への移動を行うこと

うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自 がかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判

身が判断する場合は、「近隣の安全な場所への移動」又は「屋 断する場合は、「近隣の安全な場所への移動」又は「屋内安

内安全確保」を行うべきことについて、市町村は、日頃から 全確保」を行うべきことについて、市町村は、日頃から住民

住民等への周知徹底に努めるものとする。 等への周知徹底に努めるものとする。

特に、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方 特に、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方

向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の 向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の

実施等による住民の意識啓発に努めるものとする。 実施等による住民の意識啓発に努めるものとする。

市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時 市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平常時

から災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当 から災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当

該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を上げた 該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を上げた

体制の構築に努めるものとする。 体制の構築に努めるものとする。また、市町村は、指定緊急 防災基本計画修正

避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の （R2.5）
有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や

他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け

入れる方策について定めるよう努めるものとする。

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が 防災基本計画を反映

利用する施設の管理者は、突発性の災害の発生に備え、避難

誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。

なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも

配慮した計画、訓練とするよう努めるものとする。

１ 避難の準備情報提供、勧告又は指示を発令する基準 １ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊 文言修正

急）を発令する基準

(1)避難勧告等の判断基準の策定について (1)避難勧告等の判断基準の策定について
市町村は、「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府 市町村は、「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府

（防災担当））の設定例等を踏まえ、以下により定量的かつ （防災担当））の設定例等を踏まえ、以下により定量的かつ

わかりやすい指標を用いた避難勧告等の判断基準を策定する わかりやすい指標を用いた避難勧告等の判断基準を策定する

ものとする。 ものとする。
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また、避難勧告の発令の際には、避難場所を開放している 市町村は、住民に対して避難勧告等を発令するにあたり、 防災基本計画を反映

ことが望ましいが、避難のための時間的余裕がない局地的か 対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難勧告、避

つ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告等を発令するも 難指示（緊急）、及び災害発生情報を夜間に発令する可能性

のとする。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難

周知するものとする。避難勧告等の発令対象区域については、準備・高齢者等避難開始の発令に努めるものとする。

細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場 また、避難勧告の発令の際には、避難場所を開放している

合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告し ことが望ましいが、避難のための時間的余裕がない局地的か

たり、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりする つ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告等を発令するも

のではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめ のとする。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも

て発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定する 周知するものとする。避難勧告等の発令対象区域については、

とともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。県は、細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場

市町村に対し、これらの基準及び範囲の設定及び見直しにつ 合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告し

いて、必要な助言等を行うものとする。 たり、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりする

ア 洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河 のではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめ

川及び水位周知河川については、水位情報、堤防等の施設に て発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定する

係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等 とともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。県は、防災基本計画を反映

の発令基準を策定するものとする。それら以外の河川等につ 市町村に対し、これらの基準及び範囲の設定及び見直しにつ

いても、氾濫により居住者や施設等の利用者に命の危険を及 いて、必要な助言等を行うものとする。

ぼすと判断したものについては、同様に具体的な避難勧告等 ア 洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河

の発令基準を策定することとする。 川及び水位周知河川については、水位情報、堤防等の施設に

イ 土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害 係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等

警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令するこ の発令基準を策定するものとする。それら以外の河川等につ

とを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するも いても、氾濫により居住者や施設等の利用者に命の危険を及

のとする。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等に

市町村をいくつかの地域に分割した上で、土砂災害に関する より具体的な避難勧告等の発令基準を策定することとする。

メッシュ情報等を用い、危険度の高まっている領域が含まれ イ 土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害

る地域内のすべての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧 警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令するこ

告等を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定 とを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するも

するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 のとする。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて

市町村をいくつかの地域に分割した上で、土砂災害に関する

メッシュ情報等を用い、危険度の高まっている領域が含まれ

る地域内のすべての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧

告等を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定
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するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。県 防災基本計画を反映

は、市町村に対し、これらの基準並びに範囲の設定及び見直

しのほか、警戒避難体制の整備・強化に必要な助言等を行う

ものとする。

（略） （略）

２ 避難準備・高齢者等避難開始に関する情報提供、勧告又 ２ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊

は指示の伝達方法 急）の伝達方法

このことについては、「第３章第９節第１」を参照するも 文言追記

のとする。

３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象 ３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象

地区、対象人口及び責任者 地区、対象人口及び責任者

このことについては、「第２章第９節第２・第３・第４」 文言追記

を参照するものとする。

４ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 ４ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法

避難路については、「第２章第９節第５」を参照するもの 文言追記

とする。

誘導方法については、「第３章第９節第３」を参照するも

のとする。

５ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 ５ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項

(1)給水措置 (1)給水・給食措置 内閣府ガイドライン

ア 飲料水・食料の備蓄 等を反映

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・食料の備蓄に努めるものとする。また、指定避難所に飲

料水・食料を備蓄しない場合は、避難所が開設された場合に

備えて、飲料水・食料の供給計画を作成するものとする。

その際、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミル

ク等も備蓄し、必要な方に確実に届けるなど、食物アレルギ

ーの避難者など要配慮者の利用にも配慮するものとする。

イ 生活用水の確保

飲料水の他に、トイレや避難所の清掃、洗濯、器材の洗浄

などの用途に欠かせない「生活用水」の確保が必要となるこ
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とから、衛生的な水を早期に確保できるようタンク、貯水槽、

井戸等の整備に努めるものとする。

ウ 食物アレルギーの防止等食料や食事に関する配慮

食物アレルギーの避難者が食料や食事を安心して食べるこ

とができるよう、提供する食事の原材料表示を示した包装や

食材料を示した献立表を掲示し、避難者が確認できるように

するものとする。また、周りから目視で確認できるよう食物

アレルギーの対象食料が示されたビブス、アレルギーサイン

プレート等を活用するものとする。

文化・宗教上の理由から外国人等の避難者が食べることが

できない食料がある場合は、当該避難者に対し、可能な限り

配慮することが望ましい。

エ 一定期間経過後の食事の質の確保

一定期間経過後の避難所での食事の提供にあたっては、管

理栄養士の活用等により長期化に対応してメニューの多様

化、適温食の提供、栄養バランスの確保、要配慮者(咀嚼機

能低下者、疾病上の食事制限者、食物アレルギー患者(児)等)

に対する配慮など、質の確保についても配慮するものとする。

(2)給食措置 （削除）

(3)毛布、寝具等の支給 (2)毛布、寝具等の支給 内閣府ガイドライン

避難所の寝床については、初動は被災者の生命、身体の保 等を反映

護を念頭に置き、地域、時期等により個々の実情において、

タオルケット、毛布、布団等の寝具を確保し、暑さ寒さの緩

和に努めるものとする。次いで、就眠環境改善のため、マッ

トや段ボールベッド等簡易ベッドの確保に努めるものとす

る。

(4)衣料、日用必需品の支給 (3)衣料、日用必需品の支給 内閣府ガイドライン

ア 生活必需品等の備蓄 等を反映

生活必需品等については、地域、時期等により、様々なも

のが考えられ、個々の実情において決定するものと考えられ

るが、被災者の生命、身体の保護を念頭に置き、次のとおり

例示したもの等を備蓄して置くことが望ましい。

(ｱ)洋服上下、子供服等の上着、シャツ・パンツ等の下着
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(ｲ)タオル、靴下、靴、サンダル、傘等の身の回り品

(ｳ)石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペー

パー等の日用品

(ｴ)炊飯器、鍋、包丁、ガス用具等の調理道具

(ｵ)茶碗、皿、箸等の食器

イ 被災者一人一人のニーズの違いへの配慮

女性と男性のニーズの違いや、妊産婦・乳幼児・子育て家

庭等のニーズを十分に踏まえた品目を選定し、必要かつ十分

な物資(プライバシーを十分に確保できる間仕切り、生理用

品、女性用下着、授乳用品、液体ミルク、離乳食用品、紙お

むつ、体温計、消毒液 等)を備蓄するものとする。

また、公的な備蓄だけでは対応できない事態が生じること

も想定し、倉庫業者、運送業者、コンビニエンスストア、ス

ーパー等の関係団体・企業等と協定を締結する、他の地方公

共団体と災害援助協定を締結することに努めるものとする。

生理用品や下着等の女性用品については、女性の担当者から

配付したり、女性専用のスペースや女性トイレに常備してお

くなど、配付方法の工夫に配慮するものとする。

(5)負傷者に対する応急救護 (4)負傷者に対する応急救護 内閣府ガイドライン

大規模災害の発生直後の避難所には、負傷者や急に病気が 等を反映

悪化した住民が運びこまれることが予想されるため、応急的

に避難者や当該地域の中で医療機関や医療関係者に協力を求

めるとともに、直ちに救護所の設置や救護班の派遣に努める

ものとする。(可能な限り医療機関に対応を求める)

(6)ペットとの同行避難のためのゲージ等の支援 (5)ペットとの同行避難のためのゲージ等の支援 内閣府ガイドライン

ペットとの同行避難の受入れ等については、あくまでも被 等を反映

災者への対応として、被災者の命を守る観点から重要であり、

各避難所におけるペットとの飼養スペースの確保と飼養のた

めの資機材の準備を行うとともに、ペットの預け先の確保(避

難所で飼養できない場合等の預け場所)、支援者(獣医師会や

愛護団体等)との災害時の対応に係る調整に努めるものとす

る。

（新設） (6)在宅避難者への支援 内閣府ガイドライン
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避難所の運営にあたり、避難所で生活する避難者だけでな 等を反映

く、個々の実情によりその地域において在宅にて避難生活を

送ることを余儀なくされた者等も、支援の対象とするものと

する。

そのため、避難所の運営担当は、在宅避難者を含めた当該

避難所及びその設置された地域において避難生活を送る被災

者に対する情報発信の場所となるとともに、当該被災者が情

報を収集する場所となること、在宅避難者が必要な物資を受

け取りに来る場所となること等の地域の支援拠点としての機

能を有するものとして、避難所を設置するものとする。

また、在宅での避難生活を余儀なくされた方々に対して、

自治会や行政職員等の見守り機能を充実させ、特に要配慮者

等の支援が必要となる者に対して行政が適切な対応を取るこ

とで、情報、支援物資、医療・福祉等のサービスの提供が行

き届くよう必要な措置を講じるものとする。

特に、在宅医療患者等、必要な薬剤・器材等(水・電気等

を含む)を得られないため直接生命にかかわる者又は日常生

活に重大な支障をきたす者などの把握及び必要物資の提供に

ついては、関係部局・団体等と連携を図り特に配慮するもの

とする。

６ 指定避難所の管理に関する事項 ６ 指定避難所の管理に関する事項

(1)避難所の管理責任者（原則として市町村職員を指定）及 (1)避難所の管理・運営責任者（原則として市町村職員を指 内閣府ガイドライン

び運営方法 定）及び運営方法 等を反映

ア 運営責任者の配置

避難所を設置した場合には、運営責任者を配置し、避難所

の運営を行うものとする。その際、運営責任者として予定し

ていた者の配置が困難なこともありうるため、当面本来の施

設管理者等を運営責任者に充てることも考えられるので、運

営責任者の役割について施設管理者の理解を十分に深めてお

くこと。

また、災害発生直後から当面の間は、運営責任者について、

昼夜での対応が必要となることが予想されるため、交替がで

きる体制に配慮するものとする。
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【修正前】 【修正後】 【備考】

イ 運営責任者の役割

(ｱ)避難所に避難した被災者の人数、性別、世帯構成、被害

状況、必要な支援の内容など支援にあたり特別な配慮を要す

る者の状況等を可及的速やかに把握し、当該避難所における

避難者の名簿を整備すること。

(ｲ)避難所に必要な食料・飲料水、毛布等の生活必需品の過

不足を把握し調整するため、常に、市町村等の行政機関(災

害対策本部)や近接する他の避難所と連絡をとること。

(ｳ)避難所の運営にあたって、例えば次のような班を設置し、

避難者自身の役割分担を明確化することにより、避難者自身

が避難所運営に貢献できる体制を整えること。また、必要に

応じて、避難所内の役割分担に問題が生じた際に、それを調

整するコーディネーターを置くこと。

【構成班の参考例】

班名 役割

調整班 各班の業務の調整

情報班 各町村等との連絡・調整の窓口、情報収集と情報提供

管理班 避難者数等の把握、施設の利用管理

相談班 避難者のニーズ把握、避難者からの相談対応

食料班 食料配給、炊き出し

物資班 物資の調達・管理、配給

環境班 生活衛生環境の管理、避難所内の清掃

保健班 被災者の健康状態の確認、感染症予防

要配慮者支援班 要配慮者の支援

巡回警備班 避難所の防火・防犯対策

避難者交流班 避難者の生きがいづくりのための交流の場の提供
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【修正前】 【修正後】 【備考】

(ｴ)発達障がいを含む障がい特性に対する要配慮者の配慮事

項や支援方法等について、分かりやすくまとめた紙媒体など

を活用し、避難所に滞在する避難者への周知に努めること。

(ｵ)避難者名簿に基づき、常に被災者の状態やニーズを把握

し、救助にあたり特別な配慮を要する者を把握した場合は、

必要に応じて、ホームヘルパーの派遣、社会福祉施設等への

緊急入所又は福祉避難所への避難等を行うため、市町村に連

絡すること。特に、当該施設が定員を超過して要配慮者を受

け入れる必要が生じた場合等においては、市町村と福祉サー

ビス等事業者等との間で緊密な連絡を取ることが望ましいこ

と。

(ｶ)要配慮者支援のための全体のコーディネートを行うため

に、要配慮者支援連絡会議を適宜開催し、関係機関等の支援

活動の実施状況や人的・物的資源の状況、避難所等における

要配慮者のニーズを把握し、共有に努めること。また、関係

機関等に、支援活動の状況把握や調整を担当できる者の派遣

を要請する等、外部からの人材の活用に努めること。

(2)避難受入中の秩序保持 (2)避難受入中の秩序保持 内閣府ガイドライン

ア 住民による自主的運営避難所 等を反映

(ｱ)避難所の運営担当者は、避難所の設置後、施設管理者や

市町村職員による運営から避難者による自主的な運営に移行

するため、被災前の地域社会の組織やＮＰＯ・ＮＧＯ・ボラ

ンティアの協力を得るなどして、その立ち上げや地域のコミ

ュニティ維持に配慮した運営になるように支援するととも

に、被災者による自発的な避難所での生活のルール作りを支

援するものとする。

(ｲ)住民による避難所運営組織においても、人口の半数を占

める女性等、多様な主体が責任者として加わり、乳幼児や子

どものいる家庭等のニーズや、生理用品等女性に必要な物資

ボランティア班 ボランティアの要請、調整
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第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

や衛生・プライバシー等に関する意見を反映させるようにす

るものとする。また、避難所における要配慮者支援班等と連

携し、要配慮者の意見も反映させるようにすること。

(ｳ)住民による自主的な運営を進めるにあたっては、炊事や

清掃などの役割分担が、一部の住民に負担が偏らないよう配

慮するものとする。

イ 防火・防犯対策

(ｱ)防火担当責任者の指定、喫煙場所の指定、石油ストーブ

等からの出火防止、ゴミ集積場所等に放火されないための定

期的な巡回警備等の防火対策を図るとともに、火災発生時に

安全に避難するため、避難所の防火安全に係る遵守事項を、

避難所の出入り口等に掲示するものとする。

(ｲ)避難所の環境について、犯罪を誘発・助長する面もある

ことから、特に被害に遭いやすい子供、高齢者、女性からも

危険箇所・必要な対応についても意見を聞き、照明の増設な

ど環境改善を行うものとする。また、警察とも連携し、巡回

や被害者への相談窓口情報の提供を行うとともに、被災者・

支援者全体に対して、いかなる犯罪・暴力も見逃さない旨を

周知徹底するものとする。避難所の治安・防犯等の観点から

は、必要に応じて、警備員等の雇用も検討すること。

(3)避難者に対する災害情報の伝達 (3)避難者に対する災害情報の伝達 内閣府ガイドライン

被災者が必要とする情報は、1）避難誘導段階、2）避難所 等を反映

設置段階、3）避難所生活段階、4）応急仮設住宅設置段階、5）
応急仮設住宅生活段階など、災害発生からの時間の経過に伴

い、刻々と変化していくことから、被災者の必要性に即した

情報を的確に提供するものとする。

また、市町村から避難所や地域への情報提供ルートを確立

するものとする。一方で被災地市町村の避難所の状況、被災

者数、避難所内の問題等を市町村から都道府県へ情報提供で

きるような体制を確立しておくことが望ましい。

(4)避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 (4)避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 内閣府ガイドライン

災害発生から一定の時間が経過した段階においては、被災 等を反映

者支援制度に関する情報や、恒久住宅の建設計画等に関する
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【修正前】 【修正後】 【備考】

情報等、被災者が将来に希望を持って安心して生活ができる

ような情報を提供するものとする。

また、生活再建に必要な多様な相談支援を行うことができ

るよう、就労支援等の相談窓口を提供することに努める。

(5)避難者に対する各種相談業務 (5)避難者に対する各種相談業務 内閣府ガイドライン

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児を抱えた家族、外国人 等を反映

等の要配慮者や在宅の人も含め、様々な避難者の意見を吸い

上げるため、相談窓口を設置するものとする。その際、女性

の障がい者等が安心して相談できるようにするため、窓口に

は女性を配置することが適切であること。

また、そうして把握した被災者のニーズについて、避難所

において対応できない場合は、必要に応じ、避難所の責任者

から市町村へ、市町村でも対応できない場合は、都道府県へ

と適切に伝えていく仕組みを構築するものとする。

外国人については、ボランティア等の協力も得ながら、必

要に応じて、可能な限り通訳を配置した外国人向けの相談体

制について配慮することが望ましい。

７ 指定避難所の整備に関する事項 ７ 指定避難所の整備に関する事項

(1)受入施設 (1)受入施設 内閣府ガイドライン

避難所としての開放範囲(避難スペース及びその他の必要 等を反映

スペース)については、あらかじめ施設管理者と協議し定め

ておくものとする。

体育館等の大空間においては、避難の長期化が見込まれる

場合には、地域の実情等も十分に踏まえながら、早急に仮設

間仕切り等によりプライバシーの確保に努めるものとする。

また、学校の多目的室など、既に冷暖房施設が整った部屋や

小部屋、仕切られた小規模スペース等については、要配慮者

の避難場所にあてるなどの配慮が必要である。

また、感染症を発症した避難者の専用スペースないし個室

の確保に努めるとともに、感染症を発症した場合は、感染拡

大防止や安静等を目的に、被災者自身の希望に関わら個室へ

の入室等を要する場合もあるため、被災者の理解に努めるも

のとする。
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【修正前】 【修正後】 【備考】

(2)給食施設 (2)給食・給水施設 内閣府ガイドライン

一定期間が経過した段階において、被災者自らが生活を再 等を反映

開していくという観点や、メニューの多様化や適温食の確保

を図るという観点からも、避難所等における炊事する場の確

保、食材や燃料の提供、ボランティア等の協力や避難所内の

互助体制等の環境づくりを進めるものとする。

また、ボランティア等による炊き出し、特定給食施設の利

用等による多様な供給方法の確保に努めるとともに、食料等

の供給契約を順次地元事業者等へ移行させることなどによ

り、適温食の確保に配慮するものとする。

なお、一定期間が経過した段階においては、避難所の清掃、

洗濯、器材の洗浄などに必要な水量が増加することから、水

量が確保できるよう早期の水道施設の復旧を進めるものとす

る。

(3)給水施設 （削除）

(4)情報伝達施設 (3)情報伝達施設 内閣府ガイドライン

避難者に対し、各種情報を確実に伝達するとともに、コミ 等を反映

ュニケーションを確保するための設備の整備が必要であり、

被災地の状況把握のためのテレビ・ラジオはもとより、イン

ターネットへ接続できるパソコン等に情報伝達手段を確保し

ておくものとする。

特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、障

がい等の状況に応じて多様な情報伝達手段の確保に努めるも

のとする。

なお、発災時から、通信環境を確保するため、自家発電装

置、非常用発電機及び衛星電話が設置されていることが望ま

しい。

(5)トイレ施設（仮設トイレ、防疫用資機材、清掃用資機材 (4)トイレ施設（仮設トイレ、防疫用資機材、清掃用資機材 内閣府ガイドライン

等） 等） 等を反映

避難所においてトイレが利用できない事態が発生すると、

様々な健康被害や衛生環境の悪化につながることから、状況

に応じた手法により十分なトイレを確保するとともに、避難

者の協力を得て適切に管理するものとする。
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トイレの個数については、過去の災害における仮設トイレ

の設置状況や、国連等における基準を踏まえ、災害発生当初

は避難者約 50 人当たり１基、避難が長期化する場合には約
20 人当たり１基、トイレの平均的な使用回数は１日５回を
一つの目安として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成

することが望ましいものとする。

また、衛生面に配慮した継続的な清掃を行うために、最低

限必要な備品等を速やかに確保できるよう、平時から備蓄に

努めるとともに、トイレの使い方、手洗いの方法等を周知す

るための手段についても、あらかじめ準備しておくものとす

る。

(6)ペット等の保管施設 (5)ペット等の保管施設 内閣府ガイドライン

衛生上の問題等から、避難所内の避難者が生活するスペー 等を反映

スには、ペットを入れないことを原則とし、災害発生直後は

屋外又は別室を充てる等により対応するものとする。また、

必要な場合には、獣医師会や愛護団体等の支援者と収容保護

等について調整するものとする。

８ 要配慮者に対する救援措置に関する事項 ８ 要配慮者に対する救援措置に関する事項

(1)情報の伝達方法 (1)情報の伝達方法
市町村は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者施設等 防災基本計画を反映

に対して情報が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つ

つ、防災行政無線（個別受信機を含む。）、全国瞬時警報シ

ステム（ J-ALERT）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、
テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む）、携帯電話

（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達

手段の多重化、多様化を図るものとする。

(2)避難及び避難誘導 (2)避難及び避難誘導
このことについては、「第２章第 16 節第３・第９」を参照 文言追記

するものとする。

(3)避難所における配慮等 (3)避難所における配慮等
このことについては、「第２章第 16 節第 10 １」を参照 文言追記

するものとする。

(4)老人デイサービスセンターの活用等 (4)老人デイサービスセンターの活用等
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このことについては、「第２章第 16 節第 10 ２」を参照 文言追記

するものとする。

９ 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 ９ 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項

(1)広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 (1)広報紙、掲示板、パンフレット等の発行
このことについては、「第２章第９節第６」を参照するも 文言追記

のとする。

(2)標識、誘導標識等の設置 (2)標識、誘導標識等の設置
市町村は指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する 防災基本計画を反映

場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し

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

よう努めるとともに、避難場所標識の見方に関する周知に努

めるものとする。

(3)住民に対する巡回指導 (3)住民に対する巡回指導
このことについては、「第２章第９節第６」を参照するも 文言追記

のとする。

(4)防災訓練の実施等 (4)防災訓練の実施や防災マップの作成・配布
市町村は防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等によ 防災基本計画を反映

り、避難計画の内容について住民等に対する周知徹底を図る

ための措置を講じるものとする。なお、防災マップの作成に

当たっては住民も参加する等の工夫をすることにより、災害

からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努めるも

のとする。

第２ 指定緊急避難場所の指定等 第２ 指定緊急避難場所の指定等

（略） （略）

１ 指定緊急避難場所の指定 １ 指定緊急避難場所の指定

市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の

状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が 状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が

発生し、又は発生する恐れがある場合における円滑かつ迅速 発生し、又は発生する恐れがある場合における円滑かつ迅速

な避難のための立ち退きの確保を図るため、下記に定める基 な避難のための立ち退きの確保を図るため、下記に定める基

準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の異常な現 準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の異常な現

象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定する。また、 象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定する。また、

市町村は、災害の想定等に応じて、近隣の市町村の協力を得 市町村は、災害の想定等に応じて、近隣の市町村の協力を得

て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設けるものとする。 て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設けるものとする。



- 30 -

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

また市町村は、都市農地を避難場所等として活用できるよ 防災基本計画を反映

う、都市農業者や関係団体との協定との締結や当該農地にお

ける防災訓練の実施等に努めるものとする。

（略）

（新設） (3)災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な 防災基本計画を反映

管理体制を有すること。

(3)上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。 (4)上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。
（略） （略）

２ 管理者の同意等 ２ 管理者の同意等

市町村長は、指定緊急避難場所を指定しようするときは、 市町村長は、指定緊急避難場所を指定しようするときは、

当該指定緊急避難場所の管理者の同意を得るものとする。 当該指定緊急避難場所の管理者の同意を得るものとする。ま 防災基本計画を反映

た、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫し

た緊急時において、施設の開放を行う担当者をあらかじめ定

める等管理体制を整備しておくものとする。

（略） （略）

第３ 指定避難所の指定等 第３ 指定避難所の指定等

（略） （略）

１ 指定避難所の指定 １ 指定避難所の指定

市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害 市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害

の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した

場合における適切な避難所（避難のための立ち退きを行った 場合における適切な避難所（避難のための立ち退きを行った

居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、居住者、滞在者その他の者を避難のために必要な間滞在させ、

又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民そ 又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民そ

の他被災者を一時的に滞在させるための施設）の確保を図る の他被災者を一時的に滞在させるための施設）の確保を図る

ため、下記に定める基準に適合する公共施設その他施設を指 ため、下記に定める基準に適合する公共施設その他施設を指

定避難所として指定する。また、一般の避難所内では生活す 定避難所として指定する。また、避難所内の一般避難スペー 防災基本計画修正

ることが困難な要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所と スでは生活することが困難な要配慮者のため、必要に応じて （R元 .5）
して指定するよう努めるものとする。 福祉避難所として指定するよう努めるものとする。

市町村は、指定管理施設を指定避難所とする場合には、指 市町村は、指定管理施設を指定避難所とする場合には、指

定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定 定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定

めるよう努めるものとする。 めるよう努めるものとする。

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策につい 防災基本計画修正

て、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防 （R2.5）
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災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、

ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努めるものと

する。

（略） （略）

(5)主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を (5)主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を
要する者を滞在させることが想定されるものにあっては、要 要する者を滞在させることが想定されるものにあっては、要

配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられている 配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられてお 防災基本計画修正

こと、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けるこ り、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談し、 （R元 .5）
とができる体制が整備されていること、災害が発生した場合 又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備され

において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が 主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限

可能な限り確保されること。 り確保されること。

(6)上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。 (6)上記以外においても、下記の条件を満たすよう努める。
（略） （略）

（新設） オ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策として、避 台風 19 号検証事業
難場所の３つの密（密閉・密集・密接）を避ける配慮がなさ

れている施設とする。

（略） （略）

６ 指定した施設の整備 ６ 指定した施設の整備

市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、 市町村は、指定避難所となる施設については、必要に応じ、

避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の施設の 避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の施設の

整備に努めるものとする。 整備に努めるものとする。

市町村は、指定避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、 市町村は、指定避難所において貯水槽、井戸、仮設トイレ、

マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星 マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、パーティション、 台風 19 号検証事業
携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど、要 非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被 式トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努

災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器 めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、

の整備を図るものとする。 ラジオ、スマートフォンの充電器等の機器の整備を図るもの 台風 19 号検証事業
市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施 とする。

設を確保し、食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等 市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施

避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 設を確保し、食料、飲料水、常備薬、マスク、消毒液、炊き 台風 19 号検証事業
市町村は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、 出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるも

必要な機能を整理し、備蓄場所の確保や通信設備の整備等を のとする。

進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量 市町村は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、
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の拡大に努めるものとする。 必要な機能を整理し、備蓄場所の確保や通信設備の整備等を

また、市町村及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生 進めるものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量 防災基本計画修正

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 の拡大に努めるものとする。 （R2.5）
交換に努めるものとする。 市町村及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境

の継続的な確保のために、専門家等との定期的な情報交換に

努めるものとする。

第４ 指定緊急避難場所等を指定する場合の留意点 第４ 指定緊急避難場所等を指定する場合の留意点

（略） （略）

４ 県有施設の利用 ４ 県有施設の利用

市町村は、地域の実情等を考慮し、県有施設を指定緊急避 市町村は、地域の実情等を考慮し、県有施設を指定緊急避

難場所又は指定避難所として指定するときは、運営方法につ 難場所又は指定避難所として指定するときは、運営方法につ

いて運営管理者及び財産管理者とあらかじめ協議する。 いて運営管理者及び財産管理者とあらかじめ協議する。

なお、市町村から指定避難所等として指定された施設の運営 なお、市町村から指定避難所等として指定された施設の運営

管理者は、財産管理者と協力し、指定避難所としての施設等 管理者は、財産管理者と協力し、指定避難所としての施設等

の整備に努めるものとする。 の整備に努めるものとする。

県（各施設管理者）は、県有施設の指定緊急避難場所・指 台風 19 号検証事業
定緊急避難所の指定について、可能な限り協力するものとす

る。

５ その他の施設の利用 ５ その他の施設の利用

市町村は、指定した避難所で不足する場合、または避難が 市町村は、指定した避難所で不足する場合や、避難が長期

長期化する場合には、内閣府と協議の上、公的宿泊施設、旅 化する場合又は新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策 台風 19 号検証事業
館、ホテル等の借り上げ等により避難所を開設することも可 として、内閣府と協議の上、公的宿泊施設、旅館、ホテル等

能であるので、あらかじめ協定を締結するなど日頃から連携 の借り上げ等により避難所を開設することも可能であるの

を図っておく。 で、あらかじめ協定を締結するなど日頃から連携を図ってお

県（危機管理総室）は、県内外の宿泊施設を避難所とする く。

際に迅速に開設を行うため、旅館業組合や旅行会社などの関 県（危機管理総室）は、県内外の宿泊施設を避難所とする

係団体との協定を締結し連携を強化する。 際に迅速に開設を行うため、旅館業組合や旅行会社などの関

係団体との協定を締結し連携を強化する。

（略） （略）

第６ 避難場所等の居住者に対する周知 第６ 避難場所等の居住者に対する周知

指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされている 市町村は風水害等のおそれのない適切な避難場所や避難路 防災基本計画を反映

こと及び避難の際には発生するおそれのある災害に適した指 等について周知徹底するとともに、指定緊急避難場所は災害

定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについ 種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生
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て、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先と

指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合において して選択すべきであることについて、日頃から住民等への周

は、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当 知徹底に努めるものとする。特に、指定緊急避難場所と指定

である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努め 避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害において

るものとする。 は当該施設に避難することが不適当である場合があることを

指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについ 日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。

て、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 指定緊急避難場所と指定避難所の役割が違うことについ

市町村は、住民等に対し、あらかじめ、指定避難所の運営 て、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。

管理のために必要な知識等の普及に努めるものとする。この 市町村は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、住民等に 防災基本計画を反映

際、市町村は、住民等が主体的に避難所を運営できるよう配 対し、あらかじめ、指定避難所の運営管理のために必要な知

慮するよう努めるものとする。 識等の普及に努めるものとする。この際、市町村は、住民等

市町村は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資する が主体的に避難所を運営できるよう配慮するよう努めるもの

よう、以下の情報が記載されたハザードマップ等の印刷物を とする。

各世帯に提供するとともに、インターネット等により居住者 市町村は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資する

等がその提供を受けることができる状態にするよう努める。 よう、以下の情報が記載されたハザードマップや防災マップ、防災基本計画を反映

風水害発生時の行動マニュアル等の作成を行い、印刷物を各

世帯に提供するとともに、インターネット等により居住者等

がその提供を受けることができる状態にするよう努める。な 防災基本計画修正

お、ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する （R2.5）
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いく必要がないこと、

避難先として安全な親戚・知人宅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する。

（略） （略）

（新設） (4)河川近傍や浸水深の大きい区域について「早期の立退き 防災基本計画を反映

避難が必要な区域」として明示したもの。

第７ 学校、病院等施設における避難計画 第７ 学校、病院等施設における避難計画

（略） （略）

１ 学校等の避難計画 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、 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 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
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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 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。 校等の実態に即した適切な避難対策をたてる。

また、市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実 また、市町村は、学校等が保護者との間で、災害発生時に 防災基本計画を反映

な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・認定子 おける児童生徒等の保護者への引き渡しに関するルールを、

ども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築 あらかじめ定めるよう促すものとする。加えて、小学校就学

に努めるものとする。 前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時にお

ける幼稚園・保育所・認定子ども園等の施設と市町村間、施

設間の連絡・連携体制の構築に努めるものとする。

（略） （略）

（新設） 第８ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営の推進 防災基本計画を反映

県（危機管理総室・生活環境総室）及び市町村は、男女共

同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応につい

て庁内及び避難所等における連絡調整を行い、また、男女共

同参画センターが地域における防災活動の推進拠点となるよ

う、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男

女共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共

同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとす

る。

（新設） 第９ 平時から自分の避難行動を考える「マイ避難」の取組 台風 19 号検証事業
の推進

住民が迅速に避難するためには、住民が平時から自分の避

難行動について考えておくことが重要である。県（危機管理

総室）及び市町村は住民に対して、平時から自分の避難行動

を考える「マイ避難」について以下のとおり周知啓発を図る

ものとする。

(1)自宅や職場の自然災害の危険性について、市町村が作成
した水害や土砂災害などのハザードマップ等で確認するこ

と。

(2)指定避難場所・指定避難所や避難先として安全な親戚・
知人宅など、実際に避難する場所について検討しておくこと。

(3)避難の際に持ち出す物や避難経路を確認すること。
(4)上記についてマイ避難計画として整理するとともに、家
族で共有しておくこと。
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第 10 節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 第 10 節 医療（助産）救護・防疫体制の整備

（保健福祉部、市町村、消防本部、日本赤十字社福島県支部、（保健福祉部、市町村、消防本部、日本赤十字社福島県支部、

(一社)福島県医師会、(一社)福島県歯科医師会、(一社)福島 (一社)福島県医師会、(公社)福島県歯科医師会、(一社)福島 文言修正

県薬剤師会、(社)福島県病院協会、(公社)福島県看護協会、 県薬剤師会、(社)福島県病院協会、(公社)福島県看護協会、

(公社)福島県診療放射線技師会、(一社)福島県臨床衛生検査 (公社)福島県診療放射線技師会、(一社)福島県臨床衛生検査

技師会、(一社)福島県助産師会） 技師会、(一社)福島県助産師会）

第１ 医療（助産）救護体制の整備 第１ 医療（助産）救護体制の整備

１ 医療（助産）救護体制の確立 １ 医療（助産）救護体制の確立

(略) (略)

(1) 県（健康衛生総室） (1) 県（健康衛生総室）
県は、市町村が行う医療（助産）救護体制の確立について 県は、市町村が行う医療（助産）救護体制の確立について

協力するとともに、次の事項を含めた後方支援体制の確立を 協力するとともに、次の事項を含めた後方支援体制の確立を

図る。 図る。

また、医療救護活動に関する標準的な活動指針として策定 また、医療救護活動に関する標準的な活動指針として策定

した福島県災害救急医療マニュアル（平成９年３月）に基づ した福島県災害医療行動計画（令和３年３月）に基づき、保 日本赤十字社福島県

き、保健福祉事務所は、医療機関、医師会、歯科医師会及び 健福祉事務所は、医療機関、医師会、歯科医師会及び市町村 支部より

市町村などの関係機関と災害医療ネットワークの確立を推進 などの関係機関と災害医療ネットワークの確立を推進する。

する。

（略） （略）

エ (一社)福島県医師会、(一社)福島県歯科医師会、関係団 エ (一社)福島県医師会、(公社)福島県歯科医師会、関係団

体との協議・支援体制の整備 体との協議・支援体制の整備

（略） （略）

(3)その他の機関 (3)その他の機関
ア 日本赤十字社福島県支部 ア 日本赤十字社福島県支部

日本赤十字社福島県支部は、常備救護班の編成体制及び福 日本赤十字社福島県支部は、常備救護班の編成体制及び福

島赤十字病院の災害医療における機能の整備充実を図る。ま 島赤十字病院の災害医療における機能の整備充実を図る。ま

た、県災害対策本部救援班に参加する体制を整備するものと た、保健医療福祉調整本部に参加する体制を整備するものと

する。 する。

イ (一社)福島県医師会、(一社)福島県歯科医師会、(公社) イ (一社)福島県医師会、(公社)福島県歯科医師会、(公社)

福島県看護協会、(公社)福島県診療放射線技師会、(一社)福 福島県看護協会、(公社)福島県診療放射線技師会、(一社)福

島県臨床衛生検査技師会、(一社)福島県助産師会 島県臨床衛生検査技師会、(一社)福島県助産師会

（略） （略）

２ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動体制の確立 ２ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動体制の確立
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【修正前】 【修正後】 【備考】

(2)県（健康衛生総室）は、ＤＭＡＴの運用について「福島 (2)県（健康衛生総室）は、ＤＭＡＴの運用について「福島
県災害救急医療マニュアル」に位置づけ、災害の急性期（概 県災害医療行動計画」に位置づけ、災害の急性期（概ね 48
ね 48 時間以内）における支援及び受入れに対応できる医療 時間以内）における支援及び受入れに対応できる医療体制の

体制の整備を図る。 整備を図る。

（略） （略）

第 11 節 食料等の調達･確保、防災資機材等の整備及び廃棄 第 11 節 食料等の調達･確保、防災資機材等の整備、廃棄物

物処理計画の策定 処理計画の策定及び罹災証明書発行体制の整備 台風 19 号検証事業
県、市町村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するた 県、市町村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するた

め、食料、飲料水等の確保に努めるとともに、災害発生時に め、食料、飲料水等の確保に努めるとともに、災害発生時に

おける応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備 おける応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備、

及び廃棄物処理計画の策定を図る。 廃棄物処理計画の策定及び罹災証明書発行体制の整備を図

また、県民は、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水 る。

等の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中電灯、 また、県民は、最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水

ラジオ、乾電池等）を日ごろから備えておくものとする。 等の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中電灯、

ラジオ、乾電池等）を日ごろから備えておくものとする。

第１ 食料、生活物資等の調達及び確保 第１ 食料、生活物資等の調達及び確保

１ 食料 １ 食料

（略） （略）

(3)非常用食料としての備蓄品は、乾パン、缶詰、粉ミルク、 (3)非常用食料としての備蓄品は、乾パン、缶詰、乳児用粉 防災基本計画修正

即席麺及びアルファ化米等、保存期間が長く、かつ調理不要 ミルク・液体ミルク、即席麺及びアルファ化米等、保存期間 （R元 .5）
のものとする。 が長く、かつ調理不要のものとする。

また、高齢者、障がい者、乳幼児、病弱者等の利用にも配 また、高齢者、障がい者、乳幼児、病弱者等の利用にも配

慮して創意工夫を講じることも必要である。 慮して創意工夫を講じることも必要である。

（略） （略）

２ 生活物資 ２ 生活物資

（略） （略）

(3)備蓄及び調達の品目としては、寝具（毛布等）、衣料品 (3)備蓄及び調達の品目としては、寝具（毛布等）、衣料品
（下着、作業着、タオル）、炊事器具（卓上コンロ、カセッ （下着、作業着、タオル）、炊事器具（卓上コンロ、カセッ

トボンベ）、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料、簡易トイレ、 トボンベ）、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料、ブルーシー 防災基本計画修正

要配慮者向け用品などが考えられる。 ト、土のう袋、簡易トイレ、要配慮者向け用品などが考えら （R2.5）
また、避難所での生活が長期化する場合に必要となる備品 れる。

の調達についても検討しておく必要がある（第３章災害応急 また、避難所での生活が長期化する場合に必要となる備品

対策計画第 11 節避難所の設置・運営を参照。）。 の調達についても検討しておく必要がある（第３章災害応急
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県（危機管理総室）は、上記の流通備蓄のほかに、市町村 対策計画第 11 節避難所の設置・運営を参照。）。
が行う生活物資備蓄状況を踏まえ、簡易トイレなど協定によ 県（危機管理総室）は、上記の流通備蓄のほかに、市町村

る調達が困難なものや、ガソリン等燃料、他都道府県で発生 が行う生活物資備蓄状況を踏まえ、簡易トイレなど協定によ

した災害に対する支援物資として活用が可能な物資につい る調達が困難なものや、ガソリン等燃料、他都道府県で発生

て、備蓄の検討を行う。 した災害に対する支援物資として活用が可能な物資につい

て、備蓄の検討を行う。

（略） （略）

４ 県による物資供給体制 ４ 県による物資供給体制

県（危機管理総室）は、被災した市町村における備蓄物資 県（危機管理総室）は、被災した市町村における備蓄物資

等が不足するなど災害応急対策を的確に行うことが困難とな 等が不足するなど災害応急対策を的確に行うことが困難とな

るか、またはその事態に照らし緊急を要し、市町村からの要 るか、またはその事態に照らし緊急を要し、市町村からの要

求を待ついとまがないと認められる場合に備え、要求を待た 求を待ついとまがないと認められる場合に備え、要求を待た

ないで被災市町村に対する物資を確保し輸送するための体制 ないで被災市町村に対する物資を確保し輸送するための体制

について、あらかじめ検討を行う。 について、あらかじめ検討を行う。

また、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事 防災基本計画を反映

業者等の参加、物資の輸送拠点における運送事業者等を主体

とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施

設を活用するための体制整備を図るものとする。

（略） （略）

第３ 物資等輸送力の把握 第３ 物資等輸送力の把握

（略） （略）

３ 荷捌きスペースの確保 ３ 荷捌きスペースの確保

県は、県内他地域又は県外地域からの支援物資の輸送を効 県（危機管理総室）は、県内他地域又は県外地域からの支 文言追加

率的に実施するための荷捌きスペースの確保に努める。（福 援物資の輸送を効率的に実施するための荷捌きスペースの確

島空港の活用等） 保に努める。（福島空港の活用等）

第４ 防災資機材等の整備

（略） （略）

２ 備蓄倉庫等の活用 ２ 備蓄倉庫等の活用

市町村は、公用施設、公共施設、避難所等における食料等 市町村は、公用施設、公共施設、避難所等における食料等

の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に努めるとともに、学校 の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に努めるとともに、学校

の空き教室等の活用についても検討を行うものとする。 の空き教室等の活用についても検討を行うものとする。また、防災基本計画修正

また、県（危機管理総室、各施設管理者）は、空港、SA/PA、 物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、 （R2.5）
「道の駅」等の公用施設、公共施設について、災害応急対策 備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】
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従事職員用の備蓄スペースの確保に努めるとともに、既存の また、県（危機管理総室、各施設管理者）は、空港、SA/PA、
不用となった施設の活用についても検討を行い、資機材等の 「道の駅」等の公用施設、公共施設について、災害応急対策

保管場所の確保に努める。 従事職員用の備蓄スペースの確保に努めるとともに、既存の

不用となった施設の活用についても検討を行い、資機材等の

保管場所の確保に努める。

第５ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立 第５ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立

１ 災害廃棄物処理計画の策定 １ 災害廃棄物処理計画の策定

市町村は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針（以下、 市町村は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針（以下、

「指針」という。）に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃 「指針」という。）に基づき、適正処理を確保しつつ円滑か 防災基本計画修正

棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置き場の確保や運用 つ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場 （R元 .5）
方針、一般廃棄物（避難所ゴミや仮設トイレのし尿等）の処 の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ゴミや仮設トイレの

理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体 し尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の

との連携・協力のあり方等について、市町村災害廃棄物処理 地方公共団体との連携・協力のあり方等について、市町村災

計画を策定し、具体的に示すものとする。 害廃棄物処理計画を策定し、具体的に示すものとする。

県は、指針に基づき、適正かつ迅速に災害廃棄物を処理で 県（環境保全総室）は、指針に基づき、適正処理を確保し 防災基本計画修正

きるよう、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な援 つつ円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村に （R元 .5）
助を行うとともに、災害廃棄物処理に関する事務の一部を実 対する技術的な支援内容、災害廃棄物処理に関する事務の一 生活環境部意見

施する場合における仮置場の確保や災害時の廃棄物の処理体 部を実施する場合における廃棄物の処理体制、民間事業者等

制、民間事業者等との連携・協力のあり方等について、県災 との連携・協力のあり方等について、県災害廃棄物処理計画

害廃棄物処理計画を策定し、具体的に示すものとする。 を策定し、具体的に示すものとする。

国、県及び市町村は、災害廃棄物に関する情報、災害廃棄 県（環境保全総室）及び市町村は、災害廃棄物に関する情 文言削除

物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や地域ブロック協議 報、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や地域 文言追加

会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、 ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において

周知に努めるものとする。 公開する等、周知に努めるものとする。

２ 広域処理体制の確立 ２ 広域処理体制の確立や民間連携の促進 防災基本計画を反映

市町村及び県は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処 市町村及び県（環境保全総室）は、大量の災害廃棄物の発 文言追加

理体制の確立の促進等に努めるものとする。十分な大きさの 生に備え、広域処理体制の確立や民間連携の促進等に努める 生活環境部意見

仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行 ものとする。また市町村は、十分な大きさの仮置場・最終処

う地域単位で、平時の処理能力について計画的に一定程度の 分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、

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

における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図るもの とともに、処理施設の能力を維持し、災害時における廃棄物

とする。 処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする。

（新設） 第６ 罹災証明書発行体制の整備 防災基本計画修正

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】
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市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われる （R元 .5）
よう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、

住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団

体との応援協定の締結、応援の受入体制の構築等を計画的に

進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整

備に努めるものとする。また、効率的な罹災証明書の交付の

ため、当該業務を支援するシステムの活用について検討する

ものとする。

県（危機管理総室）は、市町村に対し、住家被害の調査の 防災基本計画を反映

担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家被害

の調査の迅速化を図るものとする。また、育成した調査の担

当者の名簿への登録、他の都道府県や民間団体との応援協定

の締結等により、応援体制の強化を図るものとする。さらに、台風 19 号検証事業
住家被害調査手法の県内統一について検討するものとする。

（略） （略）

第 13 節 防災教育 第 13 節 防災教育

災害発生の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減 災害発生の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減

を図るため、県、市町村及び防災関係機関は、防災業務に従 を図るため、県、市町村及び防災関係機関は、防災業務に従

事する職員の防災知識の向上及び技能の習得を図るととも 事する職員の防災知識の向上及び技能の習得を図るととも

に、県民一人ひとりが日ごろから災害に対する正しい認識を に、県民一人ひとりが日ごろから災害に対する正しい認識を

身につけ、冷静かつ的確な対応ができるよう、防災知識の普 身につけ、「自らの身の安全は自らが守る」という意識を持 防災基本計画修正

及と防災意識の高揚に努める必要がある。 ち自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を （R元 .5）
また、消防学校において自主防災組織の指導者等を対象とし 理解し、冷静かつ的確な対応ができるよう、防災知識の普及

た教育の充実を図る。 と防災意識の高揚に努める必要がある。

また、消防学校において自主防災組織の指導者等を対象とし

た教育の充実を図る。

第１ 一般県民に対する防災教育 第１ 一般県民に対する防災教育

１ 防災知識の普及啓発 １ 防災知識の普及啓発

（略） （略）

(2)普及の内容 (2)普及の内容
(略) (略)

ア 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ ア 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ

・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救 ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救
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急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、負傷の防止や 急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、自動車へのこ 防災基本計画修正

避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対 まめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの （R2.5）
策、飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養に 家具・ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物

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

等の家庭での予防・安全対策 等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対

策

（略） （略）

（新設） カ 平時から自分の避難を考える「マイ避難」の取組 台風 19 号検証事業
(3)普及の方法 (3)普及の方法
各種防災訓練、講演会、研修会等の行事を開催するととも 各種防災訓練、講演会、研修会等の行事を開催するととも

に、防災の手引き、パンフレット等を作成し、県民一人一人 に、防災の手引き、パンフレット等を作成し、県民一人一人

に十分内容が理解できるものとする他、ラジオ、テレビ、新 に十分内容が理解できるものとする他、ラジオ、テレビ、新

聞、雑誌等の広報媒体の積極的な利用を図るものとする。 聞、雑誌、ＳＮＳ等のインターネットの活用など広報媒体の

（略） 積極的な利用を図るものとする。

(5)地域防災力の向上 （略）

県（危機管理総室、土木部関係各総室）や市町村は、地域 (5)地域防災力の向上
に根ざした防災教育の実施に努めるとともに、各種災害にお 県（危機管理総室、土木部関係各総室）や市町村は、地域

けるハザードマップや災害情報看板等を街頭や公共施設など に根ざした防災教育の実施に努めるとともに、各種災害にお

に設置するだけでなく、防災訓練時に積極的に活用するなど けるハザードマップや災害情報看板等を街頭や公共施設など

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

して、地域全体の防災力の向上を図る

また、地域の防災力を高めていくため、一般住民向けの専 防災基本計画修正

門的・体系的な防災教育訓練の提供に努めるものとする。 （R元 .5）
さらに、各地域において、防災リーダーの育成等、自助・

共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、水害・土砂

災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとす

る。

第２ 防災上重要な施設における防災教育 第２ 防災上重要な施設における防災教育

県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、病院、 県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、病院、

社会福祉施設等、ホテル、旅館等の不特定多数の者を受け入 社会福祉施設等、ホテル、旅館等の不特定多数の者を受け入

れる施設においては、災害発生時において特に大きな人的被 れる施設においては、災害発生時において特に大きな人的被

害が発生しやすいため、管理者等に対し、各種講習会等を通 害が発生しやすいため、管理者等に対し、各種講習会等を通

じて防災教育の徹底を図るものとする。 じて防災教育の徹底を図るとともに、疑似体験装置等の訴求 防災基本計画を反映
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効果の高いものを活用するものとする。

（略） （略）

第４ 学校教育における防災教育（文書管財総室、義務教育 第４ 学校教育における防災教育（文書管財総室、義務教育

課・高校教育課・特別支援教育課、市町村教育委員会） 課・高校教育課・特別支援教育課、市町村教育委員会）

（略） （略）

２ 学校行事における防災教育 ２ 学校行事における防災教育

防災をテーマとした学校行事においては、防災意識の全校 防災をテーマとした学校行事においては、防災意識の全校

的な盛り上がりと訓練の充実を図るため、防災専門家を招い 的な盛り上がりと訓練の充実を図るため、防災専門家を招い

た避難訓練の実施等、内容を工夫する。 た避難訓練の実施等、内容を工夫するとともに、水害・土砂 防災基本計画修正

また、一般住民向けの各種啓発用ツールの利用等により避 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 （R元 .5）
難訓練の活性化を図ることが重要である。 災教育の実施に努めるものとする。

３ 教科等による防災教育 また、一般住民向けの各種啓発用ツールの利用等により避

教科等においては「社会科」、「理科」、「保健体育科」や 難訓練の活性化を図ることが重要である。

「総合的な学習の時間」を通じて、自然災害の発生の仕組み、 ３ 教科等による防災教育

現在の防災対策、災害時の正しい行動及び災害時の危険、負 教科等においては「社会科」、「理科」、「保健体育科」や

傷に対する応急処置等についての教育を行うとともに、防災 「総合的な学習・探求の時間」等を通じて、自然災害の発生 文言の修正

教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るもの の仕組み、現在の防災対策、災害時の正しい行動及び災害時

とする。 の危険、負傷に対する応急処置等についての教育を行うとと 防災基本計画を反映

また、身の回りの環境を災害の観点から見直すことにより、もに、防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実

防災を身近な問題として認識させ、災害時に周囲の危険に気 を図るものとする。

付き、的確な判断の下に安全な行動ができるようにする。 また、身の回りの環境を災害の観点から見直すことにより、

防災を身近な問題として認識させ、災害時に周囲の危険に気

付き、的確な判断の下に安全な行動ができるようにする。

（略） （略）

第 14 節 防災訓練 第 14 節 防災訓練

災害発生時に迅速かつ的確な行動を行うためには、災害時 災害発生時に迅速かつ的確な行動を行うためには、災害時

にどのような行動をとるべきか、災害時の状況を想定した、 にどのような行動をとるべきか、災害時の状況を想定した、

日ごろからの訓練が重要である。 日ごろからの訓練が重要である。

このため、県及び市町村は、災害対策基本法第 48 条の規 このため、県及び市町村は、災害対策基本法第 48 条の規
定に基づき、総合防災訓練をはじめとする各種の防災訓練を 定に基づき、総合防災訓練をはじめとする各種の防災訓練を

実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調 実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調

体制の確立及び防災体制の充実を図り、併せて住民の防災意 体制の確立及び防災体制の充実を図り、併せて住民の防災意

識の高揚を図る。 識の高揚を図る。
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なお、各種の防災訓練の実施に当たっては、高齢者、障が なお、各種の防災訓練の実施に当たっては、高齢者、障が

い者等の要配慮者の参加についても配慮するものとする。 い者等の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し、地域におい 防災基本計画を反映

て要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるととも

に、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配

慮するよう努めるものとする。

第１ 総合防災訓練 第１ 総合防災訓練

１ 概要 １ 概要

県（危機管理総室）及び市町村は、大規模な地震、風水害 県（危機管理総室）及び市町村は、大規模な地震、風水害

等の発生を想定し、防災関係機関、他の地方公共団体、自主 等の発生を想定し、防災関係機関、他の地方公共団体、自主

防災組織、民間企業、ボランティア団体及び要配慮者も含め 防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等及び要配慮者 防災基本計画修正

た地域住民等の参加の下に総合的な防災訓練を実施し、防災 も含めた地域住民等の参加の下に総合的な防災訓練を実施 （R元 .5）
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 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

り、併せて住民の防災意識の高揚を図るものとする。 立を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図るものとする。

県においては、13 市持ち回り（13 市との共催）により実 県においては、13 市持ち回り（13 市との共催）により実
施する総合防災訓練を原則として「防災の日」（９月１日） 施する総合防災訓練を原則として「防災の日」（９月１日）

を中心とする防災週間内に毎年実施するとともに、地方振興 を中心とする防災週間内に毎年実施するとともに、地方振興

局ごとに市町村との共催で実施する地方総合防災訓練につい 局ごとに市町村との共催で実施する地方総合防災訓練につい

ても原則として毎年開催している。 ても原則として毎年開催している。

また、各市町村においても、市町村単独あるいは他の市町 また、各市町村においても、市町村単独あるいは他の市町

村と合同の総合防災訓練を毎年実施するように努めるものと 村と合同の総合防災訓練を毎年実施するように努めるものと

する。 する。

訓練の実施にあたっては、多数の住民等が参加できるよう 訓練の実施にあたっては、多数の住民等が参加できるよう

な日程の設定に努めるものとする。 な日程の設定に努めるものとする。

（略） （略）

第 15 節 自主防災組織の整備 第 15 節 自主防災組織の整備

（略） （略）

第４ 企業防災の促進 第４ 企業防災の促進

企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二 企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二

次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十 次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十

分認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リス 分認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リス

クに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組 クに応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組

み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものとす み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものとす

る。具体的には、各企業において災害時に重要業務を継続す る。具体的には、各企業において災害時に重要業務を継続す
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るための事業継続計画（ＢＣＰ)を策定するよう努めるとと るための事業継続計画（ＢＣＰ)を策定するよう努めるとと

もに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、耐浪化、 もに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、耐浪化、

予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料 予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料 防災基本計画を反映

を継続的に実施するなど、防災活動の推進に努めるものとす ・電力等の重要なライフラインの供給不足への対応、取引先

る。 とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療 に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通

機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は、県 じて、防災活動の推進に努めるものとする。

（関係各部局）及び市町村が実施する企業等との協定の締結 特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療

や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努める 機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は、県

ものとする。 （関係各部局）及び市町村が実施する企業等との協定の締結

このため、県（危機管理総室）・市町村及び各業界の民間 や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努める

団体は、こうした取組みに資する情報提供等を進めるととも ものとする。

に、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚 このため、県（危機管理総室）・市町村及び各業界の民間

を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に係る取組みの 団体は、こうした取組みに資する情報提供等を進めるととも

積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図るものとす に、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚

る。県及び市町村は、企業防災分野の進展に伴って増大する を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に係る取組みの

ことになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援及び事業継続マ 積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図るものとす

ネジメント（ＢＣＭ）構築支援等の高度なニーズにも的確に る。県及び市町村は、企業防災分野の進展に伴って増大する

応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り組むも ことになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援及び事業継続マ

のとする。また、県（危機管理総室）及び市町村は、企業を ネジメント（ＢＣＭ）構築支援等の高度なニーズにも的確に

地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等へ 応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り組むも

の積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイス等を行う のとする。また、県、商工会・商工会議所は、中小企業等に 防災基本計画修正

ものとする。 よる事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の （R元 .5）
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係 普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の

法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関す 策定に努めるものとする。なお県（危機管理総室）及び市町

る具体的計画を作成するものとする。 村は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の

防災訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバ

イス等を行うものとする。

また企業は、豪雨や暴雨風などで屋外移動が危険な状況で 防災基本計画修正

あるときに従業員等が屋外を移動することのないよう、テレ （R2.5）
ワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を

控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるものとす

る。
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なお、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険

法関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害

に関する具体的計画を作成するものとする。

（略） （略）

第 16 節 要配慮者対策 第 16 節 要配慮者対策

第１ 市町村地域防災計画、全体計画において定める全般的 第１ 市町村地域防災計画、全体計画において定める全般的

事項 事項

１ 市町村地域防災計画において定める事項 １ 市町村地域防災計画において定める事項

市町村は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が 市町村は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、当 台風 19 号検証事業
発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難す 該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災

ることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保 害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な

を図るため特に支援を要する者（避難行動要支援者）の把握 者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に

に努めるとともに、市町村地域防災計画において以下の事項 支援を要する者（避難行動要支援者）の把握に努めるととも

を定めるものとする。 に、市町村地域防災計画において以下の事項を定めるものと

する。

（略） （略）

第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供

市町村は、避難行動要支援者について避難支援、安否の確 市町村は、避難行動要支援者について避難支援、安否の確

認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護 認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護

するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿を作 するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿を作

成し、定期的に更新するものとする。 成するものとする。また、名簿については、地域における避 防災基本計画を反映

難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適

切に反映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、

庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支

障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努めるものとす

る。

（略） （略）

３ 名簿情報の提供 ３ 名簿情報の提供と活用

市町村は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な 市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防 防災基本計画を反映

限度で、市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機 災計画に定めた消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会

関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他 福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行動要支援者本人

の避難支援等の実施に携わる関係者に対し名簿情報を提供す の同意を得ることにより、または、当該市町村の条例の定め

るものとする。ただし、市町村の条例に特別の定めがある場 により、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するととも
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合を除き、名簿情報を提供することについて本人の同意が得 に、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対す

られない場合は、この限りではない。 る情報伝達体制の整備、避難支援、安否確認体制の整備、避

難訓練の実施等を一層図るものとする。

（略） （略）

第３ 個別計画の策定 第３ 個別計画の策定

市町村は、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織や自 市町村は、災害発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘 文言修正

治会、福祉事業者等に、避難行動要支援者と避難支援等関係 導するため、民生委員、社会福祉協議会、町内会、自主防災

者の打合せの調整、避難支援等関係者間の役割分担の調整等 組織、福祉事業者等の協力を得て、避難行動要支援者に関す

を行うコーディネーターとしての協力を得て、それらのもの る情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容）を平常時か

と連携しつつ、一人一人の個別計画の作成内容や進捗状況、 ら共有し、一人一人の避難行動要支援者に対してできるだけ

フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援等が 複数の避難支援等関係者を定める等、個別計画の策定に努め

なされるよう、個別計画の策定を進める。 るものとする。

（新設） 第４ 社会全体で避難行動要支援者を支援する体制の構築 台風 19 号検証事業
市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安否

確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童

委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランテ

ィア等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行

動要支援者に関する情報の把握及び関係者との共有に努める

とともに、情報伝達体制の整備、避難支援計画の作成、避難

誘導体制の整備、避難訓練の実施を図るものとする。

第４ 社会福祉施設等における対策 第５ 社会福祉施設等における対策

（略） （略）

４ 防災教育・防災訓練の充実 ４ 防災教育・防災訓練の充実

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が、災害 社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が、災害

等に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等につい 等に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等につい

て、理解や関心を高めるため、定期的に防災教育を実施する。て、理解や関心を高めるため、定期的に防災教育を実施する。

また、施設の職員や入所者が、災害時の切迫した危機的状況 また、施設の職員や入所者が、災害時の切迫した危機的状況

下にあっても適切な行動がとれるよう各々の施設の構造や、 下にあっても適切な行動がとれるよう各々の施設の構造や、

入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練を定 入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練を定

期的に実施する。 期的に実施する。

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設にあって 特に、自力避難が困難な者等が入所している施設にあって

は、職員が手薄になる夜間における防災訓練も定期的に実施 は、職員が手薄になる夜間における防災訓練も定期的に実施

するよう努めるものとする。 するよう努めるものとする。
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さらに、職員に対して、災害に起因する入所者の過度の不安 さらに、職員に対して、災害に起因する入所者の過度の不安

状態（パニック）、感情の麻痺、無力感等の症状（心的外傷 状態（パニック）、感情の麻痺、無力感等の症状（心的外傷

後ストレス障害（ＰＴＳＤ））の顕在化に備え、症状、対処 後ストレス障害（ＰＴＳＤ））の顕在化に備え、症状、対処

方法等についての理解を深めさせる教育を実施するものとす 方法等についての理解を深めさせる教育を実施するものとす

る。 る。

なお、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市町 防災基本計画を反映

村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害や

土砂災害が発生するおそれがある場合における避難確保に関

する計画を策定し、それに基づき避難誘導等の訓練を実施す

るものとする。

（新設） ５ 大規模停電への備え 防災基本計画修正

社会福祉施設等の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が （R2.5）
可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする。

また、県（生活福祉総室）は、大規模停電発生時に電源車

の配備等、関係省庁、電気自動車等からの円滑な支援を受け

られるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会福祉

施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る期間

が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、

燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行う

よう努めるものとする。

第５ 在宅者に対する対策 第６ 在宅者に対する対策

（略） （略）

２ 防災知識の普及・啓発 ２ 防災知識の普及・啓発

市町村は、要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、 市町村は、要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、

チラシ等を配付するとともに、地域の防災訓練等への参加も チラシ等を配付するとともに、地域の防災訓練等への参加も

考慮するなど、災害に対する基礎的知識等の理解を高めるよ 考慮するなど、災害に対する基礎的知識等の理解を高めるよ

う努める。また、災害による人的被害を軽減する方策は、住 う努める。また、災害による人的被害を軽減する方策は、住

民等の避難行動が基本となることを踏まえ、警報等や避難勧 民等の避難行動が基本となることを踏まえ、警報等や避難勧

告等の意味と内容の説明など、啓発活動を行うものとする。 告等の意味と内容の説明など、啓発活動を行うものとする。

また、県（危機管理総室）、市町村は、防災（防災・減災 防災基本計画修正

への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマ （R元 .5）
ネージャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動

一般災害対策編

第２章 災害予防計画
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 47 -

に関する理解の促進を図るものとする。

３ 支援体制及び避難用器具等の整備 ３ 支援体制及び避難用器具等の整備

市町村は、災害発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘 特に発災初期においては、市町村等の防災関係機関の対応 文言削除

導するため、民生委員、町内会、自主防災組織等の協力を得 が著しく制限されることから、町内会、自主防災組織等にお

て、避難行動要支援者に関する情報（住居、情報伝達体制、 いて地域住民による救出、避難誘導活動を行うことが重要と

必要な支援内容）を平常時から共有し、一人一人の避難行動 なる。

要支援者に対してできるだけ複数の避難支援等関係者を定め また、市町村は、避難行動要支援者が避難する際に使用す

る等、個別計画の策定に努めるものとする。 る避難用器具等の整備に努めるものとする。

特に発災初期においては、市町村等の防災関係機関の対応

が著しく制限されることから、町内会、自主防災組織等にお

いて地域住民による救出、避難誘導活動を行うことが重要と

なる。

また、市町村は、避難行動要支援者が避難する際に使用す

る避難用器具等の整備に努めるものとする。

（略） （略）

第６ 病院入院患者等対策 第７ 病院入院患者等対策

（略） （略）

第７ 外国人に対する防災対策 第８ 外国人に対する防災対策

県（関係各部局）及び市町村は、言語、生活習慣、防災意 県（関係各部局）及び市町村は、言語、生活習慣、防災意

識の異なる外国人も要配慮者として位置付け、災害発生時に 識の異なる外国人も要配慮者として位置付け、災害発生時に

迅速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づく 迅速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づく

りに努めるとともに、防災対策の周知に努めるものとする。 りに努めるとともに、防災対策の周知に努めるものとする。

ア 多言語による広報の充実 ア 「やさしい日本語」を含む多言語による広報の充実 文言追加

（略） （略）

第８ 避難所への移送 第９ 避難所への移送

（略） （略）

第９ 避難所における要配慮者支援 第 10 避難所における要配慮者支援

（略） （略）

３ 災害派遣福祉チームの派遣体制の整備 ３ 災害派遣福祉チームの派遣体制の整備

(2)県（生活福祉総室）は、あらかじめ、社会福祉施設等と （略）

「福島県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」を締結し、 (2)県（生活福祉総室）は、あらかじめ、社会福祉施設等と
災害派遣福祉チームの整備に努めるものとする。 「福島県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定」を締結し、

災害派遣福祉チームの整備及び周知に努めるものとする。
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（新設） (3)県（生活福祉総室）は、災害リハビリテーション支援チ 台風 19 号検証事業
ーム（ＪＲＡＴ）の整備及び周知に努めるものとする。 （保健福祉部）

（新設） (4)県（生活福祉総室）は、社会福祉施設等の災害派遣福祉
チーム員等に対して、災害時の福祉関係者の役割・活動内容

等に関しての研修・訓練を行う。

第 17 節 ボランティアとの連携 第 17 節 ボランティアとの連携

第１ ボランティア活動の意義と福島県災害ボランティア連 第１ ボランティア活動の意義 文言の削除

絡協議会の設置 災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき

災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき 応急対策の補完的な役割を果たすものと、被災者個人の生活

応急対策の補完的な役割を果たすものと、被災者個人の生活 維持や再建を支援するものとがある。

維持や再建を支援するものとがある。 こうした意義を踏まえ、ボランティア活動が災害時において

こうした意義を踏まえ、ボランティア活動が災害時において 効果的に生かされる方法等について検討を進めるため、県（生

効果的に生かされる方法等について検討を進めるため、県（危 活福祉総室）は、県社会福祉協議会等と平時から災害時にお 文言の修正

機管理総室、生活福祉総室）は、日本赤十字社福島県支部、 けるボランティア活動への対応について協議を行うととも

県社会福祉協議会等と福島県災害ボランティア連絡協議会を に、ボランティア関係団体との連絡調整体制の確立を図る。

設置し、災害時におけるボランティア活動への対応について なお、県（生活福祉総室）及び市町村は、「防災とボランテ

協議を行うとともに、ボランティア関係団体との連絡調整体 ィアの日」（毎年 1 月 17 日）及び「防災とボランティア週間」
制の確立を図る。 （毎年 1 月 15 日～ 21 日）を中心に、災害ボランティアの意
なお、県（生活福祉総室）及び市町村は、「防災とボランテ 義や参加について啓発に努めるものとする。

ィアの日」（毎年 1 月 17 日）及び「防災とボランティア週間」
（毎年 1 月 15 日～ 21 日）を中心に、災害ボランティアの意
義や参加について啓発に努めるものとする。

（略） （略）

第３ ボランティアの連携体制の整備 第３ ボランティアの連携体制の整備

（略） （略）

（新設） ４ ボランティアの連携体制の構築 防災基本計画修正

県（生活福祉総室）は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の （R元 .5）
三者で連携し、平常時の登録、研修制度、災害時における防

災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボラン

ティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ

等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の

整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。

また、県（危機管理総室・生活福祉総室）は、社会福祉協 防災基本計画修正

一般災害対策編
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議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄 （R元 .5）
物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものと

し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分

別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボラ

ンティア活動の環境整備に努めるものとする。

第４ ボランティアの種類 第４ ボランティアの種類

（略） （略）

【ボランティアの例】 【ボランティアの例】

（略） （略）

(4)医療ボランティア (4)医療ボランティア
健康衛生総室 (一社)福島県医師会、(公社)福島県看護協 健康衛生総室 (一社)福島県医師会、(公社)福島県看護協

会、(一社)福島県歯科医師会、(一社)福島県薬剤師会、(一 会、(公社)福島県歯科医師会、(一社)福島県薬剤師会、(一

社)福島県歯科衛生士会 社)福島県歯科衛生士会

（略） （略）

第 20 節 災害時相互応援協定の締結 第 20 節 災害時相互応援協定の締結

（略） （略）

第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定

（略） （略）

２ 物流、物資配送等の災害対応業務 ２ 物流、物資配送等の災害対応業務

県（危機管理総室）は、民間の倉庫を支援物資の受け入れ 県（危機管理総室）は、民間の倉庫を支援物資の受け入れ

拠点として位置づけ、事業者に物資の管理、受払い、運送業 拠点として位置づけ、事業者に物資の管理、受払い、運送業

務を委託するため、(公社)福島県トラック協会、福島県倉庫 務を委託するため、(公社)福島県トラック協会、福島県倉庫

協会と災害時応援協定を締結し県災害対策本部に参画する体 協会と災害時応援協定を締結し県災害対策本部に参画する体

制を整備するものとする。 制を整備するものとする。また、災害時に物資の輸送拠点か 防災基本計画修正

ら指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保 （R2.5）
できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定して

おくよう努めるものとする。

（略） （略）

第４ 連絡体制の整備 第４ 連絡体制の整備

県（関係各部局）は、災害発生時に協定締結先との連絡調 県（関係各部局）は、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、毎年協定締結先の電話番号や担当者 整を確実に行えるよう、毎年協定締結先の電話番号や担当者

についての確認を行うものとする。また、協定締結先におい についての確認を行うとともに、訓練等を通じて、発災時の 防災基本計画を反映

ては、災害発生時に県等からの支援要請があった場合に速や 連絡先、要請手続き等の確認を行うなど、実効性の確保に留
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かに対応できるよう、平常時から支援体制を整備するととも 意するものとする。また、協定締結先においては、災害発生

に、内部における訓練の実施に努めるものとする。 時に県等からの支援要請があった場合に速やかに対応できる

よう、平常時から支援体制を整備するとともに、内部におけ

る訓練の実施に努めるものとする。

一般災害対策編
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担当部署の記載について 担当部署の記載について

○県の災害対応について ○県の災害対応について

（略） （略）

※災害対策本部組織図を修正（別紙４のとおり） 災害対策本部組織見

第１節 応急活動体制 第１節 応急活動体制 直し

第１ 災害応急対策の時系列行動計画 第１ 災害応急対策の時系列行動計画

（略） （略）

３ 時系列行動計画 ３ 時系列行動計画

※時系列行動計画を修正（別紙５のとおり） 災害対策本部組織見

第２ 県の活動体制（県災害対策本部） 第２ 県の活動体制（県災害対策本部） 直し

１ 県災害対策本部の設置 １ 県災害対策本部の設置

(1)知事は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に (1)知事は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に
おいて、次の基準により災害応急対策を円滑に実施するため、おいて、次の基準により災害応急対策を円滑に実施するため、

災害対策基本法第 23 条の規定に基づく福島県災害対策本部 災害対策基本法第 23 条の規定に基づく福島県災害対策本部
（以下、この節において「本部」という。）を設置する。 （以下、この節において「本部」という。）を設置する。

また、知事は、災害発生後における災害応急対策がおおむ また、知事は、災害発生後における災害応急対策がおおむ

ね完了したとき、又は災害発生の危険がなくなったときは、 ね完了したとき、又は災害発生の危険がなくなったときは、

本部を解散する。 本部を解散する。

設置基準 設置基準

（略） （略）

３ 災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。 ３ 災害救助法を適用する災害が発生したとき。 文言修正

(2)知事（災害対策本部総括班）は、本部を設置、又は廃止 (2)知事（災害対策本部総括班）は、本部を設置、又は廃止
したときは、速やかに国（総務省消防庁）及び次に掲げる者 したときは、速やかに国（総務省消防庁）及び次に掲げる者

のうち必要と認める者に通報する。 のうち必要と認める者に通報する。

（略） （略）

ウ 陸上自衛隊（第 44 普通科連隊長、第 6 特科連隊長） ウ 陸上自衛隊（第 44 普通科連隊長） 自衛隊組織改編

（略） （略）

７ 県災害対策本部組織 ７ 県災害対策本部組織

(1)県災害対策本部組織 (1)県災害対策本部組織
（略） （略）

ア 福島県災害対策本部組織編成表 ア 福島県災害対策本部組織編成表

※災害対策本部組織図を修正（別紙４のとおり）
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(2)県災害対策本部事務局組織 (2)県災害対策本部事務局組織
（略） （略）

ア 事務局体制 ア 事務局体制

【組織図】

※災害対策本部事務局組織図を追加（別紙６のとおり） 災害対策本部組織見

（略） 直し

班及び構成 班及び構成

総括班（総員 23 名） 総括班（総員 36 名）
班長 災害対策課長 ＜ユニット＞

副班長 ①指揮調整ユニット

・危機管理課長 ②企画調整ユニット

・政策調査課主幹 ③庁内連携ユニット

・危機管理課主幹 ④受援連携ユニット

・災害対策課主幹 ＜構成員＞

・原子力安全対策課主幹 班長：災害対策課長

・防災専門監 副班長：消防保安課長、危機管理課主幹、防災専門監

班員 班員：

危機管理部から 2 名、総務部、企画調整部、生活環境部、保 (ユニットリーダーの管理職)

健福祉部、商工労働部、農林水産部、土木部、出納部、教育 消防保安課副課長１名、原子力安全対策課主幹１名

部、企業部から各１名配置 企画調整部及び病院局から各１名

災害対策課から２名、ほかに消防保安課及び原子力安全対策 (ユニットリーダーの主任主査又は主査)

課から各１名配置 危機管理課、消防保安課及び災害対策課から各１名

総務部及び企画調整部から各１名

(その他の者)

災害対策課及び原子力安全対策課から各３名

危機管理課及び消防保安課から各１名

総務部、企画調整部、生活環境部、保健福祉部及び土木部か

ら各２名

商工労働部、農林水産部、文化スポーツ局、出納局及び教育

庁から各１名

広域応援・避難班（総員 24名） 避難支援班（総員 24 名）
班長 生活環境総務課長 ＜ユニット＞

副班長 ①避難アセスメントユニット
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・生活交通課長 ②避難支援ユニット

・避難者支援課長 ＜構成員＞

・技術管理課長 班長：生活環境総務課長

・消防保安課主幹 副班長：避難者支援課長、技術管理課長

班員 班員：

・生活環境部、土木部から各３名配置 (ユニットリーダーの主任主査又は主査)

・教育部から２名配置 災害対策課から各１名

・企画調整部、保健福祉部、農林水産部、企業部から各１名 避難地域復興局及び土木部から各１名

配置 (その他の者)

・災害対策課から４名、消防保安課及び原子力安全対策課か 消防保安課から３名、原子力安全対策課から２名

ら各２名配置 危機管理課及び災害対策課から各１名

生活環境部から３名、教育庁から２名

企画調整部、保健福祉部、観光交流局、農林水産部、土木部

及び企業局から各１名

航空運用調整班（総員 5 名※） （総括班に統合）

※必要に応じ、福島県ヘリコプター等運用調整連絡会議から

班員の派遣を受ける。

班長 消防保安課長

副班長

・消防保安課主幹（兼務）

班員

・危機管理部から３名配置

・福島県ヘリコプター等運用調整連絡会議から必要数を配置

情報班（総員 25 名） 情報班（総員 39 名）
班長 県民広聴室長 ＜ユニット＞

副班長 ①即報作成・広報ユニット

・経営・販売課長 ②人的被害・住家被害情報ユニット

・情報政策課総括主幹 ③インフラ被害情報ユニット

班員 ④問合せ対応ユニット

・生活環境部から３名配置 ＜構成員＞

・総務部、農林水産部、土木部、教育部から各２名配置 班長：危機管理課長

・企画調整部、保健福祉部、観光交流部、出納部、企業部、 副班長：県民広聴室長、経営・販売課長、デジタル変革課総

病院部から各１名配置 括主幹
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・災害対策課から２名、消防保安課から２名、ほかに原子力 班員：

安全対策課から１名配置 (ユニットリーダーの管理職)

情報連絡員（県リエゾン） 総務部及び生活環境部から各１名

(ユニットリーダーの主任主査又は主査)

保健福祉部、農林水産部、土木部、病院局、企業局及び教育

庁から各１名

(その他の者)

災害対策課から３名、消防保安課から２名

危機管理課及び原子力安全対策課から各１名

生活環境部、農林水産部及び教育庁から各３名

総務部、観光交流局、土木部及び出納局から各２名

企画調整部、病院局及び企業局から各１名

通信班(総員 11 名) （活動支援班に統合）

班長 情報政策課長

副班長 災害対策課主幹（兼務）

班員

・総務部から１名配置

・企画調整部から４名配置

・災害対策課から４名配置

広報班(総員 12 名) （総務部知事公室班に統合）

班長 広報課長

副班長 広報課主幹

班員 総務部から 10名配置
渉外班（総員７名） （企画調整部企画調整班に統合）

班長 企画調整課長

副班長 復興・総合計画課長

班員 企画調整部から５名配置

活動支援班(総員 10 名) 活動支援班（総員 21 名）
班長 人事課長 ＜ユニット＞

副班長 教育庁主幹 ①安全管理調整ユニット

班員 総務部、教育部から各４名配置 ②活動支援ユニット

③予算・経理ユニット

④防災行政無線ユニット
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＜構成員＞

班長：人事課長

副班長：行政経営課管理職、危機管理部部主幹

班員：

(ユニットリーダーの主任主査又は主査)

災害対策課から３名、総務部及び出納局から各１名

(その他の者)

危機管理課から２名、総務部から６名、教育庁から４名、出

納局から１名

救援班（総員 21 名） 被災者支援班（総員 30 名）
班長 保健福祉総務課長 ＜ユニット＞

副班長 ①災害救助法ユニット

・一般廃棄物課長 ②応急修理ユニット

・地域医療課長 ③借上住宅ユニット

・食品生活衛生課長 ④住家被害認定調査支援ユニット

・病院経営課長 ＜構成員＞

・建築指導課副課長 班長：災害対策課主幹

班員 副班長：建築指導課副課長、土木部管理職、総務部管理職

・保健福祉部から５名配置（必要に応じて増員） 班員：

・生活環境部、土木部、病院部から各２名配置 (ユニットリーダーの管理職)

・農林水産部、企業部から各１名配置 企画調整部、避難地域復興局及び教育庁から各１名

・消防保安課及び原子力安全対策課から各１名配置 (その他の者)

連絡員 災害対策課２名、危機管理課１名、土木部から４名

・日本赤十字社福島県支部、福島県医師会、統括災害医療コ 総務部及び企画調整部から各３名

ーディネーター及び災害派遣精神医療チーム統括者から配置 商工労働部、農林水産部、避難地域復興局及び文化スポーツ

局から各２名

こども未来局及び病院局から各１名

物資班（総員 17 名） 物資班（総員 33 名）
班長 商工総務課長 ＜ユニット＞

副班長 ①物資調整ユニット

・農林総務課長 ②要請・調達ユニット

・出納総務課長 ③輸送調整ユニット

班員 ＜構成員＞
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・商工労働部から４名配置 班長：商工総務課長

・農林水産部、出納部から各３名配置 副班長：農林総務課長、出納総務課長

・保健福祉部、教育部から各２名配置 班員：

連絡員 (ユニットリーダーの主任主査又は主査)

・(公社)福島県トラック協会から２名及び福島県倉庫協会か 生活環境部及び商工労働部から各２名

ら配置 企画調整部及び農林水産部から各１名

(その他の者)

危機管理課から２名、災害対策課から１名

企画調整部及び商工労働部から各４名

農林水産部から３名

総務部、保健福祉部、こども未来局及び教育庁から各２名、

観光交流局及び出納局から各１名

原子力班（総員 22名） 原子力班（総員 30名）
班長 原子力安全対策課長 ＜ユニット＞

副班長 ①原子力災害対策ユニット

・放射線監視室長 ②発電所監視ユニット

・原子力安全対策課主幹 ③モニタリングユニット

班員 ＜構成員＞

・原子力安全対策課及び放射線監視室から 19 名配置 班長：原子力安全対策課長

副班長：放射線監視室長、原子力安全対策課主幹

班員：

(ユニットリーダーの主任主査等)

原子力安全対策課から２名、放射線監視室から１名

(その他の者)

原子力安全対策課から 18名、放射線監視室から６名
（略） （略）

イ 事務局共通事務分掌 イ 事務局共通分掌事務

１ 事務局各班の業務計画の作成に関すること。 １ 事務局各班の業務計画の作成及び進捗管理に関するこ

と。

２ 行動記録の作成に関すること。 ２ 行動記録の作成に関すること。

３ 所管事務に関する関係機関に対する情報提供、報告、通 ３ 所管事務に関する作成資料の整理、保存に関すること。

報の実施に関すること。

４ 所管事務に関する関係機関との連絡調整に関すること。 ４ 所管事務に関する情報発信に関すること（福島県公式防
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災ツイッター等）。

５ 関係する各部各班との連絡調整に関すること。

６ 所掌事務に係る各部各班に対する事務の実施についての

指示及び進捗状況の把握に関すること。

７ その他事務局長の命ずること。

ウ 事務局特定事務分掌 ウ ユニットリーダー及び分掌事務

※災害対策本部事務局事務分掌を修正（別紙７のとおり）

（略） （略）

(3)部・班事務分掌 本部事務局の組織編成及び事務分掌は、 (3)部・班事務分掌 本部事務局の組織編成及び分掌事務は、

「福島県災害対策本部規程」及び「福島県災害対策本部 事 「福島県災害対策本部規程」及び「福島県災害対策本部 事

務局運営要綱」により、次のとおりとなっている。 務局運営要綱」により、次のとおりとなっている。

（略） （略）

(ｲ)特定事務分掌 (ｲ)特定事務分掌

※災害対策本部各部・班の事務分掌を修正（別紙８のとおり）

（略） （略）

(4)災害対策地方本部組織 (4)災害対策地方本部組織
地方本部の、組織編成及び事務分掌は、次の表を基準とし、 地方本部の、組織編成及び事務分掌は、次の表を基準とし、

かつ地域の実情を考慮して地方振興局長があらかじめ定めて かつ地域の実情を考慮して地方振興局長があらかじめ定めて

おくものとする。 おくものとする。

（略） （略）

ウ 災害対策地方本部事務分掌 ウ 災害対策地方本部事務分掌

各班（機能班及び実働班）は次に掲げる分掌事務を行うと 各班（機能班及び実働班）は次に掲げる分掌事務を行うと

ともに、福島県行政組織規則（昭和 53 年３月 31 日福島県規 ともに、福島県行政組織規則（昭和 53 年３月 31 日福島県規
則第９号）別表第１に定める分掌事務に係る被害の調査及び 則第９号）別表第１に定める分掌事務に係る被害の調査及び

その応急対策・復旧対策を行う。なお、災害の態様、状況に その応急対策・復旧対策を行う。なお、災害の態様、状況に

応じて、事務分掌にかかわらず、地方本部長の命ずるところ 応じて、事務分掌にかかわらず、地方本部長の命ずるところ

により、他班の行う事項について応援するものとする。 により、他班の行う事項について応援するものとする。

（略） （略）

(ｲ)実働班 (ｲ)実働班

（略） （略）

ｂ 特定事務分掌 ｂ 特定事務分掌

（略） （略）

保健福祉班 保健福祉班
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８ 医薬品その他衛生資材の確保及び配分に関すること。 ８ 医薬品その他衛生材料の確保及び配分に関すること。

（略） （略）

第２節 職員の動員配備 第２節 職員の動員配備

第１ 配備基準 第１ 配備基準

＜配備区分＞特別警戒配備 ＜配備区分＞特別警戒配備

＜配備時期＞(2)気象（波浪を除く）及び火山噴火に関する ＜配備時期＞(2)気象（波浪を除く）に関する特別警報が発
特別警報が発表されたとき。 表されたとき。

配備基準表に下記を追記

※火山災害対策に係る配備基準は「第５章（火山災害対策）

第３節第１」のとおり。

※地震・津波災害対策に係る配備基準は「地震・津波災害対

策編第３章第２節第１」のとおり。

（略） （略）

第６ 職員配備状況の報告と安否確認の実施 第６ 職員配備状況の報告と安否確認の実施

各所属長は、所属職員の配備状況及び所属職員以外の参集 各所属長は、所属職員の配備状況及び所属職員以外の参集

状況を各部局筆頭総室を通じて、災害対策本部事務局に報告 状況を各部局筆頭総室を通じて、災害対策本部事務局（活動

する。災害対策本部長は、全体の配備状況を考慮し、応援を 支援班）に報告する。災害対策本部長は、全体の配備状況を

必要とする班があると認める時は、活動支援班長を通じて各 考慮し、応援を必要とする班があると認める時は、活動支援

班長に応援の指示を行う。 班長を通じて各班長に応援の指示を行う。

また、各所属長は、職員や家族の安否確認を併せて行うこ また、各所属長は、職員や家族の安否確認を併せて行うこ

ととし、その状況を災害対策本部活動支援班に報告する。 ととし、その状況を災害対策本部活動支援班に報告する。

（略） （略）

第３節 災害情報の収集伝達 第３節 災害情報の収集伝達

県下に風水害等の災害が予想されるとき、予・警報等の関 県下に風水害等の災害が予想されるとき、予・警報等の関

係情報を迅速かつ確実に伝達する。 係情報を、災害の切迫度に応じて５段階の警戒レベルにより 防災基本計画修正（R
また、県下に災害が発生した場合、災害状況調査及び災害 迅速かつ確実に伝達する。 元 .5）

情報の収集は、その後の災害応急対策の体制整備、災害復旧 また、県下に災害が発生した場合、災害状況調査及び災害

計画策定の基本となるものであり、迅速・的確に行うものと 情報の収集は、その後の災害応急対策の体制整備、災害復旧

する。 計画策定の基本となるものであり、迅速・的確に行うものと

する。

第１ 気象特別警報・警報・注意報等について 第１ 気象特別警報・警報・注意報等について

１ 定義と種類について １ 定義と種類について

（略） （略）
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(2)種類 (2)種類
（略） （略）

オ その他 オ その他

(ｱ)火災気象通報 (ｱ)火災気象通報

消防法第 22 条第１項の規定に基づく気象状況の通報は、 「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発表基準と同一の基 R2 火災気象通報の運
おおむね次のとおりとする。 準により、気象概況通報の一部として福島地方気象台により 用変更

『イ』の基準：実効湿度 60 ％以下、最小湿度 40 ％以下で平 通報される。

均風速８ m/s 以上吹く見込みの場合。
『ロ』の基準：平均風速 12m/s（白河は 14m/s）以上の風が１
時間以上継続して吹く見込みの場合。ただし、降雨・降雪中

は通報しない場合もある。

（略） （略）

２ 特別警報・警報・注意報等の発表基準と構成 ２ 特別警報・警報・注意報等の発表基準と構成

(1)発表基準 (1)発表基準
ア 特別警報 ア 特別警報

大雨 大雨

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予 福島地方気象台意見

想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温 想される場合

帯低気圧により大雨になると予想される場合

（略） （略）

イ 警報 イ 警報

大雪 檜枝岐 大雪 桧枝岐 福島地方気象台意見

（略） （略）

ウ 注意報 ウ 注意報

大雪 檜枝岐 大雪 桧枝岐

（略） （略）

エ 指定河川洪水予報 エ 指定河川洪水予報

（略） （略）

・釈迦堂川 ・釈迦堂川 土木部意見
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第３章 災害応急対策計画
【修正前】 【修正後】 【備考】

観測所名
水防団待機

水位

氾濫注意

水位

避難判断

水位

氾濫危険

水位

計画高

水位
観測所名

水防団待機

水位

氾濫注意

水位

避難判断

水位

氾濫危険

水位

計画高

水位
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ク 特別警報の伝達 ク 特別警報の伝達

(ｱ)県（災害対策本部通信班）は、特別警報の情報を受けた (ｱ)県（災害対策本部活動支援班）は、特別警報の情報を受

ときは、直ちに市町村に通知する。 けたときは、直ちに市町村に通知する。

（略） （略）

３ 防災気象情報の解説 ３ 防災気象情報の解説

（略） （略）

(1)大雨及び洪水警報・注意報の雨量基準、土壌雨量指数基 (1)大雨及び洪水警報・注意報の表面雨量指数基準、土壌雨 福島地方気象台意見

準、流域雨量指数基準、複合基準のうち基準が設定されてい 量指数基準、流域雨量指数基準、複合基準のうち基準が設定

ないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川 されていないもの、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報

がない場合、および、高潮警報・注意報で現象が発現せず基 指定河川がない場合、および、高潮警報・注意報で現象が発

準を設定していない市町村等についてはその欄を"－"で示し 現せず基準を設定していない市町村等についてはその欄を "
ている。 －"で示している。
(2)大雨及び洪水の欄中においては、「平坦地、平坦地以外」 （削除） 福島地方気象台意見

の地域名で基準値を記述する場合がある。

(3)大雨警報については、表面雨量基準に到達することが予 (2)大雨警報については、表面雨量指数基準に到達すること
想される場合は「大雨警報(浸水害)」、土壌雨量指数基準に が予想される場合は「大雨警報(浸水害)」、土壌雨量指数基

到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害)」、両基 準に到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害)」、

準に到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害、浸 両基準に到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害、

水害)」として発表する。 浸水害)」として発表する。

(4)（略） (3)（略）
(5)（略） (4)（略）
(6)（略） (5)（略）
(7)（略） (6)（略）
（新設） ４ 警報等の伝達 防災基本計画修正（R

県は、避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報を、 元 .5）
警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階の警戒レベル

相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促すも

のとする。

市町村は警報等を住民に伝達する体制を整備するものとす
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須賀川

（ｽｶｶﾞﾜ）
3.50 4.50 7.10 7.70 7.907

西川

（ﾆｼｶﾜ）
2.70 3.10 4.50 5.40 5.40
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る。

（別表１）大雨警報基準 （別表１）大雨警報基準 福島地方気象台意見

※平成 30 年５月 30日現在 ※令和２年８月６日現在の基準に更新（別紙９のとおり）

（別表２）洪水警報基準 （別表２）洪水警報基準

※平成 30 年５月 30日現在 ※令和２年８月６日現在の基準に更新（別紙 10 のとおり）
（別表３）大雨注意報基準 （別表３）大雨注意報基準

※平成 30 年５月 30日現在 ※令和元年５月 29日現在の基準に更新（別紙 11のとおり）
（別表４）洪水注意報基準 （別表４）洪水注意報基準

※平成 30 年５月 30日現在 ※令和２年８月６日現在の基準に更新（別紙 12 のとおり）
（略） （略）

防災気象情報の伝達系統図 防災気象情報の伝達系統図 ※一部修正（別紙 13 のとおり）
第２ 被害状況等の収集、報告 第２ 被害状況等の収集、報告

１ 被害調査 １ 被害調査

（略） （略）

（新設） (3)スマートフォンやドローンなど、ＩＣＴ（情報通信技術） ドコモＣＳ東北福島
を活用して効率的な情報収集を行うものとする。 支店の意見を踏まえ

（略） て追記

３ 現地の状況確認 ３ 現地の状況確認

（略） （略）

(3)県（災害対策本部広域応援・避難班）及び警察本部は、 (3)県（災害対策本部総括班）及び警察本部は、大規模な被
大規模な被害が予想される場合には、連携調整の上、県消防 害が予想される場合には、連携調整の上、県消防防災ヘリコ

防災ヘリコプター及び県警ヘリコプターを出動させ、上空か プター及び県警ヘリコプターを出動させ、上空から被害状況

ら被害状況の把握を行うとともに、その情報を速やかに県災 の把握を行うとともに、その情報を速やかに県災害対策本部

害対策本部へ提供する。 へ提供する。

（略） （略）

４ 被害区分別報告系統 ４ 被害区分別報告系統

（略） （略）

(4)道路、橋りょう被害 (4)道路、橋りょう被害
（略）

県所管国道・県道の通行止（規制）箇所については、県道 土木部意見

路管理課ＨＰで地図及び画像情報の提供を行う。

（略） （略）

第４節 通信の確保 第４節 通信の確保
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第１ 通信手段の確保 第１ 通信手段の確保

１ 災害時の通信連絡 １ 災害時の通信連絡

(1)県（災害対策本部通信班、文書管財班、情報統計班）、 (1)県（災害対策本部活動支援班、文書管財班、情報統計班）、
市町村及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段 市町村及び防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段

の機能確認を行うとともに、障害が起きたときの復旧要員の の機能確認を行うとともに、障害が起きたときの復旧要員の

確保に努めるものとする。特に孤立地域の通信手段の確保に 確保に努めるものとする。特に孤立地域の通信手段の確保に

ついては、特段の配慮を行うものとする。 ついては、特段の配慮を行うものとする。

（略） （略）

(5)情報通信手段が制約される場合、県（災害対策本部通信 (5)情報通信手段が制約される場合、県（災害対策本部活動
班）は、上記のうち使用可能な手段が確認され次第、市町村 支援班）は、上記のうち使用可能な手段が確認され次第、市

及び防災関係機関に対し、当該手段で連絡するよう速やかに 町村及び防災関係機関に対し、当該手段で連絡するよう速や

周知するものとする。 かに周知するものとする。

(6)県本部、県地方本部及び県出先機関の間では、さらに県 (6)県本部、県地方本部及び県出先機関の間では、さらに県
グループウェア掲示板を適宜活用し、速やかな情報連絡とと デスクネッツ・ネオ掲示板を適宜活用し、速やかな情報連絡

もに、多数の職員に情報共有を行うものとする。 とともに、多数の職員に情報共有を行うものとする。

（略） （略）

３ 各種通信施設の利用 ３ 各種通信施設の利用

(1)非常無線通信の利用 (1)非常無線通信の利用
県（災害対策本部通信班）、市町村及び防災関係機関等は、 県（災害対策本部活動支援班）、市町村及び防災関係機関

加入電話及び防災行政無線等が使用不能になったときは、東 等は、加入電話及び防災行政無線等が使用不能になったとき

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・ 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

東北電力(株)福島支店、(一社)日本アマチュア無線連盟福島 本部・東北電力(株)福島支店、(一社)日本アマチュア無線連

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 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

の無線通信施設の利用を図るものとする。 て、その無線通信施設の利用を図るものとする。

（略） （略）

(3)警察通信設備の利用 (3)警察通信設備の利用
県（災害対策本部通信班）は、災害対策基本法第 57 条の 県（災害対策本部活動支援班）は、災害対策基本法第 57

規定に基づく「警察通信設備の利用に関する協定書」（昭和 39 条の規定に基づく「警察通信設備の利用に関する協定書」（昭
年５月 28 日締結）により、加入電話及び県総合情報通信ネ 和 39 年５月 28 日締結）により、加入電話及び県総合情報通
ットワークが使用不能になったときは、警察通信設備を利用 信ネットワークが使用不能になったときは、警察通信設備を

する。 利用する。

(4)災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の利 (4)災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の利
用 用
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県（災害対策本部通信班）、市町村は、災害応急対策に必 県（災害対策本部活動支援班）、市町村は、災害応急対策

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 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

の応急電源（移動電源車）について、必要に応じ、東北総合 止時の応急電源（移動電源車）について、必要に応じ、東北

通信局に貸与を要請する。 総合通信局に貸与を要請する。

(5)放送機関への放送要請 (5)放送機関への放送要請
県（災害対策本部広報班、知事公室班）は、災害対策基本 県（知事公室班）は、災害対策基本法第 57 条の規定に基

法第 57 条の規定に基づく「災害時における放送要請に関す づく「災害時における放送要請に関する協定」により、加入

る協定」により、加入電話及び県総合情報通信ネットワーク 電話及び県総合情報通信ネットワークが使用不能になったと

が使用不能になったときは、放送機関に対し、連絡のための きは、放送機関に対し、連絡のための放送を要請する。

放送を要請する。

(6)インターネット情報提供事業者への情報提供要請 (6)インターネット情報提供事業者への情報提供要請
県（災害対策本部広報班、知事公室班）は、インターネッ 県（知事公室班）は、インターネット情報提供事業者に対

ト情報提供事業者に対し、インターネットを利用した情報の し、インターネットを利用した情報の提供を行うことを要請

提供を行うことを要請する。 する。

４ 災害対策地方本部及び現地災害対策本部が設置された場 ４ 災害対策地方本部及び現地災害対策本部が設置された場

合の措置 合の措置

県（災害対策本部活動支援班、通信班、文書管財班）は、 県（災害対策本部活動支援班、情報統計班、文書管財班）

地方振興局に災害対策地方本部を設置し、会議室等を執務室 は、地方振興局に災害対策地方本部を設置し、会議室等を執

とする場合及び現地災害対策本部が設置された場合は、必要 務室とする場合及び現地災害対策本部が設置された場合は、

に応じて東日本電信電話(株)福島支店に臨時電話（携帯電話 必要に応じて東日本電信電話(株)福島支店に臨時電話（携帯

含む）の設置を依頼するとともに、加入電話等が使用不能に 電話含む）の設置を依頼するとともに、加入電話等が使用不

なったときは衛星携帯電話及び県総合情報通信ネットワーク 能になったときは衛星携帯電話及び県総合情報通信ネットワ

の衛星可搬局により通信を行う。 ークの衛星可搬局により通信を行う。

（略） （略）

第２ 県総合情報通信ネットワークの運用 第２ 県総合情報通信ネットワークの運用

（略） （略）

２ 県総合情報通信ネットワークの運用 ２ 県総合情報通信ネットワークの運用

（略） （略）

(3)統制局（県庁）で行う通信の運用 (3)統制局（県庁）で行う通信の運用
（略） （略）

イ 一斉通信業務の体制 イ 一斉通信業務の体制

統制局（県庁）から行う一斉通報は災害対策本部通信班職 統制局（県庁）から行う一斉通報は災害対策本部活動支援

員が行い、水防情報に関する一斉通報は河川港湾班職員が行 班職員が行い、水防情報に関する一斉通報は河川港湾班職員
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う。 が行う。

（略） （略）

エ 通信の統制 エ 通信の統制

災害時に、通信が輻輳した場合、又は通信の輻輳の恐れが 災害時に、通信が輻輳した場合、又は通信の輻輳の恐れが

ある場合の通信の統制は、県災害対策本部通信班で行う。 ある場合の通信の統制は、情報統計班で行う。

情報統計県災害対策本部通信班で行う通信の統制は、災害 情報統計県災害対策本部通信班で行う通信の統制は、災害

の規模、通信の輻輳の程度に応じて一次統制から二次統制の の規模、通信の輻輳の程度に応じて一次統制から二次統制の

２段階で行う。 ２段階で行う。

（略） （略）

第４ 東日本電信電話(株)福島支店の措置 第４ 東日本電信電話(株)福島支店の措置

（略） （略）

(7)災害時における被災者との相互連絡をメッセージ録音・ (7)災害時における被災者との相互連絡をメッセージ録音・
再生により伝達する災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用 再生により伝達する災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用

伝言板（web １７１）、災害用伝言板（ i モード携帯、スマー 伝言板（web １７１）、災害用伝言板（スマートフォン）、災
トフォン）、災害用音声お届けサービス（ i モード携帯、ス 害用音声お届けサービス（スマートフォン）を活用し、被災

マートフォン）を活用し、被災地に集中するトラヒックを分 地に集中するトラヒックを分散する。

散する。

（略） （略）

第５節 相互応援協力 第５節 相互応援協力

第１ 県と市町村の相互協力 第１ 県と市町村の相互協力

（略） （略）

３ 市町村への情報連絡員（県リエゾン）の派遣体制整備 ３ 市町村への情報連絡員（県リエゾン）の派遣体制整備

(1)県（災害対策本部総括班）は、迅速かつ的確な災害情報 (1)県（災害対策本部総括班）は、迅速かつ的確な災害情報
の収集・連絡の重要性にかんがみ、あらかじめ情報連絡員を の収集・連絡の重要性にかんがみ、あらかじめ情報連絡員を

災害対策地方本部ごとに指定しておき、被災市町村で災害対 災害対策地方本部ごとに指定しておき、被災市町村で災害対

策本部を設置する災害が発生した場合、若しくは通信手段途 策本部を設置する災害が発生した場合又は市町村において災 文言追加

絶等により派遣が必要と認める場合は、管轄地方本部から当 害対策本部を設置する要件の災害が発生した場合、若しくは

該市町村へ情報連絡員を派遣するものとする。なお、本部長 通信手段途絶等により派遣が必要と認める場合は、管轄地方

が必要と認める場合は、災害対策本部から情報連絡員を派遣 本部から当該市町村へ情報連絡員を派遣するものとする。な

するものとする。 お、本部長が必要と認める場合は、災害対策本部から情報連

絡員を派遣するものとする。

(2)情報連絡員は、派遣先の市町村において被害状況や要望 (2)情報連絡員は、派遣先の市町村において被害状況や要望
事項を積極的に収集し、派遣元の地方本部（情報班）へ速や 事項を積極的に収集するとともに、その状況に応じて、被災 防災基本計画を反映

一般災害対策編

第３章 災害応急対策計画
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 65 -

かに報告するものとする。また、地方本部（情報班）に報告 市町村から積極的に人的支援のニーズや要望事項等を把握

した情報は、市町村と共有を図るとともに、県（災害対策本 し、派遣元の地方本部（情報班）へ速やかに報告するものと

部）からの情報を市町村に提供する役割も担うものとする。 する。また、地方本部（情報班）に報告した情報は、市町村

と共有を図るとともに、県（災害対策本部）からの情報を市

町村に提供する役割も担うものとする。

(3)なお、県（災害対策本部通信班、情報統計班）は、市町 (3)なお、県（災害対策本部活動支援班、情報統計班）は、
村に派遣され常駐する情報連絡員が、地方本部等と速やかに 市町村に派遣され常駐する情報連絡員が、地方本部等と速や

情報連絡ができるよう、情報連絡員用の衛星携帯電話等の配 かに情報連絡ができるよう、情報連絡員用のスマートフォン 台風 19 号検証
備や、外部から県グループウェアにアクセスできる環境を整 や衛星携帯電話等の配備や、外部から県デスクネッツ・ネオ

えるなど、通信手段の確保に努めるものとする。 にアクセスできる環境を整えるなど、通信手段の確保に努め

るものとする。

第２ 国に対する応援要請 第２ 国に対する応援要請

１ 知事の応援職員派遣要請 １ 知事の応援職員派遣要請

（略） （略）

（新設） (4)知事（災害対策本部総括班、市町村班）は、被災市町村
の応援職員の必要性の有無等を把握し、必要に応じて総務省

が実施する応急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支

援員等による支援を含む）に基づき、北海道・東北ブロック

幹事道県へ連絡して応援職員の派遣を求めるものとする。

（略） （略）

第３ 緊急消防援助隊の派遣要請 第３ 緊急消防援助隊の派遣要請

（略） （略）

２ 知事の応援要請 ２ 知事の応援要請

（略） （略）

(4)知事は、緊急消防援助隊が出動した場合は、緊急消防援 (4)知事は、緊急消防援助隊が出動した場合は、緊急消防援
助隊の迅速かつ的確な活動を確保するため、「消防応援活動 助隊の迅速かつ的確な活動を確保するため、「福島県緊急消 文言修正

調整本部設置規程」に基づき、消防応援活動調整本部を設置 防援助隊受援計画」に基づき、消防応援活動調整本部を設置

するものとする。 するものとする。

（略） （略）

第５ 県と防災関係機関との事前協議 第５ 県と防災関係機関との事前協議

（略） （略）

２ 日本放送協会、民間放送局各社及び新聞社との協定 ２ 日本放送協会、民間放送局各社及び新聞社との協定

(1)「災害対策基本法第 57 条の規定による放送に関する協定 (1)「災害対策基本法第 57 条の規定による放送に関する協定
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書」災害時において緊急の通信を必要とする場合に、放送の 書」災害時において緊急の通信を必要とする場合に、放送の

実施を要請することになっている。 実施を要請することになっている。

・協定締結機関名 ・協定締結機関名

日本放送協会福島放送局、(株)ラジオ福島、福島テレビ(株)、日本放送協会福島放送局、(株)ラジオ福島、福島テレビ(株)、

(株)福島中央テレビ、(株)福島放送、(株)テレビユー福島、 (株)福島中央テレビ、(株)福島放送、(株)テレビユー福島、

(株)エフエム福島 (株)エフエム福島、福島県コミュニティ FM 放送協議会 団体追記

（略） （略）

３ 防災関係機関会議の開催 ３ 防災関係機関会議の開催

県（危機管理総室、災害対策本部各班）、警察本部、陸上 県（危機管理総室、災害対策本部各班）、警察本部、陸上

自衛隊（第 44 普通科連隊、第６特科連隊）、日本赤十字社福 自衛隊（第 44 普通科連隊）、日本赤十字社福島県支部、東日 自衛隊組織改編

島県支部、東日本電信電話(株)福島支店及び東北電力(株)福 本電信電話(株)福島支店及び東北電力(株)福島支店におい

島支店において、防災関係機関会議を開催し、協力体制の確 て、防災関係機関会議を開催し、協力体制の確立を図ってい

立を図っている。 る。

（略） （略）

第８ 他の都道府県等への応援 第８ 他の都道府県等への応援

１ 応援体制 １ 応援体制

他の都道府県において大規模な災害が発生し、災害対策基 他の都道府県において大規模な災害が発生し、災害対策基

本法、地方自治法又は協定等により、被災都道府県から応援 本法、地方自治法又は協定等により、被災都道府県から応援

若しくは職員の派遣について要請があった場合又は国から応 若しくは職員の派遣について要請があった場合又は応急対策 防災基本計画を反映

援若しくは職員の派遣についてあっせんを受けた場合は、可 職員派遣制度等に基づき国から応援若しくは職員の派遣につ

能な限り応援又は職員の派遣を行うものとする。 いてあっせんを受けた場合は、可能な限り応援又は職員の派

その場合、全庁的な支援体制が必要なときは、災害対策本 遣を行うものとする。その場合、地域や災害の特性等を考慮 防災基本計画を反映

部における事務分掌に準じて「連絡会議」等を設置し、全庁 した職員の選定に努めるものとする。

的な体制により応援を行うものとし、それに至らない場合に 危機管理部長は、被災した他の都道府県又は被災した県内 文言追記

は、危機管理総室を窓口として、災害対策本部における事務 市町村に対する応援のため、危機管理部内に福島県応援本部

分掌を踏まえて、応援要請の内容を各部局へ伝達依頼するも （以下「応援本部」という。）を設置することができる。応

のとする。 援本部は、全庁的な支援体制が必要なときは、災害対策本部

なお、直接各部局へ被災都道府県又は国から要請があった における事務分掌に準じて「連絡会議」等を設置し、全庁的

場合は、要請を受けた部局で対応するものとし、その実施内 な体制により応援を行うものとし、それに至らない場合には、

容については、危機管理総室（災害対策本部総括班）へ連絡 危機管理総室を窓口として、災害対策本部における事務分掌

するものとする。 を踏まえて、応援要請の内容を各部局へ伝達依頼するものと

さらに、被災都道府県からの要請に応じて福島県内の備蓄 する。

物資、資機材等を可能な範囲で被災都道府県へ提供するとと なお、直接各部局へ被災都道府県又は国から要請があった
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もに、全国・全世界からの支援物資について、輸送の中継を 場合は、要請を受けた部局で対応するものとし、その実施内

行う。 容については、危機管理総室（災害対策本部総括班）へ連絡

上記の応援については、他都道府県において大規模な災害 するものとする。

が発生し、本県独自の判断で応援をする場合も同様とする。 さらに、被災都道府県からの要請に応じて福島県内の備蓄

物資、資機材等を可能な範囲で被災都道府県へ提供するとと

もに、全国・全世界からの支援物資について、輸送の中継を

行う。

上記の応援については、他都道府県において大規模な災害

が発生し、本県独自の判断で応援をする場合も同様とする。

（略） （略）

（新設） 第９ 受援チーム（受援・連携ユニット）の設置 台風 19 号検証
全国の自治体等からの応援の受入れのために必要と認める

ときは、次のとおり災害対策本部（総括班）内に受援チーム

（受援・連携ユニット）を設置する。受援チーム（受援・連

携ユニット）の担当業務は、次のとおり。

(1)北海道・東北ブロック協議会や全国知事会等と連絡調整
し、必要な場合、県への応援職員の派遣を要請する

(2)国関係機関、民間団体等からの県への応援職員を受け入
れ、受援部局の調整や常駐スペース等の手配を行うとともに、

一日毎の活動人員名簿を作成する。

(3)災害時応援協定締結団体からの受援について調整する（物
資班に係るものを除く）。

(4)外部応援職員の県災害対策本部員会議への出席を調整す
る。

(5)国等関係機関会議について、県出席者や提出書類の調整
を行う。

(6)必要な場合、応援職員の宿泊場所を確保する。
(7)市町村班を通して被災市町村の受援状況を把握する。
(8)その他応援の受入れのあっせん及び受入窓口についての
情報提供

※具体な受援活動は、「福島県災害時受援応援計画（受援計

画編）」に基づき実施するものとする。

（略） （略）
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第６節 災害広報 第６節 災害広報

第１ 県の広報活動 第１ 県の広報活動

１ 報道機関、国機関等との連携体制の強化 １ 報道機関、国機関等との連携体制の強化

県をはじめとする防災関係機関は、報道機関から、災害報 県をはじめとする防災関係機関は、報道機関から、災害報

道のための取材活動をするに当たり、資料の提供等について 道のための取材活動をするに当たり、資料の提供等について

依頼を受けた場合、積極的に協力を行うものとする。 依頼を受けた場合、積極的に協力を行うものとする。

この際、県は、災害対策本部を設置した場合に広報の窓口 この際、県は、災害対策本部を設置した場合に広報の窓口

を災害対策本部事務局広報班に一元化し、混乱した状況の中 を災害対策本部事務局情報班及び知事公室班に集約し、混乱

で、不正確な情報が提供されることを防ぎ、災害の拡大を防 した状況の中で、不正確な情報が提供されることを防ぎ、災

止し、県民の安全・安心につながる情報を積極的に広報する。害の拡大を防止し、県民の安全・安心につながる情報を積極

また、報道機関においても、各防災関係機関から、災害広 的に広報する。

報を実施することについて依頼があった場合、積極的に協力 また、報道機関においても、各防災関係機関から、災害広

するものとする。 報を実施することについて依頼があった場合、積極的に協力

さらに、指定地方行政機関、公共機関等と相互に連絡を取 するものとする。

り合うものとする。 さらに、指定地方行政機関、公共機関等と相互に連絡を取

り合うものとする。

２ 広報内容 ２ 広報内容

県（災害対策本部情報広報班、知事公室班）は、災害につ 県（知事公室班）は、災害について収集した情報のうち、

いて収集した情報のうち、県民生活に関係する、特に被災者 県民生活に関係する、特に被災者の必要性に即応した情報を

の必要性に即応した情報を中心に、以下の事項について広報 中心に、以下の事項について広報を行う。

を行う。 この際、県は、人的被害の数について広報を行う際には、

この際、県は、人的被害の数について広報を行う際には、 市町村等と密接に連携しながら適切に行うものとする。

市町村等と密接に連携しながら適切に行うものとする。

（略） （略）

３ 広報の方法 ３ 広報の方法

(1)一般広報 (1)一般広報
県（災害対策本部広報班、知事公室班）は、収集・選別し 県（知事公室班）は、収集・選別した情報について、以下

た情報について、以下の方法により広報を行う。 の方法により広報を行う。

（略） （略）

(3)報道機関への発表 (3)報道機関への発表
（略） （略）

オ 災害対策本部事務局広報班長は、報道機関に発表した情 オ 知事公室班長は、報道機関に発表した情報を災害対策本

報を災害対策本部各班のうち、必要と認められる班及び関係 部各班のうち、必要と認められる班及び関係機関に送付する
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機関に送付するものとする。 ものとする。

(4) 報道機関との協定 (4) 報道機関との協定
県（危機管理総室、災害対策本部広報班）は、災害対策基 県（危機管理総室）は、災害対策基本法第 57 条の規定に

本法第 57 条の規定に基づき「災害時における放送要請に関 基づき「災害時における放送要請に関する協定」を放送機関

する協定」を放送機関と協定している。 と協定している。

また、県（危機管理総室、警察本部、災害対策本部広報班） また、県（危機管理総室、警察本部）は、災害時等におけ

は、災害時等における被害の拡大の防止等を図るため、「災 る被害の拡大の防止等を図るため、「災害時等における報道

害時等における報道要請に関する協定」を新聞社と協定して 要請に関する協定」を新聞社と協定している。

いる。

（略） （略）

(6)要配慮者に配慮した広報の実施 (6)要配慮者に配慮した広報の実施
（略） （略）

ア 外国人に対して多言語による広報（生活環境班、(公財) ア 外国人に対して「やさしい日本語」を含む多言語による 文言追記

福島県国際交流協会等） 広報（生活環境班、(公財)福島県国際交流協会等）

（略） （略）

第３ 防災関係機関の広報活動 第３ 防災関係機関の広報活動

防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基 防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基

づき、県民及び利用者への広報を実施するとともに、特に必 づき、県民及び利用者への広報を実施するとともに、特に必

要がある時は、県（災害対策本部広報班、知事公室班）、市 要がある時は、県（知事公室班）、市町村及び報道機関に広

町村及び報道機関に広報を要請する。 報を要請する。

第７節 救助・救急 第７節 救助・救急

災害発生後において、生命・身体の安全を守ることは最優 災害発生後において、生命・身体の安全を守ることは最優

先されるべき課題であり、人員、資機材等を優先的に投入し 先されるべき課題であり、発災当初の 72 時間は救命・救助 防災基本計画を反映

て、救助活動を実施する。 活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人員、

市町村は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防 資機材等を優先的に投入して、救助活動を実施する。

災関係機関の協力を得ながら、救助・救急活動を行うが、早 市町村は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防

期救出が生死を分けることになることから、県民及び自主防 災関係機関の協力を得ながら、救助・救急活動を行うが、早

災組織においても自発的に救助・救急活動を行うとともに、 期救出が生死を分けることになることから、県民及び自主防

救助・救急活動を実施する防災関係機関に協力することが求 災組織においても自発的に救助・救急活動を行うとともに、

められる。 救助・救急活動を実施する防災関係機関に協力することが求

められる。

第１ 自主防災組織、事業所等による救助活動 第１ 自主防災組織、事業所等による救助活動

１ 自主防災組織、事業所の防災組織及び県民は、次により １ 自主防災組織、事業所の防災組織及び県民は、次により
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自主的な救助活動を行うものとする。 自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救 防災基本計画を反映

急活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。

（略） （略）

第２ 市町村（消防機関を含む）による救助活動 第２ 市町村（消防機関を含む）による救助活動

（略） （略）

２ 市町村は、自ら被災者等の救助活動を実施することが困 ２ 市町村は、自ら被災者等の救助活動を実施することが困

難な場合、次の事項を示して県（災害対策本部広域応援・避 難な場合、次の事項を示して県（災害対策本部総括班）に対

難班）に対し救助活動の実施を要請する。また、必要に応じ し救助活動の実施を要請する。また、必要に応じ民間団体に

民間団体にも協力を求めるものとする。 も協力を求めるものとする。

（略） （略）

第３ 県の業務 第３ 県の業務

１ 県（災害対策本部広域応援・避難班）は、市町村から被 １ 県（災害対策本部総括班）は、市町村から被災者等の救

災者等の救助活動について応援を求められ、また、特に必要 助活動について応援を求められ、また、特に必要があると認

があると認めたときは、その状況に応じ次の措置を講ずるも めたときは、その状況に応じ次の措置を講ずるものとする。

のとする。 なお、県は、各種の応急対策の実施に当たり、救助活動が

なお、県は、各種の応急対策の実施に当たり、救助活動が 住民の生命にかかわる業務であるという観点から、市町村に

住民の生命にかかわる業務であるという観点から、市町村に おいて救助活動を優先して実施できるよう配慮するものとす

おいて救助活動を優先して実施できるよう配慮するものとす る。

る。

（略） （略）

２ 県（災害対策本部広域応援・避難班）は、必要に応じて、 ２ 県（災害対策本部総括班）は、必要に応じて、消防防災

消防防災ヘリコプターを活用し、医療機関と連携して救出さ ヘリコプターを活用し、医療機関と連携して救出された負傷

れた負傷者等の救急搬送を行う。 者等の救急搬送を行う。

３ 県（危機管理総室、広域応援・避難班）は、水害、土砂 ３ 県（危機管理総室、総括班）は、水害、土砂災害による

災害による被災者等に対する救助活動に備え、平常時から次 被災者等に対する救助活動に備え、平常時から次の措置を行

の措置を行うものとする。 うものとする。

第８節 自衛隊災害派遣 第８節 自衛隊災害派遣

（略） （略）

第２ 災害派遣要請 第２ 災害派遣要請

１ 災害派遣要請者 １ 災害派遣要請者

福島県知事 福島県知事

知事（災害対策本部総括班）は、災害の規模や収集した被 知事（災害対策本部総括班）は、災害の規模や収集した被
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害情報から、自衛隊の災害派遣が必要であると判断した場合 害情報及び市町村の通信途絶の状況から、自衛隊の災害派遣 防災基本計画を反映

は、直ちに要請するものとする。 要請の必要性を判断し、必要があれば、直ちに派遣要請する

また、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、 ものとする。

直ちにその旨を連絡するものとする。 また、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、

直ちにその旨を連絡するものとする。

（略） （略）

３ 自衛隊の災害派遣担当区域及び担当窓口 ３ 自衛隊の災害派遣担当区域及び担当窓口

(1)陸上自衛隊福島駐屯地 陸上自衛隊福島駐屯地

担当区域 県北、相双地方振興局管内市町村 担当区域 福島県全域 自衛隊組織改編

担当窓口 陸上自衛隊第 44普通科連隊第３科 担当窓口 陸上自衛隊第 44普通科連隊第３科
℡ 024-593-1212 ℡ 024-593-1212
内線 237（県総合情報通信ネットワーク 811-280-01） 内線 235（県総合情報通信ネットワーク 811-280-01）
時間外 福島駐屯地当直司令 時間外 福島駐屯地当直司令

内線 302（県総合情報通信ネットワーク 811-280-02） 内線 302（県総合情報通信ネットワーク 811-280-02）
(2)陸上自衛隊郡山駐屯地 （削除）

担当区域 県中、県南、会津、南会津、いわき地方振興局管

内市町村

担当窓口 陸上自衛隊第６特科連隊第３科

℡ 024-951-0225
内線 235（県総合情報通信ネットワーク 811-380-01）
時間外 郡山駐屯地当直司令

内線 302（県総合情報通信ネットワーク 811-380-02）
第３ 市町村長の災害派遣要請の要求 第３ 市町村長の災害派遣要請の要求

（略） （略）

２ 災害派遣要請の要求要領 ２ 災害派遣要請の要求要領

（略） （略）

(2)市町村長は、前項の要求ができない場合は、当該市町村 (2)市町村長は、前項の要求ができない場合は、福島駐屯地 自衛隊組織改編

を災害派遣隊区とする駐屯地司令の職にある部隊長（福島駐 司令に対して災害の状況を通知することができるものとす

屯地司令又は郡山駐屯地司令）に対して災害の状況を通知す る。この場合、市町村長は、速やかにその旨を知事（災害対

ることができるものとする。この場合、市町村長は、速やか 策本部総括班）に通知しなければならない。

にその旨を知事（災害対策本部総括班）に通知しなければな また、通知を受けた部隊長は、特に緊急を要し、知事の要

らない。 請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の

また、通知を受けた部隊長は、特に緊急を要し、知事の要 保護のため、部隊等を派遣するとともに、速やかにその旨を
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請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の 知事（災害対策本部総括班）に通知するものとする。

保護のため、部隊等を派遣するとともに、速やかにその旨を

知事（災害対策本部総括班）に通知するものとする。

（略） （略）

第７ 災害派遣部隊の受入れ体制 第７ 災害派遣部隊の受入れ体制

知事（災害対策本部広域応援・避難班）、市町村長、警察、 知事（災害対策本部総括班）、市町村長、警察、消防機関

消防機関等は、相互に派遣部隊の移動、現地進入及び災害措 等は、相互に派遣部隊の移動、現地進入及び災害措置を行う

置を行うための補償問題等発生の際の相互協力、必要な現地 ための補償問題等発生の際の相互協力、必要な現地資材等の

資材等の使用等に関して緊密に連絡協力するものとする。 使用等に関して緊密に連絡協力するものとする。

１ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 １ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除

知事（災害対策本部広域応援・避難班）及び市町村長は、 知事（災害対策本部総括班）及び市町村長は、自衛隊の作

自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することの 業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう最

ないよう最も効率的に作業を分担するよう配慮するものとす も効率的に作業を分担するよう配慮するものとする。

る。

２ 作業計画及び資材等の準備 ２ 作業計画及び資材等の準備

知事（災害対策本部広域応援・避難班）及び市町村長は、 知事（災害対策本部総括班）及び市町村長は、自衛隊に対

自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、次の事 し作業を要請又は依頼するに当たっては、次の事項について

項についてできるだけ先行性のある計画を樹立するととも できるだけ先行性のある計画を樹立するとともに、諸作業に

に、諸作業に関係ある管理者の了解を取り付けるよう配慮す 関係ある管理者の了解を取り付けるよう配慮するものとす

るものとする。 る。

また、自衛隊の活動が円滑にできるように常に関係情報を また、自衛隊の活動が円滑にできるように常に関係情報を

収集し、作業実施に必要とする十分な資料（災害地の地図等）収集し、作業実施に必要とする十分な資料（災害地の地図等）

を準備するとともに、作業区ごとに責任ある連絡員をあらか を準備するとともに、作業区ごとに責任ある連絡員をあらか

じめ定めておくものとする。 じめ定めておくものとする。

（略） （略）

４ 派遣部隊の受入れ ４ 派遣部隊の受入れ

知事（災害対策本部広域応援・避難班）は、自衛隊派遣を 知事（災害対策本部総括班）は、自衛隊派遣を決定したと

決定したときは、部隊到着後の作業能力が十分発揮できるよ きは、部隊到着後の作業能力が十分発揮できるよう、関係出

う、関係出先機関の長及び関係市町村長と協議の上、次の事 先機関の長及び関係市町村長と協議の上、次の事項について

項について自衛隊受入れの体制を整備するものとする。受入 自衛隊受入れの体制を整備するものとする。受入地について

地については、福島空港、SA/PA、「道の駅」等の活用を検 は、福島空港、SA/PA、「道の駅」等の活用を検討する。
討する。 また、知事（災害対策本部総括班）は、出動部隊及び現地

また、知事（災害対策本部広域応援・避難班）は、出動部 関係機関との連絡調整のため、必要があると認める場合は、

一般災害対策編

第３章 災害応急対策計画
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 73 -

隊及び現地関係機関との連絡調整のため、必要があると認め 県職員を現地に派遣するものとする。

る場合は、県職員を現地に派遣するものとする。

（略） （略）

第９節 避難 第９節 避難

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない 「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない

自然災害から「命を守るための行動」とする。 自然災害から「自らの命を自ら守るための行動」とする。 防災基本計画修正（R
災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連 災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連 元 .5）
絡調整を密にし、適切な避難誘導が行なわれなければならな 絡調整を密にし、適切な避難誘導が行なわれなければならな

い。 い。

また、高齢者、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国 また、高齢者、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国

人等のいわゆる「要配慮者」が災害において犠牲になるケー 人等のいわゆる「要配慮者」が災害において犠牲になるケー

スが多くなっている。 スが多くなっている。

こうした状況から、要配慮者への情報伝達、避難誘導につい こうした状況から、要配慮者への情報伝達、避難誘導につい

て、特に配慮が求められる。 て、特に配慮が求められる。

第１ 避難の準備情報提供、勧告、指示及び「屋内安全確保」 第１ 住民避難情報や災害発生情報の発令 文言修正

の指示 市町村長等は、風水害による浸水、家屋の倒壊、山崩れ、

市町村長等は、風水害による浸水、家屋の倒壊、山崩れ、 地すべり等の災害から人命、身体の保護又は災害の拡大防止

地すべり等の災害から人命、身体の保護又は災害の拡大防止 のため、必要があると認められるときは、あらかじめ定めた

のため、必要があると認められるときは、あらかじめ定めた 計画に基づき地域住民等に対して、避難準備・高齢者等避難 5 段階の警戒レベル
計画に基づき地域住民等に対して、避難の準備情報提供、勧 開始（警戒レベル３情報）、避難勧告（警戒レベル４情報）、 反映

告、指示及び「屋内安全確保」の指示を行う。 避難指示（緊急）（警戒レベル４情報）を発令する。

また、災害発生を把握した場合は、災害発生情報（警戒レ

ベル５情報）を発令し、住民に対して命を守る最善の行動を

とるよう呼びかけるものとする。

１ 避難の実施機関 １ 避難の実施機関

(1)実施の責任者及び基準 (1)実施の責任者及び基準
避難の準備情報提供、勧告及び指示の実施責任者は次のと 避難情報・災害発生情報発令の実施責任者は次のとおりで 文言修正

おりであるが、準備情報提供、勧告又は指示を行ったとき、 あるが、避難情報・災害発生情報を発令したとき、あるいは

あるいは自主避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡 自主避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡を行うも

を行うものとする。 のとする。

また、災害の発生が予想される場合においては、人命の安 また、災害の発生が予想される場合においては、人命の安

全を確保するため、危険の切迫する前に十分な余裕を持って、全を確保するため、危険の切迫する前に十分な余裕を持って、

安全な場所へ住民を避難させる必要がある。避難勧告等が発 安全な場所へ住民を避難させる必要がある。避難勧告等が発

一般災害対策編

第３章 災害応急対策計画
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 74 -

令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所へ 令された場合の安全確保措置としては、危険な場所にいる場 文言追加

の移動を原則とするものの、災害の性質や発災時の状況によ 合は、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅への移動を原

っては、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって人 則とするものの、災害の性質や発災時の状況によっては、指

の生命又は身体に危険が及ぶ恐れがあると認められる場合 定緊急避難場所への移動を行うことがかえって人の生命又は

は、「近隣の安全な場所への移動」又は「屋内安全確保」を 身体に危険が及ぶ恐れがあると認められる場合は、「近隣の

指示する必要がある。 安全な場所への移動」又は「屋内安全確保」を指示する必要

このため、特に避難行動や情報面で支援を要する人が早期 がある。

に避難や安全確保のための行動を開始できるよう情報提供に このため、特に避難行動や情報面で支援を要する人が早期

努め、一般住民に対しても、早期に避難等を指示するととも に避難や安全確保のための行動を開始できるよう情報提供に

に、避難の指示等をあらゆる手段を用いて各住民に周知徹底 努め、一般住民に対しても、早期に避難等を指示するととも

する。 に、避難の指示等をあらゆる手段を用いて各住民に周知徹底

この際、市町村は、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝 する。

達文の内容を工夫すること、その対象者を明確にすること、 この際、市町村は、危険の切迫性に応じて雨量や河川の水 台風 19 号検証
対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達すること 位なども踏まえながら、避難勧告等の伝達文の内容を工夫す

などにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものと ること、その対象者を明確にすること、避難勧告等に対応す 防災基本計画修正（R
する。 る５段階の警戒レベルを明確にして対象者ごとに警戒レベル 元 .5）
市町村は、避難勧告等について、第２章 第９節 第１で策 に対応したとるべき避難行動がわかるように伝達することな

定した避難勧告等の判断基準をもとに、空振りをおそれず、 どにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるものとす

早めに出すことを基本とし、避難が必要な状況が夜間・早朝 る。

となる場合には、避難準備・高齢者等避難開始の発令等を検 市町村は、避難勧告等について、第２章 第９節 第１で策

討する。市町村は、災害が発生するおそれがある場合には、 定した避難勧告等の判断基準をもとに、空振りをおそれず、

必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始に係る情報の発令 早めに出すことを基本とし、避難が必要な状況が夜間・早朝

等と併せて指定緊急避難場所を開放し、住民等に対し周知徹 となる場合には、日中の明るい時間帯に避難準備・高齢者等 防災基本計画を反映

底を図るものとする。 避難開始や避難勧告の発令に努めるものとする。また、災害

が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、避難準備・

高齢者等避難開始に係る情報の発令等と併せて指定緊急避難

場所を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。

県は、市町村から求めがあった場合には、避難勧告等の対 防災基本計画を反映

象地域、判断時期について助言するものとする。また、時期

を失することなく避難勧告等が発令されるよう、市町村に積

極的に助言するものとする。

＜区分＞ ＜区分＞

避難準備・高齢者等避難開始 避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル３情報） 5 段階の警戒レベル
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避難の勧告 避難の勧告（警戒レベル４情報） 反映

避難の指示等 避難の指示等（警戒レベル４情報）

（新設） 災害発生情報（警戒レベル５情報）

＜実施責任者＞ ＜実施責任者＞

（略） （略）

（新設） 市町村長（災害対策基本法第 60 条）
＜措置＞ ＜措置＞

（略） （略）

（新設） 命を守るために最善と考えられる安全確保行動の呼びかけ

＜実施の基準＞ ＜実施の基準＞

（略） （略）

（新設） 災害が発生し、急を要すると認められるとき。

(2)避難勧告等の要否を検討すべき情報 (2)避難勧告等の要否を検討すべき情報
ア 浸水・洪水 ア 浸水・洪水

浸水・洪水に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報と 浸水・洪水に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報と

しては、一般的に、大雨注意報・警報（浸水害）、大雨特別 しては、一般的に、大雨注意報、大雨警報（浸水害）、大雨 福島地方気象台意見

警報（浸水害）、洪水注意報・警報、指定河川洪水予報、水 特別警報（浸水害）、洪水注意報、洪水警報、指定河川洪水

位到達情報があり、この他に府県気象情報、記録的短時間大 予報、水位到達情報があり、この他に福島県気象情報、記録

雨情報、大雨警報（浸水害）の危険度分布、洪水警報の危険 的短時間大雨情報、大雨警報（浸水害）の危険度分布、洪水

度分布、流域雨量指数の予測値がある。 警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値がある。

イ 土砂災害 イ 土砂災害

土砂災害が発生するかどうかは、土壌や斜面の勾配、植生 土砂災害が発生するかどうかは、土壌や斜面の勾配、植生

等が関係するが、避難勧告等発令の視点では、降った雨が土 等が関係するが、避難勧告等発令の視点では、降った雨が土

壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを表す土壌雨量 壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを表す土壌雨量

指数等の長期降雨指標と 60 分間積算雨量等の短期降雨指標 指数等の長期降雨指標と 60 分間積算雨量等の短期降雨指標
を組み合わせた基準を用いている土砂災害警戒情報が判断の を組み合わせた基準を用いている土砂災害警戒情報が判断の

材料となる。 材料となる。

土砂災害に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報とし 土砂災害に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報とし

ては、大雨注意報・警報（土砂災害）、土砂災害警戒情報、 ては、大雨注意報、大雨警報（土砂災害）、土砂災害警戒情

記録的短時間大雨情報、大雨特別警報（土砂災害）があり、 報、記録的短時間大雨情報、大雨特別警報（土砂災害）があ

このほかに土砂災害警戒判定メッシュ情報がある。 り、このほかに大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災

害警戒判定メッシュ情報）がある。

（略） （略）
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【参考】警報の危険度分布等の概要 【参考】警報の危険度分布等の概要

＜種類＞ ＜種類＞

土砂災害警戒判定メッシュ情報 大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッ

シュ情報）

＜概要＞ ＜概要＞

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で 5km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。2 上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。2
時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時

10 分ごとに更新している。 10 分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災
大雨警報（土砂災害）が発表され、土砂災害によって命が 害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるか

脅かされる危険性が認められる土砂災害危険箇所や土砂災害 を面的に確認することができる。

警戒区域（以下「土砂災害警戒区域等」）に「警戒」（赤色） ・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難

が出現した場合は、当該領域に「避難準備・高齢者避難開 が必要とされる警戒レベル４に相当。

始」、さらに、土砂災害警戒情報等が発表され、「土砂災害 ・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル

警戒区域等」に「非常に危険」（薄い紫色）が出現した場合 ３に相当。

は、当該領域に「避難勧告」を発令することが基本となる。 ・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リ

スク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とさ

れる警戒レベル２に相当。

（略） （略）

＜種類＞ ＜種類＞

洪水警報の危険度分布 洪水警報の危険度分布

＜概要＞ ＜概要＞

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知

河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測 河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で河川流路を概ね 1km ごとに 5 段階に色分けし を、地図上で河川流路を概ね 1km ごとに 5 段階に色分けし

て示す情報。3 時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常 て示す情報。3 時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常
時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたとき 時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたとき
に、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。に、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。

河川の水位が水防団待機水位を越えている場合は、該当領 ・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル

域に「警戒」（赤色）が出現した時点で「避難準備・高齢者 ４に相当。

等避難開始」、氾濫注意水位を越えている場合は、該当領域 ・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル

に「非常に危険」（薄い紫色）が出現した時点で「避難勧告」 ３に相当。

を発令することが基本となる。 ・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リ
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スク等を 再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要と

される警戒レベル２に相当。

＜種類＞ ＜種類＞

警報級の可能性 早期注意情報（警報級の可能性）

（略） （略）

(3)指定行政機関等による助言 (3)指定行政機関等による助言
市町村は、避難の勧告、指示又は「屋内安全確保」を指示 市町村は、避難の勧告、指示又は「屋内安全確保」を指示

しようとする場合、指定行政機関、指定地方行政機関又は県 しようとする場合、指定行政機関、指定地方行政機関又は県

（河川港湾班、建設事務所）に対し助言を求めることができ （河川港湾班、建設事務所）に対し助言を求めることができ

る。この場合、助言を求められた指定行政機関、指定地方公 る。この場合、助言を求められた指定行政機関、指定地方公

共機関又は県は、その所掌事務に関して必要な助言を行う。 共機関又は県は、その所掌事務に関して必要な助言を行う。

この際、県は、その他の河川についても、役場等の所在地に この際、県は、その他の河川についても、役場等の所在地に

係る河川については、雨量の情報を活用する等、河川の状況 係る河川については、雨量の情報を活用する等、河川の状況

に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ河川水位等の情報 に応じた簡易な方法も用いて、市町村等へ河川水位等の情報

を提供するよう努めるものとする。 を提供するよう努めるものとする。

また、県は、時機を失することなく避難勧告等が発令され また、県は、時機を失することなく避難勧告等が発令され

るよう、市町村に積極的に助言するものとする。 るよう、避難情報発令状況をリアルタイムで把握し、必要な 台風 19 号検証事業
情報がもれなく発令されるよう市町村に積極的に助言するも

のとする。

（略） （略）

２ 避難のための勧告及び指示の内容 ２ 避難のための勧告及び指示の内容

（略） （略）

(2)県（災害対策本部情報班）の措置 (2)県（災害対策本部総括班）の措置
県は、市町村又は他機関から避難の勧告、指示及び「屋内 県は、市町村又は他機関から避難の勧告、指示及び「屋内

安全確保」の指示の通知を受けた場合、あるいは災害の発生 安全確保」の指示の通知を受けた場合、あるいは災害の発生

により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができ

なくなったため、自ら避難の勧告、指示及び「屋内安全確保」 なくなったため、自ら避難の勧告、指示及び「屋内安全確保」

の指示を行った場合、さらには地すべり防止法又は水防法に の指示を行った場合、さらには地すべり防止法又は水防法に

基づき自ら避難の指示を行った場合は、第６節の災害広報に 基づき自ら避難の指示を行った場合は、第６節の災害広報に

より、広報を行なう。 より、広報を行なう。

なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。 なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。

（略） （略）

第３ 避難の誘導 第３ 避難の誘導
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（略） （略）

２ 避難勧告等の伝達 ２ 避難勧告等の伝達

市町村は、防災行政無線（戸別受信機を含む）と併用して、 市町村は、防災行政無線（戸別受信機を含む）と併用して、

広報車による伝達、携帯電話への緊急速報メール、自主防災 広報車による伝達やＬアラート、携帯電話への緊急速報メー

組織等による声かけ等、あらゆる手段を用いて避難情報が迅 ル、自主防災組織等による声かけ等、あらゆる手段を用いて

速かつ確実に住民に伝達できるよう体制を整備するととも 避難情報が迅速かつ確実に住民に伝達できるよう体制を整備

に、住民に対して使用する伝達手段を周知する するとともに、住民に対して使用する伝達手段を周知する。

３ 避難誘導の方法 ３ 避難誘導の方法

避難誘導は、次の事項に留意して行うものとする。 避難誘導は、次の事項に留意して行うものとする。

（略） （略）

（新設） (6)避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や避難先、 防災基本計画を反映

災害危険箇所等（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、雪崩

危険箇所等）の所在、災害の概要その他の避難に資する情報

の提供に努めるものとする。

４ 避難準備及び携行品の制限 ４ 避難準備及び携行品の制限

（略） （略）

(2) 携行品の制限 (2) 携行品の制限
避難に当たっては、３日分程度の飲料水及び食料、貴重品 避難に当たっては、３日分程度の飲料水及び食料、貴重品

（現金、預金通帳、印鑑、有価証券）、下着類１組、雨具又 （現金、預金通帳、印鑑、有価証券）、下着類１組、雨具又

は防寒具、最小限の日用品（その他病人及び乳児の場合は、 は防寒具、マスク・消毒液等、最小限の日用品（その他病人 台風 19 号検証事業
医薬品、衛生材料、乳製品等、小中学生の場合は教科書、最 及び乳児の場合は、医薬品、衛生材料、乳製品等、小中学生

小限の文房具及び通学用品）等危険の切迫の状況にもよるが、の場合は教科書、最小限の文房具及び通学用品）等危険の切

できるだけ最小限のものとする。 迫の状況にもよるが、できるだけ最小限のものとする。

（略） （略）

６ 県の業務 ６ 県の業務

県（災害対策本部広域応援・避難班）は、被災地域市町村 県（災害対策本部避難支援班）は、被災地域市町村長から

長から避難状況の情報を収集するなど状況を把握するととも 避難状況の情報を収集するなど状況を把握するとともに、災

に、災害救助法適用市町村長から、遠距離地に避難するため 害救助法適用市町村長から、遠距離地に避難するための輸送

の輸送に要する車両等の調達の要請があった場合は、「第 13 に要する車両等の調達の要請があった場合は、「第 13 節 緊

節 緊急輸送対策」により車両等を確保するものとする。 急輸送対策」により車両等を確保するものとする。

第４ 避難行動要支援者対策 第４ 避難行動要支援者対策

１ 情報伝達体制 １ 情報伝達体制
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（略） （略）

(4)外国人に対する対策 (4)外国人に対する対策
県（生活環境班）及び市町村は、ラジオ、テレビ等のマス 県（生活環境班）及び市町村は、ラジオ、テレビ等のマス

メディア等を通じ多言語での避難等の情報伝達に努めるもの メディア等を通じ「やさしい日本語」を含む多言語での避難 文言追加

とする。 等の情報伝達に努めるものとする。

（略） （略）

第５ 広域的な避難対策 第５ 広域的な避難対策

１ 県内市町村間の避難調整 １ 県内市町村間の避難調整

(1)県の役割 (1)県の役割
県（災害対策本部広域応援・避難援班）は、大規模災害に 県（災害対策本部避難支援班）は、大規模災害により被災

より被災市町村が市町村域を超えた広域避難を行うため受入 市町村が市町村域を超えた広域避難を行うため受入先確保の

先確保の要請があった場合、被災市町村からの避難経路や避 要請があった場合、被災市町村からの避難経路や避難者数の

難者数の見込み等の情報をもとに、避難者の受入が可能な市 見込み等の情報をもとに、避難者の受入が可能な市町村を調

町村を調査、選定し、被災市町村と受入先市町村との調整を 査、選定し、被災市町村と受入先市町村との調整を行う。

行う。

(2)被災市町村の役割 (2)被災市町村の役割
被災した市町村は、広域避難の際、同一市町村及び同一地 被災した市町村は、広域避難の際、同一市町村及び同一地

域コミュニティ単位で避難所に入所できるよう、住民に対し 域コミュニティ単位で避難所に入所できるよう、住民に対し

て避難先の割り当てを周知するともに、避難するための手段 て避難先の割り当てを周知するともに、避難するための手段

を持たない被災者のために、県（災害対策本部広域応援・避 を持たない被災者のために、県（災害対策本部避難支援班）

難班）と協力し輸送手段を調達する。 と協力し輸送手段を調達する。

また開設した避難所には可能な限り職員を配置し、避難者 また開設した避難所には可能な限り職員を配置し、避難者

の状況把握に努める。 の状況把握に努める。

（略） （略）

２ 県外避難の調整 ２ 県外避難の調整

県（災害対策本部広域応援・避難班、生活環境班）は、市 県（災害対策本部避難支援班、生活環境班）は、市町村か

町村からの要請により被災者を県外へ避難させる必要がある らの要請により被災者を県外へ避難させる必要がある場合

場合は、都道府県間及び全国知事会の災害時相互応援協定の は、都道府県間及び全国知事会の災害時相互応援協定の枠組

枠組みによる連携を図るなど、受入先となる都道府県との調 みによる連携を図るなど、受入先となる都道府県との調整ス

整スキームを整備するとともに、被災者が避難を行うための キームを整備するとともに、被災者が避難を行うための輸送

輸送手段の調達などを支援する。 手段の調達などを支援する。

３ 病院、社会福祉施設等の広域避難 ３ 病院、社会福祉施設等の広域避難

県（災害対策本部広域応援・避難班、救援班、保健福祉部 県（災害対策本部避難支援班、救援班、保健福祉部各班）
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各班）は、病院の入院患者や社会福祉施設の入所者などを広 は、病院の入院患者や社会福祉施設の入所者などを広域避難

域避難させる場合は、関係団体と十分に連携して、病院、社 させる場合は、関係団体と十分に連携して、病院、社会福祉

会福祉施設等があらかじめ策定した広域避難計画に基づき、 施設等があらかじめ策定した広域避難計画に基づき、受入元

受入元と受入先の病院、施設間の連絡調整を行うとともに、 と受入先の病院、施設間の連絡調整を行うとともに、入院患

入院患者や入所者の症状に応じた輸送手段を確保し、広域避 者や入所者の症状に応じた輸送手段を確保し、広域避難計画

難計画の実施にあたる。 の実施にあたる。

（略） （略）

第 10 節 避難所の設置・運営 第 10 節 避難所の設置・運営

第１ 避難所の設置 第１ 避難所の設置

１ 実施機関 １ 実施機関

（略） （略）

(2)市町村限りで措置不可能な場合は、近隣市町村、県（災 (2)市町村限りで措置不可能な場合は、近隣市町村、県（災
害対策本部広域応援・避難班）、国その他関係機関の応援を 害対策本部避難支援班）、国その他関係機関の応援を求めて

求めて実施するものとする。 実施するものとする。

(3)大規模災害などで市町村間を超える広域避難が必要とな (3)大規模災害などで市町村間を超える広域避難が必要とな
り、被災市町村で開設する避難所だけでは避難者を受け入れ り、被災市町村で開設する避難所だけでは避難者を受け入れ

できない場合、被災市町村は相互応援協定等により受入先と できない場合、被災市町村は相互応援協定等により受入先と

なる市町村に避難所の開設を要請する。県が広範囲にわたっ なる市町村に避難所の開設を要請する。県が広範囲にわたっ

て被災し、受入先の市町村で開設する避難所だけでは避難者 て被災し、受入先の市町村で開設する避難所だけでは避難者

の受入能力が不足する場合は、県（災害対策本部広域応援・ の受入能力が不足する場合は、県（災害対策本部避難支援班、

避難班、関係各部・班）が自ら避難所を設置することができ 関係各部・班）が自ら避難所を設置することができる。

る。

２ 市町村長の措置 ２ 市町村長の措置

市町村長は、市町村地域防災計画にあらかじめ指定避難所 市町村長は、市町村地域防災計画にあらかじめ指定避難所

を定めておくとともに、避難所用消耗品調達先、器物借上先 を定めておくとともに、避難所用消耗品調達先、器物借上先

等を消耗器材調達先帳簿により把握しておき、災害が発生し、等を消耗器材調達先帳簿により把握しておき、災害が発生し、

避難所を設置した場合は、速やかに被災者にその場所等を周 避難所を設置した場合は、速やかに被災者にその場所等を周

知させ、受け入れるべき者を誘導し、保護に当たるものとす 知させ、受け入れるべき者を誘導し、保護に当たるものとす

る。 る。

なお、市町村はあらかじめ避難所の開設や運営方法等を明 なお、市町村はあらかじめ避難所の開設や運営方法等を明

確にしたマニュアルの作成に努めるものとする。 確にしたマニュアルの作成に努めるものとする。

(1)避難所の開設 (1)避難所の開設
市町村長は、市町村地域防災計画に基づき、また、災害の 市町村長は、市町村地域防災計画に基づき、また、災害の
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態様に配慮し、安全適切な場所を選定して避難所を開設する 態様に配慮し、安全適切な場所を選定して避難所を開設する

とともに、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとす とともに、要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設 防災基本計画を反映

る。 するものとする。

この場合、指定避難所のライフラインの回復に時間を要す また、避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全

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 性を確認するものとする。

まれる場合は、あらかじめ指定避難所に指定されていたとし この場合、指定避難所のライフラインの回復に時間を要す

ても原則として開設しないものとする。 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

また、避難所を設置した場合は、原則として各避難所に市 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

町村職員等を維持、管理のための責任者として配置し、施設 の適否を検討するものとする。

管理者や避難住民等と連携して避難所の運営を行うものとす また、避難所を設置した場合は、原則として各避難所に市

る。 町村職員等を維持、管理のための責任者として配置し、施設

さらに、避難者に係る情報の把握に努めるとともに、開設 管理者や避難住民等と連携して避難所の運営を行うものとす

報告及びその受入状況を毎日県（災害対策本部広域応援・避 る。

難班）に報告し、必要帳簿類を整理するものとする。 さらに、避難者に係る情報の把握に努めるとともに、開設

・開設報告事項 報告及びその受入状況を毎日県（災害対策本部避難支援班）

ア 避難所開設の日時及び場所 に報告し、必要帳簿類を整理するものとする。

イ 箇所数及び受入人員 ・開設報告事項

ウ 開設期間の見込み ア 避難所開設の日時及び場所

イ 箇所数及び受入人員

ウ 開設期間の見込み

(2)避難所の周知 (2)避難所の周知
市町村長は、避難所を開設した場合において、速やかに地 市町村長は、避難所を開設した場合において、速やかに地

域住民に周知するとともに、県（災害対策本部広域応援・避 域住民に周知するとともに、関係機関等による支援が円滑に 防災基本計画を反映

難班）をはじめ警察、自衛隊、海上保安庁等関係機関に連絡 講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に県（災害対策

する。県はその情報を国（内閣府等）に共有するよう努める 本部避難支援班）をはじめ警察、自衛隊、海上保安庁等関係

ものとする。 機関に連絡する。県はその情報を国（内閣府等）に共有する 防災基本計画を反映

よう努めるものとする。

(3)避難所における措置 (3)避難所における措置
避難所における市町村長の実施する救援措置は、おおむね 避難所における市町村長の実施する救援措置は、おおむね

次のとおりとする。 次のとおりとする。

ア 被災者の受入 ア 被災者の受入

市町村は避難所に避難したホームレスについて、住民票の 防 災 基 本 計 画 修 正

有無等に関わらず適切に受け入れることとする。 （R2.5）
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また市町村は、必要に応じ、ペット連れ避難者がペットを 保健福祉部意見

飼育管理することができる場所の確保等に努めるとともに、

県等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものと

する。なお、県（健康衛生班）は、必要に応じて福島県獣医

師会等へ協力を要請するものとする。

イ 被災者に対する給水、給食措置 イ 被災者に対する給水、給食措置、清掃等

避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性 防災基本計画を反映

を有した外部支援者等の協力が得られるよう努めるととも

に、必要に応じ、他の地方公共団体に対して協力を求めるも

のとする。

ウ 負傷者に対する医療救護措置 ウ 負傷者に対する医療救護措置

エ 被災者に対する生活必需物資の供給措置 エ 被災者に対する生活必需物資の供給措置

オ 被災者への情報提供 オ 被災者への情報提供

必要に応じて、避難所にラジオ、テレビ等の災害情報を入 必要に応じて、避難所にラジオ、テレビ等の災害情報を入

手する機器及び電話、ファクシミリ、インターネット等の通 手する機器及び電話、ファクシミリ、インターネット等の通

信機器の設置を図る。 信機器や携帯電話充電器の設置を図る。 台風 19 号検証事業
カ その他被災状況に応じた救援措置 カ 感染症対策

市町村は、防災担当部局と保健福祉部局が連携して、新型 防 災 基 本 計 画 修 正

コロナウイルス感染症を含む感染症対策として必要な措置を （R2.5）
講じるよう努めるものとする。

キ その他被災状況に応じた救援措置

(4)県有施設の利用 (4)県有施設の利用
県（災害対策本部広域応援・支援班、関係各部・班）は、 県（災害対策本部避難支援班、関係各部・班）は、市町村

市町村長の要請に応じ、被災者を一時受け入れるため、県有 長の要請に応じ、被災者を一時受け入れるため、県有施設の

施設の一部を提供するものとし、施設管理者は、市町村長が 一部を提供するものとし、施設管理者は、市町村長が行う受

行う受入活動に協力する。 入活動に協力する。

なお、施設管理者は、受入の用に供する施設の部分を明示し なお、施設管理者は、受入の用に供する施設の部分を明示し

て提供するものとし、収容した被災者の管理は、市町村長が て提供するものとし、収容した被災者の管理は、市町村長が

実施する。 実施する。

(5)その他の施設の利用 (5)その他の施設の利用
市町村長は、あらかじめ指定した避難所で不足する場合は、 市町村長は、指定避難所だけでは施設が量的に不足する場 台風 19 号検証事業

県（災害対策本部広域応援・避難班）を経由して内閣府と協 合又は新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策として、

議の上、公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借上げ等により避 あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同
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難所を開設するものとする。 意を得て避難所として開設する。さらに、要配慮者に対して、

被災地以外の地域にあるものも含め、旅館・ホテル等を実質

的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。

（略） （略）

第２ 避難所の運営 第２ 避難所の運営

１ 避難所運営の主体 １ 避難所運営の主体

(1)避難所には、市町村災害対策本部等との連絡調整や避難 (1)避難所には、市町村災害対策本部等との連絡調整や避難
者への情報提供を行うために必要な連絡手段を備え、避難所 者への情報提供を行うために必要な連絡手段を備え、避難所

等の運営管理を行う市町村職員を派遣する。また、避難所の 等の運営管理を行う市町村職員を派遣する。また、避難所の

安全の確保と秩序の維持のため、必要により警察官を配置す 安全の確保と秩序の維持のため、必要により警察官を配置す

る。 る。

なお、警察本部は、避難所における安全の確保と秩序の維 なお、避難所における安全の確保と秩序の維持のため、必

持のため、必要に応じて、(一社)福島県警備業協会に対し、 要に応じて、警察本部は、(一社)福島県警備業協会に、県（災 R2.9 県・ALSOK 福島
あらかじめ締結した協定に基づき、避難所の警戒活動業務を 害対策本部避難支援班）は、ＡＬＳＯＫ福島株式会社に対し、にて協定締結

要請するものとする。 あらかじめ締結した協定に基づき、避難所の警戒活動業務を

要請するものとする。

（略） （略）

(4)避難所においては、被災者が自主的、自発的に避難所の (4)市町村や施設管理者は避難所の運営に関し、役割分担を 防災基本計画を反映

運営組織を立ち上げ、避難所生活のルール作りや生活環境を 明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、

向上するための活動を行えるよう、市町村や施設管理者が支 被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与できる

援を行う。自主運営組織を立ち上げる際には、女性の参画を 運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するもの

求めるとともに、若年、高齢者等の意見を反映できるものと とする。自主運営組織を立ち上げる際には、女性の参画を求

する。 めるとともに、若年、高齢者等の意見を反映できるものとす

る。

（略） （略）

(6)県（災害対策本部広域応援・避難班）は、避難所の運営 (6)県（災害対策本部避難支援班）は、避難所の運営状況に
状況について市町村と連絡調整を密に行い、避難所運営の優 ついて市町村と連絡調整を密に行い、避難所運営の優良事例

良事例を他の避難所に積極的に提供し、避難所運営の改善を を他の避難所に積極的に提供し、避難所運営の改善を促進す

促進する。 る。

また、必要に応じて職員を避難所へ派遣し、避難所運営支 台風 19 号検証
援を行うものとする。

（略） （略）

３ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策 ３ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策
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(1)設備の整備 (1)設備の整備
避難所の設置者は、必要に応じて、次の設備や備品を整備 避難所の設置者は、必要に応じて、次の設備や備品を整備

し、被災者に対するプライバシーの確保、暑さ寒さ対策、入 し、被災者に対するプライバシーの確保、暑さ寒さ対策、入

浴及び洗濯の機会確保等、生活環境の改善対策を講じる。 浴及び洗濯の機会確保等、生活環境の改善対策を講じる。

ア 畳、マット、カーペット ア 畳、マット、カーペット、段ボールベッド 文言追記

（略） （略）

(2)環境の整備 (2)環境の整備
避難の長期化に伴うニーズに対応し、プライバシーが確保 市町村は、避難所における生活環境が常に良好なものであ 防災基本計画を反映

された女性専用ルームや相談ルーム、また避難者同士の交流 るよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイ

場所となる談話室や児童生徒の学習場所などを設置するな レの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとす

ど、避難者の人権に配慮した環境作りに努める。 る。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、避難所の

健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置

を講じるよう努めるものとする。

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策として、台風 19 号検証事業
避難所レイアウトや避難所内の動線を整理するとともに、避

難所の３つの密（密閉・密集・密接）を防ぐよう努めるもの

とする。

（新設） ４ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営 防災基本計画を反映

市町村は、避難所の運営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等被災者一人一人の多様な視点

に配慮するものとする。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の安全性の確保な

ど、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管理

に努めるものとする。

４ 要配慮者対策 ５ 要配慮者対策

（略） （略）

(3)健康支援活動の実施 (3)健康支援活動の実施
さらに、市町村は、県（災害対策本部救援班、保健福祉部 市町村は、県（災害対策本部避難支援班、保健福祉部各班）
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各班）及び関係機関等の協力を得ながら、避難所で生活する 及び関係機関等の協力を得ながら、避難所で生活する児童や

児童や高齢者等の要配慮者に対して、保健師等による巡回健 高齢者等の要配慮者に対して、保健師等による巡回健康相談

康相談及び指導、精神科医等によりメンタルヘルスケア（相 及び指導、精神科医等によりメンタルヘルスケア（相談）を

談）を行うものとする。 行うものとする。

（略） （略）

５ 指定避難所以外の被災者への支援 ６ 指定避難所以外の被災者への支援

（略） （略）

第 11 節 医療（助産）救護 第 11 節 医療（助産）救護

（危機管理部、保健福祉部、市町村、消防本部、日本赤十字 （危機管理部、保健福祉部、市町村、消防本部、日本赤十字

社福島県支部、(一社)福島県医師会、(一社)福島県歯科医師 社福島県支部、(一社)福島県医師会、(公社)福島県歯科医師

会、(一社)福島県薬剤師会、(社)福島県病院協会、(公社)福 会、(一社)福島県薬剤師会、(社)福島県病院協会、(公社)福

島県看護協会） 島県看護協会）

（略） （略）

第１ 医療機関の被害状況等の収集、把握 第１ 医療機関の被害状況等の収集、把握

県（健康衛生班）は、医療救護体制の確立を図るとともに、 県（健康衛生班）は、医療救護体制の確立を図るとともに、

医療機関の活動状況を県民にいち早く提供するため、医療機 医療機関の活動状況を県民にいち早く提供するため、医療機

関の被害状況等を速やかに収集・把握する。 関の被害状況等を速やかに収集・把握する。

保健福祉事務所は、市町村及び郡市地区医師会、地域歯科医 保健福祉事務所は、市町村及び郡市地区医師会、地域歯科医

師会と連携し、医療機関の被害状況及び活動状況を一元的に 師会と連携し、医療機関の被害状況及び活動状況を一元的に

収集し、県（健康衛生班）に速やかに報告する。この場合に 収集し、県（健康衛生班）に速やかに報告する。この場合に

おいて、医療機関は広域災害救急医療情報システムやＦＡＸ おいて、医療機関は広域災害救急医療情報システムやＦＡＸ

等により報告を行うこととし、公衆回線が不通となり保健福 等により報告を行うこととし、公衆回線が不通となり保健福

祉事務所に連絡がとれない場合は、市町村の防災行政無線に 祉事務所に連絡がとれない場合は、市町村の防災行政無線に

より報告を行う。 より報告を行う。

県（災害対策本部救援班、健康衛生班）は、収集した医療 県（健康衛生班）は、収集した医療機関の被災状況及び活

機関の被災状況及び活動状況を、市町村などの関係機関に伝 動状況を、市町村などの関係機関に伝達するとともに、報道

達するとともに、報道機関等を通じて県民に情報提供する。 機関等を通じて県民に情報提供する。

第２ 医療（助産）救護活動 第２ 医療（助産）救護活動

県（災害対策本部救援班、健康衛生班、生活福祉班）、市 県（健康衛生班、生活福祉班）、市町村及び各医療関係団

町村及び各医療関係団体は、福島県災害救急医療マニュアル 体は、福島県災害医療行動計画に基づき、被災状況に応じ速

に基づき、被災状況に応じ速やかに災害派遣医療チーム（Ｄ やかに災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班を編成

ＭＡＴ）や医療救護班を編成し、被災地内で医療（助産）救 し、被災地内で医療（助産）救護活動を行うとともに、災害

護活動を行うとともに、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を編成し、精神保健医療活
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を編成し、精神保健医療活動を実施する。 動を実施する。

また、被災地所轄の保健福祉事務所は、派遣された医療救 また、被災地所轄の保健福祉事務所は、派遣された医療救

護班の配置調整等を行う。 護班の配置調整等を行う。

１ 県 １ 県

(1)県（災害対策本部救援班、健康衛生班）は、医療（助産） (1)県（健康衛生班）は、医療（助産）救護の必要を認めた
救護の必要を認めたときは、次の場所に救護所を設置し、救 ときは、次の場所に救護所を設置し、救護活動を行う。

護活動を行う。

（略） （略）

(2)県（災害対策本部救援班、健康衛生班）は、市町村から (2)県（健康衛生班）は、市町村から医療（助産）救護に関
医療（助産）救護に関する協力要請があったとき、又は医療 する協力要請があったとき、又は医療（助産）救護を必要と

（助産）救護を必要と認めたときは、基幹災害拠点病院の県 認めたときは、基幹災害拠点病院の県立医科大学附属病院や

立医科大学附属病院や県立病院等の医師等による災害派遣医 県立病院等の医師等による災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）

療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班を派遣するとともに、必 や医療救護班を派遣するとともに、必要に応じ関係機関に協

要に応じ関係機関に協力を要請する。 力を要請する。

（略） （略）

(5)県（災害対策本部救援班、健康衛生班）は、災害対策本 (5)県（健康衛生班）は、保健医療福祉調整本部への医師会
部救援班への医師会や災害医療コーディネーターの参画によ や災害医療コーディネーターの参画により、災害派遣医療チ

り、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班の派遣調 ーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班の派遣調整等を行うとともに、

整等を行うとともに、活動場所（医療機関、救護所、航空搬 活動場所（医療機関、救護所、航空搬送拠点等）及び必要に

送拠点等）及び必要に応じた参集拠点の確保を図るものとす 応じた参集拠点の確保を図るものとする。この際、県は、災

る。この際、県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等及び 害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等及びドクターヘリに関する

ドクターヘリに関する派遣計画の作成等により、医療活動の 派遣計画の作成等により、医療活動の総合調整を行うものと

総合調整を行うものとする。 する。

また、県（災害対策本部救援班、健康衛生班）は、災害派 また、県（健康衛生班）は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班による活動と並行し Ｔ）や医療救護班による活動と並行して、また災害派遣医療

て、また災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の活動終了以降、 チーム（ＤＭＡＴ）の活動終了以降、日本医師会災害医療チ

日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独 ーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機

立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機 構、独立行政法人地域医療機能推進機構、日本歯科医師会、

構、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、民間医 日本薬剤師会、日本看護協会、民間医療機関等からの医療チ

療機関等からの医療チーム派遣などの協力を得て、避難所、 ーム派遣などの協力を得て、避難所、救護所も含め、被災地

救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を における医療提供体制の確保・継続を図るものする。この調

図るものする。この調整は災害医療コーディネーターと連携 整は災害医療コーディネーターと連携して実施するものと

して実施するものとし、医療情報が途絶することがないよう、し、医療情報が途絶することがないよう、被災地における診
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被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう努 療情報の引継ぎが適切に実施されるよう努めるものとする。

めるものとする。

(6)県（災害対策本部救援班、生活福祉班）は、災害による (6)県（生活福祉班）は、災害による被災者のストレスケア
被災者のストレスケア等のため、必要に応じて、被災地域外 等のため、必要に応じて、被災地域外の医療機関、厚生労働

の医療機関、厚生労働省及び被災地域外の都道府県に対して、省及び被災地域外の都道府県に対して、災害派遣精神医療チ

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の編成及び協力を求 ーム（ＤＰＡＴ）等の編成及び協力を求めるものとする。

めるものとする。

(7)県（災害対策本部救援班、生活福祉班）は、災害派遣精 (7)県（生活福祉班）は、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ
神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の派遣に係る調整、活動場所の Ｔ）等の派遣に係る調整、活動場所の確保等を図るものとす

確保等を図るものとする。 る。

２ 市町村 ２ 市町村

（略） （略）

(2)市町村は、災害救助法が適用された後に医療（助産）救 (2)市町村は、災害救助法が適用された後に医療（助産）救
護の必要があると認められるとき、又は災害の程度により市 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

町村の能力をもってしては十分でないと認められるときは、 町村の能力をもってしては十分でないと認められるときは、

県（災害対策本部救援班、健康衛生班）に対し協力を要請す 県（健康衛生班）に対し協力を要請する。

る。

３ その他の機関 ３ その他の機関

(1)日本赤十字社福島県支部 (1)日本赤十字社福島県支部
ア 日本赤十字社福島県支部は、県（災害対策本部救援班、 ア 日本赤十字社福島県支部は、県（健康衛生班）の要請に

健康衛生班）の要請に基づき、災害対策本部救援班に職員を 基づき、保健医療福祉調整本部に職員を派遣するとともに、

派遣するとともに、医療救護班を派遣して救護活動を行うも 医療救護班を派遣して救護活動を行うものとする。なお、災

のとする。なお、災害の状況に応じて独自の判断で救護班を 害の状況に応じて独自の判断で救護班を派遣して、被災地の

派遣して、被災地の医療機能が回復、若しくは地方公共団体 医療機能が回復、若しくは地方公共団体等による系統的な救

等による系統的な救助救出活動が開始されるまでの間におい 助救出活動が開始されるまでの間において、日本赤十字社独

て、日本赤十字社独自の活動として、積極的な救護活動を行 自の活動として、積極的な救護活動を行うことができるもの

うことができるものとする。 とする。

（略） （略）

(2)(一社)福島県医師会・(一社)福島県歯科医師会・(公社) (2)(一社)福島県医師会・(公社)福島県歯科医師会・(公社)
福島県看護協会・(一社)福島県助産師会 福島県看護協会・(一社)福島県助産師会

ア (一社)福島県医師会、(公一社)福島県歯科医師会、(公 ア (一社)福島県医師会、(公一社)福島県歯科医師会、(公

社)福島県看護協会及び(一社)福島県助産師会は、県（災害 社)福島県看護協会及び(一社)福島県助産師会は、県（健康

対策本部救援班、健康衛生班）及び市町村から協力要請があ 衛生班）及び市町村から協力要請があり、その必要を認めた
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り、その必要を認めたときは、郡市地区医師会、地域歯科医 ときは、郡市地区医師会、地域歯科医師会及び看護協会支部

師会及び看護協会支部に救護活動を要請する。 に救護活動を要請する。

（略） （略）

(3)(一社)福島県薬剤師会 (3)(一社)福島県薬剤師会
(一社)福島県薬剤師会は、県（災害対策本部救援班、健康衛 (一社)福島県薬剤師会は、県（健康衛生班）、市町村又は医

生班）、市町村又は医師会等から協力要請があった場合には、 師会等から協力要請があった場合には、各支部薬剤師会に要

各支部薬剤師会に要請し、救護活動に必要な医薬品等の確保 請し、救護活動に必要な医薬品等の確保と応援医薬品の荷分

と応援医薬品の荷分け、また、救護所において医薬品の管理 け、また、救護所において医薬品の管理と調剤を行う。

と調剤を行う。

第３ 傷病者等の搬送 第３ 傷病者等の搬送

１ 傷病者搬送の手順 １ 傷病者搬送の手順

（略） （略）

(2)傷病者搬送の要請 (2)傷病者搬送の要請
ア 医療救護班の班長は、県（災害対策本部救援班、健康衛 ア 医療救護班の班長は、県（健康衛生班）、市町村及びそ

生班）、市町村及びその他関係機関に搬送用車両の手配・配 の他関係機関に搬送用車両の手配・配車を要請する。

車を要請する。

（略） （略）

(3)傷病者の後方医療機関への搬送 (3)傷病者の後方医療機関への搬送
重症者等の搬送は、救急医療情報センターの情報等をもと 重症者等の搬送は、救急医療情報センターの情報等をもと

に原則として基幹災害拠点病院や二次保健医療圏単位に設置 に原則として基幹災害拠点病院や二次保健医療圏単位に設置

されている地域災害拠点病院へ行う。 されている地域災害拠点病院へ行う。

ア 重症者等の後方医療機関への搬送は、原則として地元消 ア 重症者等の後方医療機関への搬送は、原則として地元消

防機関で実施する。 防機関で実施する。

ただし、消防機関の救急車両が確保できない場合は、県（災 ただし、消防機関の救急車両が確保できない場合は、県（健

害対策本部救援班、健康衛生班）、市町村及び救護班及び医 康衛生班）、市町村及び救護班及び医療機関等で確保した車

療機関等で確保した車両により搬送する。 両により搬送する。

ウ 傷病者搬送の要請を受けた県（災害対策本部救援班、健 ウ 傷病者搬送の要請を受けた県（健康衛生班）、市町村及

康衛生班）、市町村及びその他関係機関は、医療機関の被災 びその他関係機関は、医療機関の被災情報や搬送経路など様

情報や搬送経路など様々な状況を踏まえ、受入先医療機関を 々な状況を踏まえ、受入先医療機関を確認の上、搬送する。

確認の上、搬送する。

２ 医療スタッフの搬送 ２ 医療スタッフの搬送

県（災害対策本部救援班、健康衛生班）及び市町村は、医 県（健康衛生班）及び市町村は、医療（助産）救護活動が

療（助産）救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班等 円滑に実施できるよう、医療救護班等の搬送に当たっては、
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の搬送に当たっては、搬送手段の優先的な確保など特別な配 搬送手段の優先的な確保など特別な配慮を行う。

慮を行う。

（略） （略）

第７ 広域的救護活動の調整 第７ 広域的救護活動の調整

県（災害対策本部救援班、健康衛生班）は、災害発生時に 県（健康衛生班）は、災害発生時における医療（助産）救

おける医療（助産）救護活動が医師等の不足、医薬品等の不 護活動が医師等の不足、医薬品等の不足により円滑に実施で

足により円滑に実施できない場合には、県内他地域又は県外 きない場合には、県内他地域又は県外からの応援活動を要請

からの応援活動を要請するなど、広域的な調整を図るものと するなど、広域的な調整を図るものとする。

する。

第 12 節 緊急輸送対策 第 12 節 緊急輸送対策

（略） （略）

第２ 緊急輸送路等の確保 第２ 緊急輸送路等の確保

（略） （略）

２ 陸上輸送拠点の確保 ２ 陸上輸送拠点の確保

県（災害対策本部物資班）及び市町村は、県倉庫協会との 県（災害対策本部物資班）は、県有備蓄物資を保管する民 台風 19 号検証事業
災害時応援協定による民間倉庫や、あらかじめ指定した広域 間事業者の倉庫や県倉庫協会との災害時応援協定により、物

陸上輸送拠点及び市町村物資受入れ拠点の管理者の協力を得 資集積、荷さばき、保管のための輸送施設の確保を図るもの

ながら、物資集積、荷さばき、保管のための輸送施設の確保 とする。また、市町村は、指定避難所等への物資配送を円滑

を図るものとする。 に実施するため、地域内輸送拠点を開設し、輸送体制を確保

するものとする。

（略） （略）

５ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 ５ ヘリコプター臨時離着陸場の確保

県（災害対策本部広域応援・避難班）及び市町村は、災害 県（災害対策本部総括班）及び市町村は、災害時の航空輸

時の航空輸送を円滑に行うため、ヘリコプター臨時離着陸場 送を円滑に行うため、ヘリコプター臨時離着陸場を確保する。

を確保する。

第３ 輸送手段の確保 第３ 輸送手段の確保

１ 県の確保体制 １ 県の確保体制

（略） （略）

(1)車両の確保 (1)車両の確保
（略） （略）

イ 外部への協力要請 イ 外部への協力要請

(ｱ)県（災害対策本部物資班、生活環境班）は、あらかじめ (ｱ)県（災害対策本部物資班、生活環境班）は、あらかじめ

締結した「災害時における緊急・救援輸送に関する協定」に 締結した「災害時における緊急・救援輸送に関する協定」に
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基づき、(公社)福島県トラック協会に対して緊急・救援輸送 基づき、(公社)福島県トラック協会に対して緊急・救援輸送

を要請する。 を要請する。

(公社)福島県トラック協会は、「緊急輸送実施要綱」に基づ (公社)福島県トラック協会は、「緊急輸送実施要綱」に基づ

き、緊急輸送対策本部を設置し、トラック協会各支部の協力 き、緊急輸送対策本部を設置し、トラック協会各支部の協力

により災害時の緊急・救援輸送を行う。 により災害時の緊急・救援輸送を行う。

また、県（災害対策本部広域応援・避難支援班、生活環境 また、県（災害対策本部避難支援班、生活環境班）は、予

班）は、予め締結した「災害時等における緊急・救援輸送に め締結した「災害時等における緊急・救援輸送に関する協定」

関する協定」に基づき、（公社）福島県バス協会加盟のバス に基づき、（公社）福島県バス協会加盟のバス事業者に対し

事業者に対して緊急・救援輸送についての協力要請を行う。 て緊急・救援輸送についての協力要請を行う。

（略） （略）

第４ 緊急輸送路の情報の集約と提供 第４ 緊急輸送路の情報の集約と提供

(1)警察本部及び道路管理者は、緊急援助物資等の円滑な輸 (1)警察本部及び道路管理者は、緊急援助物資等の円滑な輸
送のため、通行可能な道路の情報を県（災害対策本部広域応 送のため、通行可能な道路の情報を県（災害対策本部情報班、

援・避難班、道路班）に集約する。集約した情報をもとに、 道路班）に集約する。集約した情報をもとに、県（災害対策

県（災害対策本部広域応援・避難班、道路班）は輸送にあた 本部物資班、道路班）は輸送にあたる運送事業者に交通情報

る運送事業者に交通情報を提供する。運送事業者においても、を提供する。運送事業者においても、実走に基づく通行可能

実走に基づく通行可能な道路の情報を県（災害対策本部物資 な道路の情報を県（災害対策本部物資広域応援・避難班、道

広域応援・避難班、道路班）に情報提供し、情報の共有を行 路班）に情報提供し、情報の共有を行う。

う。 (2)県（災害対策本部総括班、道路班）は、道路管理者であ
(2)県（災害対策本部広域応援・避難班、道路班）は、道路 る市町村に対し、必要に応じて、道路のネットワークを考慮

管理者である市町村に対し、必要に応じて、道路のネットワ した緊急通行車両の通行ルートを確保するために広域的な見

ークを考慮した緊急通行車両の通行ルートを確保するために 地から指示を行うものとする。

広域的な見地から指示を行うものとする。

第 14 節 防疫及び保健衛生 第 14 節 防疫及び保健衛生

（略） （略）

第３ 栄養指導 第３ 栄養指導

１ 栄養指導班の編成及び派遣 １ 栄養指導班の編成及び派遣

県（健康衛生班）・市町村は、災害の状況により栄養指導 県（健康衛生班）・市町村は、災害の状況により栄養指導

班を編成し、被災地に管理栄養士・栄養士を派遣したり、保 班を編成し、被災地に管理栄養士・栄養士を派遣したり、保

健指導班と連携して、避難所、仮設住宅及び被災家庭等を巡 健福祉班と連携して、避難所、仮設住宅及び被災家庭等を巡 文言修正

回したりして、被災者の栄養・食生活支援を行う。 回したりして、被災者の栄養・食生活支援を行う。

（略） （略）

第 15 節 廃棄物処理対策 第 15 節 廃棄物処理対策
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第１ 災害廃棄物処理 第１ 災害廃棄物処理

１ 排出量の推定 １ 排出量の推計 生活環境部意見

災害時には、通常の生活ごみに加え、一時的に大量の粗大 災害時には、通常の生活ごみに加え、一時的に大量の粗大

ごみやがれきが排出されるものと想定される。 ごみやがれきが排出されるものと想定される。

市町村（関係一部事務組合を含む。以下この節において同 市町村（関係一部事務組合を含む。以下この節において同

じ。）においては、ごみの種類別に排出量を推定し、平常時 じ。）においては、発生した災害廃棄物の種類、性状（土砂、 防災基本計画を反映

における処理計画を勘案しつつ、作業計画を策定する。 ヘドロ、汚染物等）等を勘案し、その発生量を推計した上で、 生活環境部意見

平常時に策定している災害廃棄物処理計画に基づき、仮置場

や中間処理施設、最終処分場等を確保し、災害廃棄物処理実

行計画を策定する。

２ 収集体制の確保 ２ 収集体制の確保

市町村は、被災等における生活環境保全・公衆衛生の緊要 市町村は、被災等における生活環境の保全・公衆衛生の確

性を考え、平常体制に臨時雇用等による人員を加えた作業体 保の緊要性を考え、平常体制に臨時雇用等による人員を加え

制を確立する。さらに、必要に応じて、近隣市町村等からの た作業体制を確立する。さらに、必要に応じて、近隣市町村

人員及び器材の応援を求め、場合によっては、近隣市町村の 等からの人員及び器材の応援を求め、場合によっては、近隣

ごみ処理施設等に処理を依頼するなどの方策を講ずるものと 市町村のごみ処理施設等に処理を依頼するなどの方策を講ず

する。 るものとする。

このため、市町村は、あらかじめ民間の廃棄物処理関連業 このため、市町村は、あらかじめ民間の廃棄物処理関連業

界に対し、災害時における人員、資機材等の確保に関し、迅 界に対し、災害時における人員、資機材等の確保に関し、迅

速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整えておくと 速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整えておくと

ともに、近隣市町村間の応援体制を整えておくものとする。 ともに、近隣市町村間の応援体制を整えておくものとする。

加えて、ボランティア・ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物 防 災 基 本 計 画 修 正

等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連 （R2.5）
携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、

効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。

また、県及び市町村は、被災施設等の復旧事業、火山噴出 防災基本計画を反映

物（火山災害の場合に限る。）、災害廃棄物及び堆積土砂の

処理事業に当たり、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画

及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、関係機関

が緊密に連携し、可能な限り迅速かつ円滑に実施するととも

に、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実

施を行うものとする。

３ 処理対策 ３ 処理対策

一般災害対策編

第３章 災害応急対策計画
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 92 -

（略） （略）

(3)がれき等 (3)がれき等
がれきの処理については、原則として市町村またはがれき がれきの処理については、原則として市町村またはがれき

が現にある場所の施設管理者が処理することとなるため、国、が現にある場所の施設管理者が処理することとなるため、国、

県（環境保全班）、関係市町村及び関係者が協力して、がれ 県（環境保全班）、関係市町村及び関係者が協力して、がれ

きの処理状況の把握、搬送ルートや仮置場及び最終処分場の きの処理状況の把握、搬送ルートや仮置場、中間処理施設及 生活環境部意見

確保を図る。 び最終処分場の確保を図る。

建築物等の解体等によるがれきの処理にあたっては、県(環 建築物等の解体等によるがれきの処理にあたっては、県(環

境保全班、建築班及び救援班)及び市町村は、有害物質の漏 境保全班、建築班)及び市町村は、有害物質の漏洩及び石綿

洩及び石綿の飛散を防止するため、必要に応じ、事業者に対 の飛散を防止するため、必要に応じ、事業者に対し、大気汚

し、大気汚染防止法及び「災害時における石綿飛散防止に係 染防止法及び「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマ

る取扱いマニュアル」に基づき適切に解体等を行うよう指導 ニュアル」に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する

・助言するものとする。 ものとする。

また、県及び市町村又は事業者は、有害物質の漏洩及び石 また、県及び市町村又は事業者は、有害物質の漏洩及び石

綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関 綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関

への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。

この際、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理 この際、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理

のため、適切な措置等を講じる。 のため、適切な措置等を講じる。

県及び市町村は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体 県及び市町村は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体

業者、産業廃棄物処理業者、建設業者等と連携した解体体制 業者、廃棄物処理業者、建設業者等と連携した解体体制を整

を整備するとともに、必要に応じて速やかに他都道府県及び 備するとともに、必要に応じて速やかに他都道府県及び市町

市町村への協力要請を行うものとする。 村への協力要請を行うものとする。

（略） （略）

第４ 応援体制の確保 第４ 応援体制の確保

市町村は、被災状況を勘案し、その区域内のごみ処理及び 市町村は、被災状況を勘案し、その区域内のごみ処理及び

し尿処理が不可能と思われる場合には、県（環境保全班）に し尿処理が不可能と思われる場合には、県（環境保全班）に

支援を要請するものとする。県は、市町村からの要請あるい 支援を要請するものとする。県は、市町村からの要請あるい

は客観的な判断のもとに、近隣市町村、民間の廃棄物処理関 は客観的な判断のもとに、近隣市町村、民間の廃棄物処理関

連業者及びし尿処理関連業者からの応援が得られるよう、そ 連業者及びし尿処理関連業者からの応援が得られるよう、そ

の連絡調整及び指導を行う。 の連絡調整及び指導を行う。

また、市町村は、避難所等に設置する仮設トイレの十分な また、市町村は、避難所等に設置する仮設トイレの十分な

調達が不可能と思われる場合には、県（地方本部）に支援を 調達が不可能と思われる場合には、県（地方本部）に支援を

要請するものとする。県（救援班）は、仮設トイレ等を取り 要請するものとする。県（避難支援班）は、仮設トイレ等を
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扱うリース業者及び他都道府県からの応援が得られるよう、 取り扱うリース業者及び他都道府県からの応援が得られるよ

その連絡調整及び指導を行う。 う、その連絡調整及び指導を行う。

第 16 節 救援対策 第 16 節 救援対策

（略） （略）

第３ 生活必需物資等救援対策 第３ 生活必需物資等救援対策

（略） （略）

２ 生活必需物資等の範囲 ２ 生活必需物資等の範囲

生活必需物資等の範囲は、次のとおりとするが、女性や乳 生活必需物資等の範囲は、次のとおりとするが、女性や乳

幼児、高齢者等要配慮者については、紙おむつや生理用品等 幼児、高齢者等要配慮者については、紙おむつや生理用品等

特有のニーズがあることから、それぞれのニーズを踏まえた 特有のニーズがあることから、それぞれのニーズを踏まえた

生活必需物資等の供給を行うものとする。 生活必需物資等の供給を行うものとする。

（略） （略）

(2)日用品 (2)日用品
石けん、歯磨き、ティッシュペーパー、トイレットペーパ 石けん、歯磨き、ティッシュペーパー、トイレットペーパ

ー等 ー、マスク、消毒液等 台風 19 号検証事業
（略） （略）

３ 生活必需物資等の調達及び供給 ３ 生活必需物資等の調達及び供給

(1)県（災害対策本部物資班、産業振興班）の措置 (1)県（災害対策本部物資班、産業振興班）の措置
県（災害対策本部物資班、産業振興班）は、市町村の要請 県（災害対策本部物資班、産業振興班）は、市町村の要請

に基づき、広域の調達力を有する販売業者等から協定等によ に基づき、広域の調達力を有する販売業者等から協定等によ

り生活必需物資等を調達するなどして、市町村への円滑な供 り生活必需物資等を調達するなどして、市町村への円滑な供

給を図る。 給を図る。

この場合において、県（生活環境班）も、福島県生活協同 この場合において、県（生活環境班）も、福島県生活協同

組合連合会との連絡調整を行い、生活必需物資等の供給を実 組合連合会との連絡調整を行い、生活必需物資等の供給を実

施する。 施する。

また、備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足 防 災 基 本 計 画 修 正

し、自ら調達することが困難であるときは、国に対し、又は （R2.5）
非常本部に対し、物資の調達を要請するものとする。

（略） （略）

第４ 燃料等の調達・供給対策 第４ 燃料等の調達・供給対策

１ 調達・供給対策 １ 調達・供給対策

（略） （略）

（新設） (3)県（災害対策本部物資班）は、被災市町村が複数にまた 防 災 基 本 計 画 修 正
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がる場合には、必要に応じ、被災市町村への燃料の優先供給 （R2.5）
に係る調整に努めるものとする。

（略） （略）

第５ 支援物資等の支援体制 第５ 支援物資等の支援体制

県（災害対策本部物資班）及び市町村は、避難所等の設置 県（災害対策本部物資班）及び市町村は、被災者の生活の 防災基本計画を反映

主体が異なる場合であっても、避難所等からの支援物資の要 維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活必需品

請に応じるよう努めるとともに、必要数量や在庫数量等など 等を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行

を情報交換し、提供する物資等の品目や提供量に差が出ない えるよう、関係機関は、その備蓄する物資・資機材の供給や

ように努める。 物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システ

ム等を活用して情報共有を図り、相互に協力するよう努める

ものとする。

また、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資 防災基本計画を反映

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

開設手続き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する。

（略） （略）

第６ 義援物資及び義援金の受入れ 第６ 義援物資及び義援金の受入れ

１ 物資の受入れ １ 物資の受入れ

（略） （略）

(2) 個人等からの義援物資の辞退 (2) 個人等からの義援物資の辞退
県（災害対策本部物資班）は、東日本大震災等の教訓にか 県（災害対策本部物資班）は、東日本大震災等の教訓にか

んがみて、原則として、古着などの個人からの義援物資につ んがみて、原則として、古着などの個人からの義援物資につ

いては、受入れを辞退するものとする。 いては、受入れを辞退するものとする。

さらに、個人以外の支援物資についても、その中身や数量、 さらに、個人以外の支援物資についても、その中身や数量、

規格の統一性がないものについては、物資集約拠点における 規格の統一性がないものについては、物資集約拠点における

混乱をさけるため、個人からの義援物資と同様に辞退するも 混乱をさけるため、個人からの義援物資と同様に辞退するも

のとする。 のとする。

なお、県（災害対策本部広報班、知事公室班）は、上記の なお、県（知事公室班）は、上記の受入を辞退することに

受入を辞退することについては、県のホームページや報道機 ついては、県のホームページや報道機関を通じて、速やかに

関を通じて、速やかに公表するものとする。 公表するものとする。

（略） （略）
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第 17 節 被災地の応急対策 第 17 節 被災地の応急対策

（略） （略）

第２ 障害物の除去 第２ 障害物の除去

１ 住宅関係障害物の除去 １ 住宅関係障害物の除去

（略） （略）

(2)災害救助法を適用した場合の除去 (2)災害救助法を適用した場合の除去
（略） （略）

ア 対象 ア 対象

障害物の除去の対象となるのは、日常生活に欠くことので 障害物の除去の対象となるのは、日常生活に欠くことので

きない場所（居室、台所、便所等）に土砂、立木等の障害物 きない場所（居室、台所、便所等）に土石、竹木等の障害物 文言修正

が運びこまれたもので、しかも自分の資力では障害物の除去 が運びこまれたもので、しかも自分の資力では障害物の除去

ができないものとする。 ができないものとする。

なお、第３章災害応急対策計画第 18 節に規定する「応急 文言追記

仮設住宅の供与」との併給は認められない。

（略） （略）

第 18 節 応急仮設住宅の供与 第 18 節 応急仮設住宅の供与

第１ 応急仮設住宅の建設 第１ 応急仮設住宅の建設

１ 実施機関等 １ 実施機関等

(1)災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、知 (1)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（災害対策本部救援班、建築班）が行うものであるが、戸 事（災害対策本部被災者支援班、建築班）が行うものである

数、場所等の建設に関する計画の立案について、市町村と共 が、戸数、場所等の建設に関する計画の立案について、市町

同して行うものとする。 村と共同して行うものとする。

（略） （略）

(4)県（災害対策本部救援班、建築班）及び市町村は、応急 (4)県（災害対策本部被災者支援班、建築班）及び市町村は、
仮設住宅の建設に当たり、資材の調達及び要員の確保につい 応急仮設住宅の建設に当たり、資材の調達及び要員の確保に

て、(一社)プレハブ建築協会に対し、あらかじめ締結した協 ついて、(一社)プレハブ建築協会に対し、あらかじめ締結し

定に基づき協力を要請するものとする。 た協定に基づき協力を要請するものとする。

（略） （略）

２ 災害救助法による応急仮設住宅の建設 ２ 災害救助法による応急仮設住宅の建設

災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設に関す 災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設に関す

る基本的事項は、次のとおりとする。 る基本的事項は、次のとおりとする。

(1)入居対象者 (1)入居対象者
原則として、災害により被災し、次に掲げるいずれかに該 原則として、災害により被災し、次に掲げるいずれかに該
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当する者とする。 当する者とする。

（略） （略）

ウ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのでき ウ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのでき

ない者であること。 ない者であること。

なお、ウについては、災害の混乱時には十分な審査が困難 なお、ウについては、災害の混乱時には十分な審査が困難

であり、一定額による厳格な所得制限等はなじまないため、 であり、一定額による厳格な所得制限等はなじまないため、

資力要件については制度の趣旨を十分に理解して運用するこ 資力要件については制度の趣旨を十分に理解して運用するこ

と。 と。

また、第３章災害応急対策計画第 17 節に規定する「障害 文言追記

物の除去」や本節に規定する「住宅の応急修理」との併給は

原則認められないが、「住宅の応急修理」をする被災者のう

ち、応急修理の期間が１か月を超えると見込まれる者であっ

て、自宅が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の

被害を受け、他の住まいの確保が困難な者については災害発

生の日から原則６か月に限り、応急修理完了までの間、応急

仮設住宅の使用が認められる。

(2)入居者の選定 (2)入居者の選定
応急仮設住宅の入居者の選定については、県（建築班）が 応急仮設住宅の入居者の選定については、県（建築班）が

当該市町村長の協力を求めて行うものとする。 当該市町村長の協力を求めて行うものとする。

ただし、県は状況に応じて当該市町村長に事務委託するこ ただし、県は状況に応じて当該市町村長に事務委任するこ 文言修正

とができるものとする。 とができるものとする。

（略） （略）

(5)集会所の設置 (5)集会所の設置
仮設住宅における地域コミュニティと住民自治機能の維持 仮設住宅における地域コミュニティと住民自治機能の維持の

のため、同一敷地内又は近接する地域内に１０戸以上の仮設 ため、同一敷地内又は近接する地域内に１０戸以上の仮設住

住宅を設置する場合、集会所や談話室といった施設を設置す 宅を設置する場合、内閣総理大臣と協議の上、集会所や談話 文言追記

ることができる。 室といった施設を設置することができる。

（略） （略）

第２ 借上げ住宅等の提供 第２ 賃貸型応急住宅等の提供 文言修正

１ 借上げ住宅の提供 １ 賃貸型応急住宅の提供

県（災害対策本部救援班、建築班）は、民間賃貸住宅の空 県（災害対策本部被災者支援班、建築班）は、民間賃貸住

き家等が存在する地域における災害や、応急仮設住宅の建設 宅の空き家等が存在する地域における災害や、応急仮設住宅

のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大 の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないよ
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規模災害の発生時には、民間賃貸住宅を借り上げて供与する うな大規模災害の発生時には、民間賃貸住宅を借り上げて供

応急仮設住宅を積極的に活用するものとする。また、応急仮 与する応急仮設住宅を積極的に活用するものとする。また、

設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するものと 応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮する

する。必要な戸数の応急仮設住宅の建設を早急に行うことが ものとする。必要な戸数の応急仮設住宅の建設を早急に行う

困難である場合や、長期間の避難が予想される場合等の事情 ことが困難である場合や、長期間の避難が予想される場合等

がある場合は、民間賃貸住宅の借り上げは、(公社)福島県宅 の事情がある場合は、民間賃貸住宅の借り上げは、(公社)福

地建物取引業協会を通して行うことができる。なお入居対象 島県宅地建物取引業協会を通して行うことができる。なお入

者並びに入居者の選定は、応急仮設住宅の建設に準じるもの 居対象者並びに入居者の選定は、応急仮設住宅の建設に準じ

とするが、入居先の決定に当たっては、行政サービスの提供 るものとするが、入居先の決定に当たっては、行政サービス

やコミュニティの維持のための地域単位での入居などにも配 の提供やコミュニティの維持のための地域単位での入居など

慮する。 にも配慮する。

（略） （略）

第３ 住宅の応急修理 第３ 住宅の応急修理

（略） （略）

２ 実施方法等 ２ 実施方法等

(1)応急修理対象者 (1)応急修理対象者
次の要件をすべて満たす者とする。 ア 次の要件をすべて満たす者とする。

ア 半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと (ｱ)準半壊、半壊又は大規模半壊の被害を受け、そのままで 文言修正

イ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要し は住むことができない状態にあること。

なくなると見込まれること ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に

ウ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用 不可欠な部分に被害があれば、対象として差し支えない。

しないこと また、全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた

エ 当該災害により半壊の住家被害を受けた者（世帯）につ 住家であるので、住宅の応急修理の対象とはならないが、応

いては、前年の世帯収入が次のいずれかに該当していること 急修理を実施することにより居住が可能である場合はこの限

（大規模半壊の住家被害を受けた者（世帯）は除く。） りではない。

(ｱ)（収入額）≦ 500 万円の世帯 (ｲ)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要し

(ｲ)500 万円＜（収入額）≦ 700 万円かつ、世帯主が 45 歳以 なくなると見込まれること。

上又は要援護世帯 (ｳ)応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用

(ｳ)700 万円＜（収入額）≦ 800 万円かつ、世帯主が 60 歳以 しないこと。

上又は要援護世帯 ただし、応急修理の期間が１か月を超えると見込まれる者

であって、自宅が半壊（住宅としての利用ができない場合）

以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者については

災害発生の日から原則６か月に限り、応急修理完了までの間、
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応急仮設住宅の使用が認められる。

イ 準半壊、半壊の被害を受けた者については、自らの資力

では応急修理をすることができない者であること

資力要件については、「資力に関する申出書」を基に、そ

の被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ロー

ン等個別事情を勘案し、判断するなど、制度の趣旨を十分理

解して運用すること

(2)修理の範囲と費用 (2)修理の範囲と費用
ア 応急修理の対象範囲は、以下の４項目のうちから、日常 ア 応急修理の対象範囲は、居室、炊事場及び便所等日常生

生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要 活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものとす

する箇所について実施することとする。 る。

なお、緊急度の優先順は、おおむね次のとおりとする。

(ｱ) 屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理

(ｲ) ドア、窓等の開口部の応急修理

(ｳ) 上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理

(ｴ) 衛生設備の応急修理

（略） （略）

(3)応急修理の期間 (3)応急修理の期間
原則として、災害発生の日から１カ月以内に完了するもの 原則として、災害発生の日から１か月以内に完了するもの

とする。 とする。

ただし、災害の規模や被災地の実態等により、１か月以上

実施に要する場合には、あらかじめ実態等に即した必要な期

間を内閣総理大臣と協議の上、実施期間の延長を行うことが

できる。

第 19 節 死者の捜索、遺体対策等 第 19 節 死者の捜索、遺体対策等

第１ 全般的な事項 第１ 全般的な事項

（略） （略）

２ 県内医師会及び歯科医師会との協力体制の整備 ２ 県医師会及び県歯科医師会との協力体制の整備 文言修正

警察本部は、多数の死者が発生した場合の検視及び身元確 警察本部は、多数の死者が発生した場合の検視及び身元確

認については、あらかじめ県内の医師会及び県内歯科医師会 認については、あらかじめ県医師会及び県歯科医師会等との

等との協力体制の整備を図っておくことが重要である。 協力体制の整備を図っておくことが重要である。

県（災害対策本部救援班、健康衛生班）が派遣した医療救 県（健康衛生班）が派遣した医療救護班においても、検案

護班においても、検案業務を行うことになっている。 業務を行うことになっている。
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３ 広域的な遺体対策体制の整備 ３ 広域的な遺体対策体制の整備

市町村は、死者が多数にのぼる場合、また、火葬場が被災 市町村は、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、民間事 して利用できない場合を想定し、遺体の保存のため、民間事

業者の協力を得て、十分な量のドライアイス、柩、骨壺等の 業者の協力を得て、十分な量のドライアイス、柩、骨壺等の

確保に配慮するとともに、近隣地方公共団体の協力による火 確保に配慮するとともに、近隣地方公共団体の協力による火

葬支援体制の整備に努めることが必要である。 葬支援体制の整備に努めることが必要である。

この場合において、県（災害対策本部救援班、健康衛生班） この場合において、県（健康衛生班）は、民間事業者への

は、民間事業者への協力要請、他都道府県を含む広域的な支 協力要請、他都道府県を含む広域的な支援体制の調整を行い、

援体制の調整を行い、市町村を支援する。 市町村を支援する。

第２ 遺体の捜索 第２ 遺体の捜索

１ 捜索活動 １ 捜索活動

(1)市町村は、県（健康衛生班、災害対策本部広域応援・避 (1)市町村は、県（健康衛生班、災害対策本部総括）、警察
難班）、警察本部、消防機関及び自主防災組織等の協力を得 本部、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、遺体及び

て、遺体及び行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により 行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により死亡している

死亡していると推測される者の捜索を実施する。 と推測される者の捜索を実施する。

この場合において、市町村は、行方不明者の届け出等の受付 この場合において、市町村は、行方不明者の届け出等の受付

窓口を明確にするとともに、この窓口において、安否確認に 窓口を明確にするとともに、この窓口において、安否確認に

ついての情報の一元化に努める。 ついての情報の一元化に努める。

（略） （略）

３ 市町村以外の機関の対応 ３ 市町村以外の機関の対応

県（健康衛生班、災害対策本部広域応援・避難班）及び消 県（健康衛生班、災害対策本部総括班）及び消防機関は、

防機関は、市町村の実施する行方不明者の捜索活動を支援す 市町村の実施する行方不明者の捜索活動を支援する。

る。

（略） （略）

第 20 節 生活関連施設の応急対策 第 20 節 生活関連施設の応急対策

（略） （略）

第３ 電力施設等応急対策 第３ 電力施設等応急対策

（略） （略）

３ 応急復旧用資機材の確保等 ３ 応急復旧用資機材の確保等

(1)調達 (1)調達
対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調 対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調

達を必要とする資材は、次のいずれかの方法により可及的速 達を必要とする資材は、次のいずれかの方法により可及的速

やかに確保するものとする。 やかに確保するものとする。
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ア 現地調達 ア 現地調達

イ 対策組織相互の流用 イ 対策組織相互の流用

ウ 納入メーカーからの購入 ウ 納入メーカーからの購入

エ 他電力会社からの融通 エ 他電力会社からの融通

また、県、電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれが 防 災 基 本 計 画 修 正

ある場合、それぞれが所有する電源車、発電機等の現在時点 （R2.5）
の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとす

る。

（略） （略）

第 21 節 文教対策 第 21 節 文教対策

第１ 児童生徒等保護対策 第１ 児童生徒等保護対策

１ 学校の対応 １ 学校の対応

（略） （略）

(2)児童生徒等については、教職員の指導の下に全員を直ち (2)児童生徒等については、教職員の指導の下に全員を直ち
に帰宅させることを原則とする。 に帰宅させることを原則とし、屋外の移動が危険な場合は学 文言追記

ただし、児童生徒等のうち障がい児については、学校等に 校等が保護する。

おいて保護者等に引き渡す。 ただし、児童生徒等のうち障がい児については、学校等に

また、交通機関の利用者、留守家庭等の児童生徒等のうち おいて保護者等に引き渡す。

帰宅できない者については、状況を判断し学校等が保護する。 また、交通機関の利用者、留守家庭等の児童生徒等のうち

帰宅できない者については、状況を判断し学校等が保護する。

（略） （略）

第 22 節 要配慮者対策 第 22 節 要配慮者対策

第１ 要配慮者に係る対策 第１ 要配慮者に係る対策

１ 非常災害の発生に際しては、平常時より在宅保健福祉サ １ 非常災害の発生に際しては、平常時より在宅保健福祉サ

ービス等の提供を受けている者に加え、災害を契機に新たな ービス等の提供を受けている者に加え、災害を契機に新たな

要配慮者となる者が発生することから、これら要配慮者に対 要配慮者となる者が発生することから、これら要配慮者に対

し、時間の経過に沿って、災害発生後の時間の経過の各段階 し、時間の経過に沿って、災害発生後の時間の経過の各段階

におけるニーズに合わせ、的確なサービスの提供を行ってい におけるニーズに合わせ、的確なサービスの提供を行ってい

く必要がある。 く必要がある。

このため、被災市町村は、防災担当部局と福祉担当部局と このため、被災市町村は、防災担当部局と福祉担当部局と

の連携の下、以下の点に留意し、民生・児童委員の協力を得 の連携の下、以下の点に留意し、民生・児童委員や民間事業 台風 19 号検証事業
ながら、要配慮者対策を実施する。 者等の協力を得ながら、要配慮者対策を実施する。

（略） （略）
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３ 県（災害対策本部救援班、生活福祉班）は、被災市町村 ３ 県（災害対策本部避難支援班、生活福祉班）は、被災市

からの要請があったときや、被害状況等を総合的に勘案し避 町村からの要請があったときや、被害状況等を総合的に勘案

難所等に福祉専門職員の派遣を行う必要があると認めるとき し避難所等に福祉専門職員の派遣を行う必要があると認める

は、あらかじめ締結した「福島県災害派遣福祉チームの派遣 ときは、あらかじめ締結した「福島県災害派遣福祉チームの

に関する協定」に基づき、社会福祉施設等に対して、直接又 派遣に関する協定」に基づき、社会福祉施設等に対して、直

は県と福祉関係団体で構成する福島県広域災害福祉支援ネッ 接又は県と福祉関係団体で構成する福島県広域災害福祉支援

トワーク協議会を通じて、災害派遣福祉チーム員の派遣を要 ネットワーク協議会を通じて、災害派遣福祉チーム員の派遣

請し、避難所等において要配慮者のスクリーニングや福祉ニ を要請し、避難所等において要配慮者のスクリーニングや福

ーズの把握、応急的な介護支援を行う。 祉ニーズの把握、応急的な介護支援を行う。

（略） （略）

第５ 外国人に係る対策 第５ 外国人に係る対策

（略） （略）

３ 情報提供 ３ 情報提供

（略） （略）

(2)テレビ、ラジオ、インターネット通信等による情報の提 (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 供

県（生活環境班）及び市町村は、外国人への的確な情報伝 県（生活環境班）及び市町村は、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、ＳＮＳ等 達のため、テレビ、ラジオ、インターネット通信、ＳＮＳ等 R2 県防災ツイッター
を活用して、外国語による情報提供に努める。 を活用して、外国語や「やさしい日本語」による情報提供に 開設

努める。

（略） （略）

第 23 節 ボランティアとの連携 第 23 節 ボランティアとの連携

１ ボランティアの受入れ １ ボランティアの受入れ

大災害が発生した場合、県（生活福祉班）及び市町村は、 大災害が発生した場合、県（生活福祉班）及び市町村は、

ボランティアを必要とする応急対策の内容及び場所の把握に ボランティアを必要とする応急対策の内容及び場所の把握に

努め、日本赤十字社福島県支部奉仕団、各種ボランティア団 努め、日本赤十字社福島県支部奉仕団、各種ボランティア団

体等からの協力申し入れ等があった場合には、迅速かつ的確 体等からの協力申し入れ等があった場合には、迅速かつ的確

に受入れるものとする。 に受入れるものとする。

また、ボランティアの受入れ、活動調整等について、日本 また、ボランティアの受入れ、活動調整等について、日本

赤十字社福島県支部、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協 赤十字社福島県支部、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協

議会、県内のボランティア団体、中間支援組織（ボランティ 議会、県内のボランティア団体、中間支援組織（ＮＰＯ・ボ 防災基本計画修正（R
ア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調 ランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を 元 .5）
整を行う組織）等へ協力を依頼するとともに、一般ボランテ 行う組織）等へ協力を依頼するとともに、一般ボランティア
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ィアのコーディネートを行うボランティアセンターを、市町 のコーディネートを行うボランティアセンターを、市町村及

村及び県単位に設置し対応に当たるものとする。 び県単位に設置し対応に当たるものとする。

２ 情報提供 ２ 情報提供

県（生活福祉班）及び市町村は、ボランティア団体等を迅 県（生活福祉班）及び市町村は、ボランティア等を迅速か

速かつ的確に受入れるために、災害対策本部の中にボランテ つ的確に受入れるために、災害対策本部の中にボランティア

ィア活動に関する情報提供の窓口を設け、明確にするととも 活動に関する情報提供の窓口を設け、明確にするとともに、

に、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携の取 被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携の取れた

れた支援活動を展開できるよう努めるものとする。 支援活動を展開できるよう努めるとともに、ボランティアの 防災基本計画を反映

特に、発災直後においては、近隣都道府県・市町村や報道 生活環境について配慮するものとする。

機関の協力をえて、最優先に求められるボランティア活動内 特に、発災直後においては、近隣都道府県・市町村や報道

容等についての情報提供を行うものとする。 機関の協力をえて、最優先に求められるボランティア活動内

県災害対策本部における総合的な窓口は生活福祉班が当た 容等についての情報提供を行うものとする。

る。 県災害対策本部における総合的な窓口は生活福祉班が当た

る。

（略） （略）

第 24 節 危険物施設等災害応急対策 第 24 節 危険物施設等災害応急対策

第１ 危険物施設応急対策 第１ 危険物施設応急対策

（略） （略）

５ 県（災害対策本部各班）、市町村その他防災関係機関の ５ 県（災害対策本部各班）、市町村その他防災関係機関の

対応 対応

（略） （略）

(2)社会混乱防止対策 (2)社会混乱防止対策
市町村、県（災害対策本部広報班、知事公室班）、報道機 市町村、県（知事公室班）、報道機関等は、危険物施設の

関等は、危険物施設の被災による不安、混乱を防止するため、被災による不安、混乱を防止するため、相互に協力して、広

相互に協力して、広報車又は各種広報媒体による広報活動を 報車又は各種広報媒体による広報活動を行う。

行う。

(3)消防応急対策 (3)消防応急対策
消防機関は危険物火災の特性に応じた消防活動を迅速に実 消防機関は危険物火災の特性に応じた消防活動を迅速に実

施する。 施する。

県（災害対策本部広域応援・避難班）は、必要に応じて他 県（災害対策本部総括班）は、必要に応じて他の県内各消

の県内各消防本部等への応援の指示及び他県への応援要請 防本部等への応援の指示及び他県への応援要請（緊急消防援

（緊急消防援助隊）について考慮する。 助隊）について考慮する。

（略） （略）
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第 25 節 災害救助法の適用 第 25 節 災害救助法の適用

災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に 災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に

国の責任において行われ、都道府県知事は、法定受託事務と 国の責任において行われ、都道府県知事は、法定受託事務と

してその救助の実施に当たるものである。 してその救助の実施に当たるものである。

災害救助法の適用に当たっては、同法、同法施行令、福島県 災害救助法の適用に当たっては、同法、同法施行令、福島県

災害救助法施行規則等の定めるとろにより、速やかに所定の 災害救助法施行細則等の定めるとろにより、速やかに所定の 文言修正

手続きを行うものとする。 手続きを行うものとする。

なお、都道府県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅 なお、都道府県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅

速に救助業務が遂行できるよう、災害救助法又は災害対策基 速に救助業務が遂行できるよう、災害救助法又は災害対策基

本法に基づき、従事命令、協力命令、保管命令等の権限が与 本法に基づき、従事命令、協力命令、保管命令等の権限が与

えられている。 えられている。

（略） （略）

第１ 災害救助法の適用 第１ 災害救助法の適用

１ 災害救助法の概要 １ 災害救助法の概要

（略） （略）

(5)災害救助の実施機関である都道府県知事（災害対策本部 (5)災害救助の実施機関である都道府県知事（災害対策本部
総括班、広域応援・避難班、避難地域復興班）に対しては、 総括班、避難地域復興班）に対しては、災害で混乱した時期

災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、次 に迅速に救助業務が遂行できるよう、次のような広範囲な権

のような広範囲な権限が与えられている。（法第７条～第 10 限が与えられている。（法第７条～第 10条）
条）

（略） （略）

２ 災害救助法適用における留意点 ２ 災害救助法適用における留意点

(1)災害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等 (1)災害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等
に、知事（災害対策本部総括班）が市町村長の要請に基づき、 に、知事（災害対策本部総括班）が市町村の区域単位で適用 文言削除

市町村の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把 するものであるので、被害状況の把握については、迅速かつ

握については、迅速かつ的確に行わなければならない。 的確に行わなければならない。

（略） （略）

第３ 災害救助法の適用手続き 第３ 災害救助法の適用手続き

（略） （略）

２ 県 ２ 県

（略） （略）

(2)知事（災害対策本部総括班）は、市町村長からの被害情 (2)知事（災害対策本部総括班）は、市町村長からの被害情
報の情報提供に基づき、災害救助法による救助が必要である 報の情報提供に基づき、災害救助法による救助が必要である
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と認めた場合は、速やかに当該市町村長及び県関係部局に同 と認めた場合は、速やかに当該市町村長及び県関係部局に同

法に基づく救助の実施について指示するとともに、災害救助 法に基づく救助の実施について指示するとともに、災害救助

法の指定を完了した後に、被害状況や指定市町村名と適用月 法の適用を決定した後に、被害状況や指定市町村名と適用月 文言修正

日時、すでにとった救助措置及び今後の救助措置見込みにつ 日時、すでにとった救助措置及び今後の救助措置見込みにつ

いて、内閣総理大臣に情報提供するものとする。この場合の いて、内閣総理大臣に情報提供するものとする。この場合の

情報提供は電話、ＦＡＸ又は文書、電子メールにより行うも 情報提供は電話、ＦＡＸ又は文書、電子メールにより行うも

のとする。 のとする。

（略） （略）

第４ 災害救助法による救助の種類等 第４ 災害救助法による救助の種類等

（略） （略）

２ 救助費の繰替支弁 ２ 救助費の繰替支弁

災害救助法第 29 条の規定により、市町村長が救助費用を 災害救助法第 30 条の規定により、市町村長が救助費用を 数値修正

繰替支弁したときの交付金の交付については、「災害救助費 繰替支弁したときの交付金の交付については、「災害救助費

繰替支弁金交付要綱」に基づき行うものとする。 繰替支弁金交付要綱」に基づき行うものとする。

（新設） ３ 迅速な救助の実施

県及び市町村は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施 防災基本計画を反映

体制の構築に向けて、あらかじめ救助に必要な施設、設備、

人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度や救

助実施市制度の積極的な活用により役割分担を明確化するな

ど、調整を行っておくものとする。

（略） （略）

（第４章から移設） 第 26 節 被災者生活再建支援法に基づく支援等

一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を

受けた者に対し「被災者生活再建支援法」（以下「支援法」

という。）に基づき支援金を支給することにより、その生活

の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やか

な復興に資するものとする。

また、各種の支援措置を早期に実施するため、罹災証明書 台風 19 号検証事業
を速やかに交付するものとする。

第１ 支援法の対象となる自然災害

１ 支援法の対象となる自然災害

自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害（法第２条第
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１号）で、次のいずれかに該当するものとされている。

（略）

(2)10 以上の世帯の住宅が全壊した市町村における自然災害 文言削除

（施行令第１条第２号）

（略）

(6)(3)又は(4)に規定する都道府県が２以上ある場合におけ
る市町村（人口 10 万未満のものに限る。）の区域であって、
５（人口５万未満の市町村にあっては、２）以上の世帯の住

宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害（施行 文言追記

令第１条第６号）

（略）

２ 支援法の対象となる世帯

支援法の対象となる世帯は下記のとおり。

（略）

エ 居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であ 文言追記

って構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を

含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが

困難である世帯（以下「大規模半壊世帯」という。）（法第

２条第２号ニ）

３ 支援法の適用手続き

（略）

(2)県の被害状況報告及び公示
知事（災害対策本部被災者支援班）は、市町村長からの報 文言追記

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

該当するものと認めた場合は、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速やかに公示するものと

する。

（略）

５ 支給申請書等の提出

(略)

(2)書類の発行
（略）

一般災害対策編

第３章 災害応急対策計画
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 106 -

②住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたことが確認でき

る罹災証明書（住宅に半壊又は大規模半壊の被害を受け、や 文言追記

むを得ず解体した場合も同様）

（略）

(3)支給申請書等の送付
市町村は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及

び添付書類を確認し、速やかに県（危機管理総室・避難地域 文言追記

復興局）に送付するものとする。また、平時から申請書等の 防災基本計画を反映

確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る

こととする。

県（災害対策本部被災者支援班・危機管理総室・避難地域 文言追記

復興局）は、市町村から送付された申請書類等を確認し、速

やかに被災者生活再建支援法人に送付するものとする。

（略）

（第４章から移設） 第２ 罹災証明書の交付

１ 市町村は、災害が発生した場合において、災害の状況を 台風 19 号検証事業
迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に 防災基本計画を反映

実施するため、遅滞なく住家の被害その他市町村長が定める

種類の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証明す

る書類（罹災証明書）を交付しなければならない。

なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、 防災基本計画修正（R
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 元 .5）
判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するよう

努めるものとする。

２ 市町村は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要

な業務の実施体制の確保を図るため、担当組織を明確にし、

専門的な知識及び経験を有する職員を育成するとともに、他

の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な

措置を講じるものとする。

また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応 防災基本計画を反映

急危険度判定担当部局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
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早期に実施できるよう努めるものとする。

（略）

５ 県（危機管理総室）は、発災後速やかに住家被害の調査 防 災 基 本 計 画 修 正

や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会を実施す （R2.5）
るとともに、その実施に当たっては、ビデオ会議システムを

活用し、各市町村に映像配信を行うなど、より多くの市町村

担当者の参加が可能となるような工夫をするよう努めるもの

とする。

また、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書

の交付について、被害の規模と比較して被災市町村の体制・

資機材のみでは不足すると見込まれる場合には、当該市町村

に対し必要な支援を行うとともに、被害が複数の市町村にわ

たる場合には、調査・判定方法にばらつきが生じることのな

いよう、定期的に、各市町村における課題の共有や対応の検

討、各市町村へのノウハウの提供等を行うこと等により、被

災市町村間の調整を図るものとする。

（第４章から移設） 第３ 被災者台帳の作成 台風 19 号検証事業
市町村長は、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）を作成するよう努めるものとする。 文言修正

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
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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
市町村長は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、

台帳情報を利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は

提供することができる。なおこの場合、被災者に係る個人番

号（マイナンバー）は含まないものとする。

ア 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

イ 市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳

情報を内部で利用するとき。

ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、

台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に

必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

(2)台帳情報の提供に関し必要な事項
台帳情報の提供を受けようとする者（申請者）は、以下の事

項を記載した申請書を台帳情報を保有する市町村長に提出し

なければならない。

ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはそ

の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報

ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲

エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る

者が含まれる場合にはその使用目的

オ 台帳情報の提供に関し市町村長が必要と認める事項

26節 水害・土砂災害応急対策 27節 水害・土砂災害応急対策

（略） （略）
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第２ 土砂災害応急対策 第２ 土砂災害応急対策

（略） （略）

２ 土砂災害・斜面災害応急対策 ２ 土砂災害・斜面災害応急対策

（略） （略）

(3)土砂災害等の調査 (3)土砂災害等の調査
ア 国、県（河川港湾総室）、市町村は、土砂災害等の被災 ア 国、県（河川港湾総室）、市町村は、土砂災害等の被災

状況を把握するため、速やかに被災概要調査を行い、被害拡 状況を把握するため、速やかに被災概要調査を行い、被害拡

大の可能性について確認する。 大の可能性について確認する。

被害拡大の可能性が高い場合は、関係機関等へ連絡すると 被害拡大の可能性が高い場合は、関係機関等へ連絡すると

ともに、巡回パトロールや監視員の配置等により状況の推移 ともに、巡回パトロールや監視員の配置等により状況の推移

を監視し、応急対策の実施を検討する。 を監視し、応急対策の実施を検討する。

被害拡大の可能性が低い場合は、被災詳細調査を行うととも 被害拡大の可能性が低い場合は、被災詳細調査を行うととも

に、応急対策工事の実施を検討する。 に、応急対策工事の実施を検討する。

重大な土砂災害が想定される場合は、土砂災害防止法第 26 重大な土砂災害が想定される場合は、土砂災害防止法第 28 数値の修正
条及び第 27 条に基づく緊急調査を実施する。 条及び第 29 条に基づく緊急調査を実施する。
イ 国、県（河川港湾総室）は、被災概要調査結果及び状況 イ 国、県（河川港湾総室）は、被災概要調査結果及び状況

の推移を当該市町村を含めた関係機関等に連絡する。 の推移を当該市町村を含めた関係機関等に連絡する。

緊急調査を行った場合は、土砂災害防止法第 29 条に基づ 緊急調査を行った場合は、土砂災害防止法第 31 条に基づ 数値の修正

き、結果を土砂災害緊急情報として市町村に通知する。 き、結果を土砂災害緊急情報として市町村に通知する。

（略） （略）

第 27 節 ヘリコプター等による災害応急対応 第 28 節 ヘリコプター等による災害応急対応

第１ 消防防災ヘリコプターの運航方針 第１ 消防防災ヘリコプターの運航方針

県（航空運用調整班）は、「福島県消防防災ヘリコプター 県（災害対策本部総括班）は、「福島県消防防災ヘリコプ

運航管理要綱」に基づき、消防防災ヘリコプターを運航し、 ター運航管理要綱」に基づき、消防防災ヘリコプターを運航

災害応急対応を実施する。 し、災害応急対応を実施する。

（略） （略）

第５ 航空運用調整班による調整 第５ 災害対策本部総括班による調整

福島県内で大規模災害が発生し、災害対策本部を設置する 福島県内で大規模災害が発生し、災害対策本部を設置する

場合において、県（航空運用調整班）は、「福島県ヘリコプ 場合において、県（災害対策本部総括班）は、「福島県ヘリ

ター等災害応急対策活動計画」に基づき、効率的なヘリコプ コプター等災害応急対策活動計画」に基づき、効率的なヘリ

ター及び固定翼機（以下、「ヘリコプター等」という。）の コプター及び固定翼機（以下、「ヘリコプター等」という。）

運用と相互の連携、安全な運航確保のため、各防災関係機関 の運用と相互の連携、安全な運航確保のため、各防災関係機

のヘリコプター等の運用の調整を図るものとする。 関のヘリコプター等の運用の調整を図るものとする。
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この場合、各防災関係機関は、県（航空運用調整班）の調 この場合、各防災関係機関は、県（災害対策本部総括班）

整のもと、広域的かつ機動的な対応を行うため、それぞれが の調整のもと、広域的かつ機動的な対応を行うため、それぞ

保有するヘリコプター等により災害応急対応を行う。 れが保有するヘリコプター等により災害応急対応を行う。

第６ 各防災関係機関ヘリコプター等の活動内容 第６ 各防災関係機関ヘリコプター等の活動内容

(1)ヘリコプター等による活動 (1)ヘリコプター等による活動
県（航空運用調整班）及び各防災関係機関は、ヘリコプタ 県（災害対策本部総括班）及び各防災関係機関は、ヘリコ

ー等による活動が有効と認められる場合において、「福島県 プター等による活動が有効と認められる場合において、「福

ヘリコプター等災害応急対策活動計画」に基づき、災害応急 島県ヘリコプター等災害応急対策活動計画」に基づき、災害

対応を行うものとする。 応急対応を行うものとする。

(2)地上支援活動 (2)地上支援活動
県（航空運用調整班）及び各防災関係機関は、ヘリコプタ 県（総災害対策本部括班）及び各防災関係機関は、ヘリコ

ー等の活動を支援するため、相互に連携して「福島県ヘリコ プター等の活動を支援するため、相互に連携して「福島県ヘ

プター等災害応急対策活動計画」に基づき、地上支援活動を リコプター等災害応急対策活動計画」に基づき、地上支援活

行う。 動を行う。

第７ 広域応援要請 第７ 広域応援要請

県（総括班）は、必要に応じ、「大規模災害時等の北海道 県（災害対策本部総括班）は、必要に応じ、「大規模災害

・東北８道県相互応援に関する協定」、「災害時等における 時等の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」、「災害

福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟県五県相互応援に 時等における福島県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟県五

関する協定」及び「全国都道府県における災害時等の広域応 県相互応援に関する協定」及び「全国都道府県における災害

援に関する協定」等に基づき、他県等からの応援ヘリコプタ 時等の広域応援に関する協定」等に基づき、他県等からの応

ーの派遣を要請できる。 援ヘリコプターの派遣を要請できる。

この場合、県（航空運用調整班）は、他県等からの応援ヘ この場合、県（災害対策本部総括班）は、他県等からの応

リコプターについても、総括班、広域応援避難班及び応援県 援ヘリコプターについても、応援県等と連携のもと、ヘリコ

等と連携のもと、ヘリコプター等の運用の調整を実施するも プター等の運用の調整を実施するものとする。

のとする。
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第１節 施設の復旧対策 第１節 施設の復旧対策

（略） （略）

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成

（略） （略）

２ 激甚災害に係る財政援助措置 ２ 激甚災害に係る財政援助措置

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激 災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激

甚災害」という。）が発生した場合には、県（関係各部局） 甚災害」という。）が発生した場合には、県（関係各部局）

及び市町村は、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、及び市町村は、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、

早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の 早期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の

災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するもの 災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するもの

とする。激甚災害の指定については、第３に示すとおりであ とする。激甚災害の指定については、第３に示すとおりであ

る。 る。

なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助 なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助

措置の対象は、以下のとおりである。 措置の対象は、以下のとおりである。

（略） （略）

(4)その他の財政援助及び助成 (4)その他の財政援助及び助成
（略） （略）

エ 母子及び寡婦福祉資金貸付けの特例 エ 母子、父子及び寡婦福祉資金貸付けの特例 文言追記

（略） （略）

カ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 カ 罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 文言修正

（略） （略）

第３ 被災者生活再建支援法に基づく支援 （第３章へ移設）

（略）

２ 支援法の対象となる自然災害

自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害（法第２条第

１号）で、次のいずれかに該当するものとされている。

（略）

(2) 10 以上の世帯の住宅が全壊した市区町村における自然 文言削除

災害（施行令第１条第２号）

（略）

(6) (3)又は(4)に規定する都道府県が２以上ある場合におけ
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る市町村（人口 10 万未満のものに限る。）の区域であって、
その自然災害により５（人口５万未満の市町村にあっては、 文言修正

２）以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る

当該自然災害（施行令第１条第６号）

（略）

３ 支援法の対象となる世帯

（略）

支援法の対象となる世帯は下記のとおり。

（略）

エ 居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であ

って構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を

含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが

困難である世帯（以下「大規模半壊世帯」という。）（法第

２条第２号ニ）

４ 支援法の適用手続き

（略）

(2)県の被害状況報告及び公示
知事（危機管理総室・避難地域復興局）は、市町村長から

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

害に該当するものと認めた場合は、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速やかに公示する

ものとする。

（略）

６ 支給申請書等の提出

（略）

(2)書類の発行
（略）

②住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたことが確認でき

る罹災証明書（住宅に半壊の被害を受け、やむを得ず解体し

た場合も同様。）

（略）

(3)支給申請書等の送付

一般災害対策編
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市町村は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及

び添付書類を確認し、速やかに県（避難地域復興局）に送付

するものとする。

県（避難地域復興局）は、市町村から送付された申請書類

等を確認し、速やかに被災者生活再建支援法人に送付するも

のとする。

（略）

第４ 災害弔慰金の支給 第３ 災害弔慰金の支給

（略） （略）

第５ 被災者への融資 第４ 被災者への融資

（略） （略）

第６ 罹災証明書の交付 （第３章へ移設） 台風 19 号検証事業
１ 市町村は、災害が発生した場合において、被災者から申

請があったときは、遅滞なく住家の被害その他市町村長が定

める種類の被害の状況を調査し、災害による被害の程度を証

明する書類（罹災証明書）を交付しなければならない。

（略）

第７ 被災者台帳の作成 （第３章へ移設） 台風 19 号検証事業
市町村長は、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）を作成することができる。

一般災害対策編

第４章 災害復旧計画
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第１節 火山災害対策の概要 第１節 火山災害対策の概要

第１ 火山災害対策について 第１ 火山災害対策について

（略） （略）

２ 本県の火山の概況 ２ 本県の火山の概況

本県には、吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ヶ岳、沼沢の 本県には、吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ヶ岳、沼沢の

五活火山があるほか、那須岳にも隣接しており、「火と山と ５活火山があるほか、那須岳にも隣接しており、「火と山と

湖のくに」の名のとおり、その自然環境は県民生活に限りな 湖のくに」の名のとおり、その自然環境は県民生活に限りな

い豊かさと安らぎをもたらしている。 い豊かさと安らぎをもたらしている。

しかし、一方では、吾妻山、安達太良山、磐梯山は、近世 しかし、一方では、吾妻山、安達太良山、磐梯山は、近世

の歴史にみられるように、火山活動によって多くの被害をも の歴史にみられるように、火山活動によって多くの被害をも

たらしているところである。 たらしているところである。

全国には 111 の活火山があり、このうち、今後 100 年程度 全国には 111 の活火山があり、このうち、今後 100 年程度
の中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏まえて「火山 の中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏まえて「火山

防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として 防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として

火山噴火予知連絡会によって 50 火山が選定されている（2014 火山噴火予知連絡会によって 50 火山が選定されている（2014
年 11 月選定）。気象庁は、これらの火山について噴火の前兆 年 11 月選定）。気象庁は、これらの火山について噴火の前兆
を捉えて噴火警報等を的確に発表するために常時観測体制を を捉えて噴火警報等を的確に発表するために常時観測体制を

整備し、火山活動を 24 時間体制で常時観測・監視している。 整備し、火山活動を 24 時間体制で常時観測・監視している。
福島県の火山では、吾妻山、安達太良山、磐梯山、那須岳に 福島県内に影響を及ぼす火山では、吾妻山、安達太良山、磐

ついて、仙台管区気象台地域火山監視・警報センター及び気 梯山、那須岳について、仙台管区気象台地域火山監視・警報

象庁地震火山部火山監視・警報センターで常時観測・監視し センター及び気象庁地震火山部火山監視・警報センターが常

ている。 時観測・監視している。

本県の五活火山、及び隣接する那須岳の特徴は以下のとお 本県の５活火山、及び隣接する那須岳の特徴は以下のとお

り。 り。

(1)吾妻山 (1)吾妻山
玄武岩～安山岩の多数の成層火山からなり、西大巓、西吾 玄武岩～安山岩の多数の成層火山からなり、西大巓、西吾

妻山、中吾妻山、東吾妻山、高山により構成される南列及び 妻山、中吾妻山、東吾妻山、高山により構成される南列及び

藤十郎、東大巓、昭元山、一切経山で構成される北列の２列 藤十郎、東大巓、昭元山、一切経山で構成される北列の２列

に大別される。南列より北列が新しく、それぞれの列では西 に大別される。南列より北列が新しく、それぞれの列では西

より東の方が新しく形成された。北列の多くの火山は山頂火 より東の方が新しく形成された。北列の多くの火山は山頂火

口をもち、 特に東部の一切経山付近には、五色沼・大穴・ 口をもち、 特に東部の一切経山付近には、五色沼・大穴・

桶沼・吾妻小富士など多くの新しい火砕丘・火口がある。有 桶沼・吾妻小富士など多くの新しい火砕丘・火口がある。有

一般災害対策編
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史以降の噴火は北側火口列の一切経山の水蒸気爆発又はマグ 史以降の噴火は北側火口列の一切経山の水蒸気爆発又はマグ

マ噴火で、その南～東斜面には噴気地帯が広く分布している。マ噴火で、その南～東斜面には噴気地帯が広く分布している。

2014（平成 26）年 12 月～ 2016（平成 28）年 10月、2018（平
成 30）年９月～ 2019（平成 31）年４月、2019（令和元）年
５月～ 2019（令和元）年６月の期間で大穴火口周辺におけ
る火山活動が活発化し、噴火警戒レベル２（火口周辺規制）

に引き上げられた。

(2)安達太良山 (2)安達太良山
玄武岩～安山岩の成層火山群で、東西９ｋｍ南北１４ｋｍ 玄武岩～安山岩の成層火山列で、東西９ｋｍ南北１４ｋｍ

にわたり、北から箕輪山、鉄山・安達太良山（本峰）、 和 にわたり、約 55 万年前から活動を開始し、およそ 10 万年ご
尚山の３群に分けられ、主峰の安達太良本峰の山頂部には溶 とに活動期が繰り返されてきた。北の鬼面山、次いで南東の

結火砕岩や沼ノ平火口がある。有史以降の噴火は水蒸気噴火 前ヶ岳基部が、そして約 35 万年前に前ヶ岳主部と、頂部を
であり、明確な記録のある噴火活動は明治以後に限られる。 除く和尚山がそれぞれ形成された。25 万年前頃に大規模な
1900（明治 33）年の水蒸気噴火では、沼ノ平火口にあった 溶岩流が流出し、火山列の基部ができ、12 万年前以降、数
硫黄精錬所が吹き飛ばされ、死者 72 名を出した。噴気地帯 万年かかって火山列中央頂部の鉄山、胎内岩、障子ヶ岩など

や硫気地帯が多く存在する の火砕岩が噴出、堆積した。最新の火山活動は主に沼ノ平火

口付近で発生している。有史以降の噴火は水蒸気噴火であり、

明確な記録のある噴火活動は明治以後に限られる。1900（明
治 33）年の水蒸気噴火では、沼ノ平火口にあった硫黄精錬
所が吹き飛ばされ、死者 80 名以上を出した。噴気地帯や硫
気地帯が多く存在する

（略） （略）

第２ 火山地域市町村 第２ 火山地域市町村

本県においては、表のとおり 17 市町村が活火山に近接し 本県においては、表のとおり 18 市町村が活火山に近接し
ている。これらの市町村にあっては、国、県及び防災関係機 ている。これらの市町村にあっては、国、県及び防災関係機

関と平常時から情報を共有し、連携を取りながら火山防災対 関と平常時から情報を共有し、連携を取りながら火山防災対

策を実施することとする。 策を実施することとする。

一般災害対策編
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吾妻山 福島市、猪苗代町、北塩原村

安達太良山 福島市、郡山市、二本松市、本宮市、大玉

村、猪苗代町

吾妻山 福島市、猪苗代町、北塩原村

安達太良山 福島市、郡山市、二本松市、本宮市、大玉

村、猪苗代町
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第３ 火山災害警戒地域 第３ 火山災害警戒地域

活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」）に基づき、 活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」）に基づき、

内閣総理大臣は火山の爆発による人的災害を防止するために 内閣総理大臣は火山の爆発による人的災害を防止するために

警戒避難体制を特に整備すべき地域として火山災害警戒地域 警戒避難体制を特に整備すべき地域として火山災害警戒地域

（以下「警戒地域」という。）を指定している。 （以下「警戒地域」という。）を指定している。

本県の警戒地域は表のとおりであり、本章における市町村 本県の警戒地域は表のとおりであり、本章における市町村

とは次の 13市町村をいう。 とは次の 14市町村をいう。
福島市、会津若松市、郡山市、喜多方市、二本松市、本宮市、 福島市、会津若松市、郡山市、喜多方市、二本松市、本宮市、

大玉村、下郷町、北塩原村、磐梯町、猪苗代町、湯川村、西 大玉村、下郷町、北塩原村、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、

郷村 湯川村、西郷村

（略） （略）

第４ 過去の火山による被害 第４ 過去の火山による被害

一般災害対策編
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火山名 県 市町村

吾妻山 福島県、

（山形県）

福島市、猪苗代町、(米沢市)

安達太良山 福島県 福島市、郡山市、二本松市、本宮市、

大玉村、猪苗代町

磐梯山 福島県 会津若松市、喜多方市、北塩原村、磐梯町、

猪苗代町、会津坂下町、湯川村

那須岳 福島県、

（栃木県）

下郷町、西郷村、(那須塩原市、那須町)

火山名 県 市町村

吾妻山 福島県、

（山形県）

福島市、猪苗代町、(米沢市)

安達太良山 福島県 福島市、郡山市、二本松市、本宮市、

大玉村、猪苗代町

磐梯山 福島県 会津若松市、喜多方市、北塩原村、磐梯町、

猪苗代町、湯川村

那須岳 福島県、

（栃木県）

下郷町、西郷村、(那須塩原市、那須町)

磐梯山 郡山市、会津若松市、喜多方市、猪苗代町、

磐梯町、北塩原村、会津坂下町、湯川村

那須岳 白河市、西郷村、下郷町

沼沢 三島町、金山町

燧ヶ岳 檜枝岐村

磐梯山 郡山市、会津若松市、喜多方市、猪苗代町、

磐梯町、北塩原村、湯川村

那須岳 白河市、西郷村、下郷町

沼沢 三島町、金山町

燧ヶ岳 檜枝岐村
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本県では、記録に残る以下の火山災害が発生している。な 本県では、記録に残る以下の火山災害が発生している。な

お、沼沢、燧ヶ岳では、記録に残る火山活動はない。 お、沼沢、燧ヶ岳では、記録に残る火山活動はない。

①吾妻山 ①吾妻山

1893 年（明治 26 年）５月 19日、６月４日～８日 1893 年（明治 26 年）６月７日
燕沢で爆発があり、２名が死亡した。 燕沢で爆発があり、２名が死亡した。

②安達太良山 ②安達太良山

1900 年（明治 33 年）７月 17日 1900 年（明治 33 年）７月 17日
噴火により、72 名が死亡、10 名が負傷するとともに、沼ノ 噴火により、80 名以上が死亡、10 名が負傷するとともに、
平内に長径 300 ｍ、短径 150ｍの火口が形成された。 沼ノ平内に長径 300 ｍ、短径 150 ｍの火口が形成された。

1997 年（平成９年）９月 15 日 1997 年（平成９年）９月 15 日
火山性ガス（硫化水素）により、沼ノ平で登山者４名が死 火山ガス（硫化水素）により、沼ノ平で登山者４名が死亡

亡した。 した。

（略） （略）

第２節 火山災害予防対策 第２節 火山災害予防対策

第１ 本県の火山防災協議会 第１ 本県の火山防災協議会

（略） （略）

１ 避難計画等の策定 １ 避難計画等の策定

各火山防災協議会における共同検討などを通じて、市町村 各火山防災協議会は、避難開始時期、避難対象地域、火山

は、福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会が策定 活動が活発化した場合における避難対応、立入規制、情報伝

した噴火シナリオや災害予想区域図等をもとに、防災上必要 達など具体的な防災対応について定める避難計画を策定する

な情報を付加した火山防災マップを作成し、仙台管区気象台 とともに、火山活動状況と具体的な避難行動が結びついた噴

は、具体的な避難行動と結びついた噴火警戒レベル等の運用 火警戒レベルについて設定する。

について設定する。 これらを踏まえながら、市町村は各火山防災協議会が定め

これらを踏まえながら、市町村は各火山防災協議会におけ る避難計画や火山ハザードマップ等をもとに火山防災マップ

る共同検討などを通じて、警戒地域ごとに、次の事項につい を作成し、次の事項について市町村地域防災計画に定めるも

て市町村地域防災計画に定めるとともに、避難開始時期、避 のとする。

難対象地域、指定緊急避難場所等の避難先、避難経路・手段

などを内容とする具体的で実践的な避難計画を策定し、市町

村地域防災計画に位置付けるものとする。

（略） （略）

（第３節より移設） ２ 噴火警戒レベルの運用

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

一般災害対策編
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るべき防災対応」を５段階に区分して発表する指標である。

福島県内及び県に隣接する活火山の噴火警戒レベル運用状況

は下表のとおり。また、噴火警戒レベル運用火山の噴火警戒

レベル表を次ページ以降に示す。

なお、登山者・入山者等への対応については噴火警戒レベ

ル表に示されるとおりであり、県（環境共生総室、道路総室）

及び市町村は噴火警報レベルに応じて立入規制等を行うもの

とする。

福島県内に影響を及ぼす活火山の噴火警戒レベル運用状況

噴火警戒レベルは噴火警報・噴火予報で発表される。また、

気象庁ホームページに現在の噴火警戒レベルが表示されてい

る。

（第３節より移設） 吾妻山の噴火警戒レベル表 ※別紙 14 のとおり修正
（第３節より移設） 安達太良山の噴火警戒レベル表 ※別紙 15 のとおり修正
（第３節より移設） 磐梯山の噴火警戒レベル表 ※別紙 16 のとおり修正
（第３節より移設） 那須岳の噴火警戒レベル表 ※別紙 17 のとおり修正
（第３節より移設） 噴火警戒レベルが運用されていない火山（沼沢、燧ヶ岳）の

場合 ※別紙 18 のとおり修正
２ 住民、登山者、観光客等に対する周知・啓発 ３ 住民、登山者、観光客等に対する周知・啓発

県（危機管理総室）及び市町村は、火山地域の住民、登山 県（危機管理総室）及び市町村は、火山地域の住民、登山

者、観光客等に対し、火山災害の危険性について周知・啓発 者、観光客等に対し、火山災害の危険性や異常現象を発見し

を行う。市町村は作成した火山防災マップ等について住民、 た場合の通報義務について周知・啓発を行う。市町村は作成

登山者、観光客等への情報提供を効果的に行うものとし、当 した火山防災マップ等について住民、登山者、観光客等への

該区域における火山防災マップ及び警戒避難対策等を市町村 情報提供を効果的に行うものとし、当該区域における火山防

地域防災計画に明示し、その内容を当該区域の住民等に周知 災マップ及び警戒避難対策等を市町村地域防災計画に明示
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区分 火山名

噴火警戒レベルが運用さ

れている火山

吾妻山、安達太良山、

磐梯山、那須岳

噴火警戒レベルが運用さ

れていない火山

沼沢、燧ヶ岳
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するものとする。 し、その内容を当該区域の住民等に周知するものとする。

県（観光交流局、道路総室）及び市町村は、登山者及び観 県（環境共生総室、観光交流局、道路総室）及び市町村は、

光客に対し、登山情報及び観光情報において、火山災害の危 登山者及び観光客に対し、登山情報及び観光情報において、

険性のほか、避難に関する情報や山小屋等の位置等について 火山災害の危険性のほか、避難に関する情報や山小屋等の位

周知・啓発を行う。 置等について周知・啓発を行うとともに、火山性ガスの噴出

また、福島県観光物産交流協会、市町村観光協会及びその 地帯などの危険箇所については、立入を規制する立看板等を

他の関係機関は、注意喚起のため標識の掲示、チラシの配付、設置するなど、住民、登山者、観光客等へ周知を図るものと

車内放送等その所掌業務に基づき、周知・啓発を行うほか、 する。

県又は市町村から周知・啓発について応援要請があった場合 福島県観光物産交流協会、市町村観光協会及びその他の関

はこれに協力するものとする。 係機関は、注意喚起のため標識の掲示、チラシの配付等、周

市町村は、異常現象を発見した場合の通報義務について住 知・啓発を行うほか、県又は市町村から周知・啓発について

民、登山者、観光客等に啓発を図るとともに、火山性ガスの 応援要請があった場合はこれに協力するものとする。

噴出地帯などの危険箇所については、立入を規制する立看板

等を設置するなど、住民、登山者、観光客等へ周知を図るも

のとする。

（略） （略）

３ 登山届等の提出の周知・啓発 ４ 登山届等の提出の周知・啓発

県（観光交流局、警察本部）及び市町村は、火山災害発生 県（危機管理総室、警察本部）及び市町村は、火山災害発

時の救助活動を迅速、的確に実施するため、関係機関等と連 生時の救助活動を迅速、的確に実施するため、関係機関等と

携し、火山地域での登山を計画する者に対し、登山届（登山 連携し、火山地域での登山を計画する者に対し、登山届（登

届、登山計画書、登山カード等をいう。以下同じ。）等の積 山届、登山計画書、登山カード等をいう。以下同じ。）等の

極的な提出及び携帯電話による災害情報に関するメール配信 積極的な提出及び携帯電話による災害情報に関するメール配

登録サービスについて周知・啓発を図るものとする。 信登録サービスについて周知・啓発を図るものとする。

登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関 登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関

する情報の収集、関係者との連絡手段の確保、登山届の積極 する情報の収集、関係者との連絡手段の確保、登山届の積極

的な提出等の手段を講じるよう努めるものとする。 的な提出等の手段を講じるよう努めるものとする。

４ 防災訓練等の実施及び避難誘導体制の充実 ５ 防災訓練等の実施及び避難誘導体制の充実

県（危機管理総室）及び市町村は、防災関係機関、避難促 県（危機管理総室）及び市町村は、火山災害による被害の

進施設、住民、登山者、観光客等に参加を求め、火山災害の 軽減を図るため、防災関係機関、避難促進施設、住民、登山

防止又は軽減を図るため、火山防災マップ等を活用するなど、者、観光客等に参加を求め、実践的な防災訓練を実施するも

実践的な防災訓練を実施するものとする。 のとする。

また、市町村及び各火山防災協議会は、防災関係機関等に また、訓練により明らかとなった課題等について、避難計

参加を求め、火山災害の特殊性を考慮した火山防災情報の収 画に反映させる等、訓練を通じて火山防災対策の充実を図る
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集・伝達訓練、通信訓練を実施し、訓練により明らかとなっ ように努めるとともに、避難誘導・支援者などが噴火警報等

た課題等について、避難計画に反映させる等、訓練を通じて を確実に入手するための複数の情報入手手段・装備や、消防

火山防災対策の充実を図るように努めるとともに、避難誘導 団体などの避難支援者へ退避を指示できる通信手段(移動系

・支援者などが噴火警報等を確実に入手するための複数の情 無線等)及び受傷事故を防止するための装備の充実を図るも

報入手手段・装備や、消防団体などの避難支援者へ退避を指 のとする。

示できる通信手段(移動系無線等)及び受傷事故を防止するた

めの装備の充実を図るものとする。

５ 企業防災の促進（避難確保計画の作成等） ６ 企業防災の促進（避難確保計画の作成等）

（略） （略）

６ 情報の共有等 ７ 情報の共有等

（略） （略）

吾妻山情報連絡系統図 吾妻山情報連絡系統図 ※別紙 19のとおり修正
安達太良山情報連絡系統図 安達太良山情報連絡系統図 ※別紙 20 のとおり修正
磐梯山情報連絡系統図 磐梯山情報連絡系統図 ※別紙 21のとおり修正
（略） （略）

第３ 防災対策の推進 第３ 防災対策の推進

(1)福島地方気象台、及び仙台管区気象台地域火山監視・警 (1)福島地方気象台、山形地方気象台（吾妻山のみ）及び仙
報センターは、常時観測火山である吾妻山、安達太良山、磐 台管区気象台地域火山監視・警報センターは、常時観測火山

梯山の監視・観測体制を整備し、２４時間体制で観測・監視 である吾妻山、安達太良山、磐梯山の監視・観測体制を整備

するとともに噴火速報、噴火警報等の情報を発表する。また、し、２４時間体制で観測・監視するとともに噴火警報等の情

吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ケ岳、沼沢について定期的 報を発表する。また、吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ケ岳、

又は必要に応じて、現地で機動観測を実施する。那須岳につ 沼沢について定期的又は必要に応じて、現地で機動観測を実

いては気象庁地震火山部火山監視・警報センターが２４時間 施する。那須岳については気象庁地震火山部火山監視・警報

体制で監視・観測、情報発表等を行う。 センターが２４時間体制で監視・観測、情報発表等を行う。

(2)県（危機管理総室、観光交流局、環境共生総室、農林水 (2)県（危機管理総室、環境共生総室、観光交流局、環境共
産部関係総室、河川港湾総室）、市町村は、火山災害による 生総室、農林水産部関係総室、河川港湾総室）、市町村及び

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 防災関係機関は、火山災害による被害を防止又は軽減するた

を図るものとする。 め、必要に応じ次の事業等の推進を図るものとする。

（略） （略）

第３節 火山災害応急対策 第３節 火山災害応急対策

第１ 活動体制 第１ 活動体制

(1)県災害対策本部の設置 (1)県の活動体制
知事は、火山の噴火等により災害が発生し、又は発生のお 【火山災害対策に係る配備基準】 ※別紙 22 を新設

一般災害対策編
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それがある場合において、災害応急対策を円滑に実施するた

め、次の基準により災害対策基本法第 23 条の規定に基づく
福島県災害対策本部（以下、この節において「本部」という。）

を設置する。

また、知事は、災害発生後における災害応急対策がおおむ

ね完了したとき、又は災害発生の危険がなくなったときは、

本部を解散する。

設置基準

１ 大規模な災害の発生するおそれがあり、その対策を要す

るとき。

２ 災害が発生し、その規模及び範囲からして特に対策を要

するとき。

３ 災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。

(2)県特別警戒本部の設置 （削除）

火山災害応急対策を実施するため、本部の設置に至るまで

の間又は必要と認められたときは、福島県特別警戒本部設置

要綱に基づき福島県特別警戒本部（以下「特別警戒本部」と

いう。）を設置する。

(3)職員の非常配備･参集 （削除）

職員の配備体制及び配備時期、配備要員等は、「第３章第

２節 職員の動員配備」に定めるところによる。

(4)地方本部体制 (2)地方本部体制
（略） （略）

(5)市町村の活動体制 (3)市町村の活動体制
（略） （略）

(6)指定地方行政機関等の活動体制 (4)指定地方行政機関等の活動体制
（略） （略）

第２ 噴火警報等の伝達 第２ 噴火警報等の伝達

１ 噴火警報等の種類 １ 噴火警報等の種類

活火山である吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ヶ岳、沼沢 活火山である吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ヶ岳、沼沢

及び那須岳に係る噴火警報等の種類は、以下のとおりである。及び那須岳について、仙台管区気象台及び気象庁地震火山部

が発表する噴火警報等の主な種類は、以下のとおりである。

(1)噴火警報 (1)噴火警報

一般災害対策編

第５章 火山災害対策
【修正前】 【修正後】 【備考】



- 122 -

噴火警報は、仙台管区気象台及び気象庁地震火山部が、噴 噴火警報は、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山

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、現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、短時間で火

火砕流、融雪型火山泥流等、短時間で火口周辺や居住地域に 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

到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象）の どない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警

発生やその拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」 戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発

（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表するもの。「警 表されるもの。「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる

戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居 場合は「噴火警報（居住地域）」又は「噴火警報」、含まれ

住地域）」又は「噴火警報」、含まれない場合は「噴火警報 ない場合は「噴火警報（火口周辺）」又は「火口周辺警報」

（火口周辺）」又は「火口周辺警報」として発表する。 として発表される。

噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市 噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市

町村に対する火山現象特別警報に位置づけられる。 町村に対する火山現象特別警報に位置付けられる。

(2)噴火予報 (2)噴火予報
噴火予報は、仙台管区気象台及び気象庁地震火山部が、噴 火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状

火警報の解除を行う場合等に発表するもの。 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。

(3)噴火警戒レベル （第２節へ移設）

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じた「警戒が必要

な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災対応」を

５段階に区分して発表する指標である。福島県内及び県に隣

接する活火山の噴火警戒レベル運用状況は下表のとおり。ま

た、噴火警戒レベル運用火山の噴火警戒レベル表を次ページ

以降に示す。

なお、登山者・入山者等への対応については噴火警戒レベ

ル表に示されるとおりであり、市町村は噴火警報レベルに応

じて立入規制等を行うものとする。

福島県及び隣接する活火山の噴火警戒レベル運用状況
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噴火警戒レベルは噴火警報・噴火予報で発表される。また、

気象庁ホームページに現在の噴火警戒レベルが表示されてい

る。

吾妻山の噴火警戒レベル表 （第２節へ移設）

安達太良山の噴火警戒レベル表 （第２節へ移設）

磐梯山の噴火警戒レベル表 （第２節へ移設）

那須岳の噴火警戒レベル表 （第２節へ移設）

（新設） (3)噴火速報
噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住

民に、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る

行動を取ってもらうために発表。

噴火速報は以下のような場合に発表する。

・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山において、噴火警戒

レベルの引き上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模

の噴火が発生した場合（※）

・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やかに

伝える必要があると判断した場合。

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。

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

する。

（新設） (4)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）」を発表する。

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
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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」を適時発表する。

(4)降灰予想 (5)降灰予報
次の３種類の降灰予報を気象庁地震火山部が発表する。 ・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活に影響を

ア 降灰予報（定時） 及ぼす降灰が予想される場合に、定期的（３時間ごと）に発

・噴火警報発表中の火山で、人々の生活に影響を及ぼす降灰 表。

のおそれがある火山に対して発表する。

・噴火の発生に関わらず、火山の活動状況に応じて一定規模

の噴火を仮定して定期的に発表する。

（略）

イ 降灰予報（速報）

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測報」を受け

て発表する。

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、「やや多量」以上

の降灰が予測された場合に発表する。

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、予測された降灰が

「少量」のみであっても必要に応じて発表する。

・事前計算された降灰予報結果から適切なものを抽出するこ

とで、噴火後速やかに（5 ～ 10 分程度で）発表する。
・噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量分布や小さ

な噴石の落下範囲を提供する。

ウ 降灰予報（詳細）

・噴火の観測情報（噴火時刻、噴煙高など）を用いて、より

精度の高い降灰予測計算を行って発表する。

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、「やや多量」以上

の降灰が予測された場合に発表する。

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、予測された降灰が

「少量」のみであっても必要に応じて発表する。

・降灰予測計算結果に基づき、噴火後 20 ～ 30 分程度で発表
する。

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降

灰量分布や、降灰開始時刻を提供する。
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（略）

(5)火山ガス予報 (6)火山ガス予報
火山ガス予報は、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地 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

域を対象に気象庁地震火山部及び仙台管区気象台が発表す 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

る。 表。

注）該当する火山は、現在はなし。

発表基準：居住地域に長期間影響するような多量の火山ガス

の放出がある場合

発表時期：原則として定時

(6)その他の情報等 (7)その他の情報等
噴火警報・予報及び降灰予報以外に、火山活動の状況等を ア 火山活動解説資料

知らせるための情報として、気象庁地震火山部及び仙台管区 写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警戒・注

気象台は、次の情報等を発表する。 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

ア 火山の状況に関する解説情報 表。

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項を取り イ 月間火山概況

まとめたもので、定期的または必要に応じて臨時に発表する。 前月１ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめ、

臨時に発表する際は、火山活動のリスクの高まりが伝わるよ 毎月上旬に発表。

う、臨時の発表であることを明示し、発表する。 ウ 噴火に関する火山観測報

イ 噴火速報 噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時

噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺の住 刻・噴煙高度・噴煙の流れる方向・噴火に伴って観測された

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 火山現象等）を噴火後直ちにお知らせするために発表。

行動をとってもらうために、火山活動を２４時間体制で観測

・監視している火山を対象に発表する。

なお、以下のような場合には発表しない。

・普段から噴火している火山において、普段と同じ規模の噴

火が発生した場合。

・噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認で

きない場合。

ウ 火山活動解説資料

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細に

取りまとめたもので、毎月又は必要に応じて臨時に発表する。

エ 月間火山概況

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめた
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もので、原則毎月上旬に発表する。

オ 噴火に関する火山観測報

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、

発生時刻や噴煙の高さ等の情報を発表する。

２ 伝達気象官署 ２ 伝達気象官署

気象庁地震火山部及び仙台管区気象台は、噴火警報等を発 気象庁地震火山部及び仙台管区気象台は、噴火警報等を発

表し、福島地方気象台を通じて伝達される。噴火警報等は、 表し、福島地方気象台を通じて伝達される。

吾妻山、安達太良山、磐梯山、燧ヶ岳及び沼沢については仙

台管区気象台が、また、那須岳については状況により気象庁

地震火山部と仙台管区気象台が発表し、福島地方気象台を通

じて伝達される。

３ 伝達系統 ３ 伝達系統

噴火警報等は、次の関係機関に伝達し、系統図に従い周知 噴火警報等は、次の関係機関に伝達し、系統図に従い周知

を図るものとする。 を図るものとする。

特に、噴火警報（居住地域）は、火山現象による災害から、

人の生命及び身体を保護するために通報されるものであって

特に緊急を要するものであるから、伝達については迅速かつ

的確に取扱うものとする。

噴火警報等の伝達機関 噴火警報等の伝達機関 ※別紙 23のとおり修正
噴火警報等伝達系統図 噴火警報等伝達系統図 ※別紙 24のとおり修正
(1)県の措置 (1)県の措置
県（危機管理総室）は、噴火警報、噴火速報、臨時に発表 県（危機管理総室）は、噴火警報、噴火速報、火山の状況

する火山の状況に関する解説情報(以下、「臨時の解説情報」 に関する解説情報（臨時）を受理したときは、関係市町村及

という。)を受理したときは、関係市町村及びその他の防災 びその他の防災関係機関に対して伝達するとともに、予想さ

関係機関に対して伝達するとともに、予想される災害に対処 れる災害に対処するため必要に応じ関係機関に応援の要請等

するため必要に応じ関係機関に応援の要請等を行うものとす を行うものとする。

る。中でも、噴火警報（居住地域）は特に緊急を要するもの また、噴火警報の内容に応じ、各火山防災協議会で策定し

であり、市町村長その他防災関係機関等に対して迅速かつ的 た避難計画で定める地点において、道路及び登山道の規制を

確に通報するものとする。 行う。

また、噴火警報の内容等によって規制される範囲へ至る道

路および登山道等に対しては、噴火警報の内容等に応じて規

制される範囲より手前の場所において進入禁止等の制限の措

置をとるものとする。
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(2)市町村の措置 (2)市町村の措置
市町村は、県（危機管理総室）から噴火警報、噴火速報、 市町村は、県（危機管理総室）から噴火警報、噴火速報、

臨時の開設情報を受理したときは、市町村地域防災計画など 火山の状況に関する解説情報（臨時）を受理したときは、市

の定めるところにより防災関係機関及び住民、登山者、観光 町村地域防災計画などの定めるところにより防災関係機関及

客等に対して伝達するとともに、噴火警報の内容等に応じた び住民、登山者、観光客等に対して防災行政無線及び広報車

立入規制など火山災害防止対策上必要な措置を講ずるものと などを活用して、伝達するとともに、噴火警報の内容等に応

する。 じた登山道の立入規制など火山災害防止対策上必要な措置を

特に、特別警報［特別警報に位置づけられる噴火警報(居 講ずるものとする。

住地域)］について通知を受けたとき又は自ら知ったときは、

直ちに防災行政無線及び広報車などにより住民等へ周知す

る。 (3)警察本部の措置
(3)警察本部の措置 警察本部は、噴火警報、噴火速報、火山の状況に関する解

警察本部は、噴火警報、噴火速報、臨時の開設情報を受理 説情報（臨時）を受理したときは、関係警察署に通知すると

したときは、関係警察署に通知するとともに、情報の収集そ ともに、情報の収集その他必要な措置を講ずるものとする。

の他必要な措置を講ずるものとする。 (4)報道機関の措置
(4)報道機関の措置 報道機関は、噴火警報、噴火速報、火山の状況に関する解

報道機関は、噴火警報、噴火速報、臨時の開設情報を受理 説情報（臨時）を受理したときは、テレビ、ラジオ、新聞等

したときは、テレビ、ラジオ、新聞等により一般住民等に対 により一般住民等に対して当該情報の周知に努めるものとす

して当該情報の周知に努めるものとする。 る。

(5)その他の防災関係機関の措置 (5)その他の防災関係機関の措置
その他の防災関係機関は、噴火警報、噴火速報、臨時の開 その他の防災関係機関は、噴火警報、噴火速報、火山の状

設情報を受理したときは、他の関係機関と連絡を密にしなが 況に関する解説情報（臨時）を受理したときは、他の関係機

ら防災体制の整備を図り、必要な措置を講ずるものとする。 関と連絡を密にしながら防災体制の整備を図り、必要な措置

第３ 災害情報の収集及び伝達 を講ずるものとする。

１ 通信手段の確保 第３ 災害情報の収集及び伝達

火山災害に関する情報は応急対策を実施する上で不可欠な １ 通信手段の確保

ものであるが、現場は地域的に山岳地が多くなることが予想 県（危機管理総室）、市町村、消防機関その他の防災関係

されるため、有線による情報の収集及び伝達は極めて困難に 機関は、山小屋、観光施設等に設置された衛星携帯電話など

なるものと思われる。したがって、県（危機管理総室）、市 の山岳地でも情報伝達可能な通信手段を確保し、情報の収集

町村、消防機関その他の防災関係機関は、山小屋、観光施設 及び伝達に努めるものとする。

等に設置された衛星携帯電話などを運用し、情報の収集及び

伝達に努めるものとする。

（略） （略）
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(2)市町村は、火山の現象や噴火警戒レベルにより、火山地 (2)県（危機管理総室）及び市町村は、火山の現象や避難に
域において登山者及び観光客等の生命及び身体を保護するた 関する情報について緊急速報メールなど多様な手段により登

め必要と認めるときは、火山の現象や噴火警戒レベル等の情 山客、観光客及び観光施設等へ伝達するものとする。

報を、緊急速報メールなど多様な手段により登山客、観光客

及び観光施設等へ情報を伝達するものとする。

第４ 避難対策 第４ 避難対策

１ 避難の勧告等 １ 避難の指示等

（新設） (1)火口周辺規制
県（危機管理総室）及び市町村は、噴火警戒レベル２に相

当する噴火警報（火口周辺）が発表され火口周辺に影響を及

ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される場合におい

て、各火山防災協議会の構成機関及び関係機関と連携し、観

光客、登山者等に対し規制範囲外へ避難誘導するものとする。

（新設） (2)入山規制
県（危機管理総室）及び市町村は、噴火警戒レベル３に相

当する噴火警報（火口周辺）が発表され居住地域の近くまで

影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される場

合において、各火山防災協議会の構成機関及び関係機関と連

携し、観光客、登山者等に対し規制範囲外へ避難誘導するも

のとする。

(1)避難準備 (3)避難準備・高齢者等避難開始
市町村長は、噴火警戒レベル３に相当する噴火警報（火口 市町村は、噴火警戒レベル４に相当する噴火警報（居住地

周辺）が発表され、居住地域の近くまで災害を発生させる現 域）が発表され、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生

象が及ぶと認めるときは、必要に応じて居住地域の高齢者、 すると予想される場合において、居住地域の高齢者、障がい

障がい者等の要配慮者に対して避難の準備を呼びかけるもの 者等の要配慮者に対しては避難を、居住地域の住民に対して

とする。また、噴火警戒レベル４に相当する噴火警報（居住 は避難の準備を呼びかけるものとする。

地域）が発表され、居住地域において災害が発生するおそれ

があると認めるときは、警戒が必要な居住地域の住民に対し

て避難の準備を呼びかけるものとする。

(2)避難勧告、指示 (4)避難勧告、指示
市町村長は、噴火警戒レベル２またはレベル３に相当する 市町村長は、噴火警戒レベル５に相当する噴火警報（居住

噴火警報（火口周辺）が発表され、火口周辺または居住地域 地域）が発表され、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発

の近くまで災害を発生させる現象が及ぶと認めるときは、事 生、あるいは切迫している状態にあるときは、居住地域の住
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前に警戒範囲内の登山者及び観光客に対して避難を勧告、又 民に対して、避難を勧告又は指示するものとする。

は指示し、避難者を誘導するものとする。 なお、避難を勧告、又は指示するときは、避難先、避難場

噴火警戒レベル４に相当する噴火警報（居住地域）が発表 所を明示するものとし、市町村地域防災計画に定める避難勧

され、災害が発生するおそれがあると認めるときは、警戒が 告等の伝達体制により住民等に伝達するものとする。

必要な居住地域の高齢者、障がい者等の要配慮者に対して避

難を勧告、又は指示し、避難者を誘導するものとする。

また、火山現象により、住民等の生命及び身体の保護が緊

急を要すると認められるとき、又は噴火警戒レベル５に相当

する噴火警報（居住地域）を受けたときは、緊急である旨を

付して避難を勧告又は指示するものとする。

これらの勧告、指示、誘導においては、高齢者、障がい者

等の要配慮者に対しては十分配慮するものとする。

なお、避難を勧告、又は指示するときは、避難先、避難場

所を明示するものとし、市町村地域防災計画に定める避難勧

告等の伝達体制により住民等に伝達するものとする。（本事

項は、以下(3)の伝達についても準用するものとする。）
(3)二次避難等 （削除）

市町村長は、緊急避難の後危険性が一時的に消滅したと認

めるときで、さらに遠方に避難する必要があると認められる

ときは、緊急避難者に対して最終的に安全な場所への避難を

勧告又は指示し、避難者を誘導又は搬送するものとする。高

齢者、障がい者等の要配慮者に十分配慮するものとする。

この場合、市町村長は、県（危機管理総室）、福島地方気象

台、警察本部その他の関係機関と十分協議するものとする。

（新設） (5)緊急退避
県（危機管理総室）及び市町村は突発的な噴火が発生した

場合において、火口周辺の観光客、登山者等に対し、至急、

近くの建物や岩陰など安全な場所に避難して身を守るよう呼

びかけるものとする。また、居住地域への火山現象の到達が

早く、指定避難所等への避難が間に合わない住民等に対して

は、近くの頑丈な建物や高台などへ緊急退避を呼びかけるも

のとする。

各火山防災協議会の構成機関は、市町村が実施する住民等
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の避難誘導や輸送手段の確保等について支援する。

２ 避難誘導 ２ 立入規制

市町村長は、火山噴火等により住民、登山者、観光客等の 県（環境共生総室、道路総室）及び市町村は噴火警報等の

生命、身体等に危険がある場合には、平常時からの各火山防 内容に応じ、各火山防災協議会で策定した避難計画に基づき、

災協議会における検討結果などに基づき、仙台管区気象台又 道路及び登山道の規制を行う。

は気象庁地震火山部が発表する噴火警報等に対応して、入山

規制、避難勧告・指示、警戒区域の設定等を行うとともに適

切な避難誘導を実施する等、迅速かつ円滑な警戒避難対策を

とるものとする。

なお、避難時の周囲の状況などにより、屋内にとどまって

いたほうが安全な場合等やむを得ないときは、「屋内安全確

保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。

また、必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定避難所を開

設し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。

３ 広域的な避難対策 ３ 広域的な避難対策

避難に関し、市町村の区域を超えた広域的な見地から行う 市町村は、火山現象の影響により、同市町村内で安全な地

調整については、「第３章第９節 避難」及び「第３章第 10 域における避難所等の確保や避難者の収容が困難と判断した
節 避難所の設置・運営」によるものとする。 場合、他市町村への広域避難の実施に向けて、避難先となる

市町村と連絡をとり、避難者の受入れを要請するとともに、

避難者の受入体制について協議する。

また、広域避難の実施を決定した場合は、すでに開設・運

営されている避難所等や避難対象地域にいる住民等に対し

て、避難先となる市町村への広域避難について周知し、避難

誘導の対応にあたる。

なお、避難先として想定される市町村と平時から協議を行

い、火山災害が発生した場合における広域避難の具体的な実

施体制について、予め整理しておくよう努めるものとする。

県は市町村による広域避難に係る調整について、「第３章

第９節 避難」及び「第３章第 10 節 避難所の設置・運営」

により支援する。
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第２節 雪害予防対策 第２節 雪害予防対策

（略） （略）

第２ 生活基盤の耐雪化 第２ 生活基盤の耐雪化

（略） （略）

２ ライフライン施設の雪害対策 ２ ライフライン施設の雪害対策

(1)電力施設 (1)電力施設
（略） （略）

（新設） ウ 倒木対策

県、電気事業者は、倒木等により電力供給網に支障が生じ 防 災 基 本 計 画 修 正

ることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等に （R2.5）
よる予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の

連携の拡大に努めるものとする。なお、事前伐採等の実施に

当たっては、市町村との協力に努めるものとする。

(2)通信施設 (2)通信施設
（略） （略）

（新設） エ 倒木対策

県、電気通信事業者は、倒木等により通信網に支障が生じ

ることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採等に

よる予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた、相互の

連携の拡大に努めるものとする。なお、事前伐採等の実施に

当たっては、市町村との協力に努めるものとする。

（略）

第３節 雪害応急対策 第３節 雪害応急対策

（略） （略）

第２ 応急活動体制の整備 第２ 応急活動体制の整備

（略） （略）

２ 非常配備の基準について ２ 非常配備の基準について

（略） （略）

（気象台アメダス観測点） （気象台アメダス観測点）

＜最深積雪平均値（cm）＞ ＜最深積雪平年値（cm）＞ 福島地方気象台意見

檜枝岐 203 406 南会津郡檜枝岐村下ノ原 桧枝岐 － 南会津郡檜枝岐村上河原
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