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第１章 基本的事項 

第１節 計画の目的及び方針・位置づけ 

第１ 計画の目的 

福島第一原子力発電所が立地する大熊町は、東日本大震災で全町避難を余儀なくされ、平成

30年現在、居住制限が解除されていない。しかし、平成26年に大川原地区39ｈａが東日本大震

災復興特別区域法に基づく復興拠点に位置づけられ、廃炉関連企業の事務所や東京電力の社員

寮が立地したほか、平成28年８月からは、この大川原地区と避難指示解除準備区域の中屋敷地

区で特例宿泊が開始されている。平成30年４月24日からは、長期間の宿泊が可能な準備宿泊も

開始された。 

また、平成29年11月には、町域の約１割にあたる約860ｈａが改定・福島復興再生特別措置法

に基づく特定復興再生拠点区域に認定され、平成32年（2020年）３月のＪＲ常磐線大野駅の供

用再開、平成34年（2022年）春頃の居住制限解除を目指し、除染やインフラ整備が進められる。 

平成31年３月には大熊町役場本庁舎も大川原地区に新築し、職員の過半が本庁舎で業務にあ

たる予定であり、平成31年度以降、町民の帰町も進むと想定される。 

すでに、毎日5,000人程度の人が広域から通勤し、福島第一原子力発電所の廃炉作業や放射性

廃棄物中間貯蔵施設整備業務などで大熊町地内で活動している実態もある。 

大熊町地域防災計画（以下「町防災計画」という。）は、こうした状況を受け、東日本大震災

をはじめとする過去の災害の経験を教訓としながら、大熊町における総合的な防災対策を定め、

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。 

第２ 計画の位置づけ 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、大熊町防災会

議が作成する「町防災計画」として定めたものであり、国の防災基本計画、防災業務計画及び

福島県地域防災計画（以下「県防災計画」という。）と連携した町の地域に関する計画である。 

 

町、県、国における防災会議と防災計画の位置づけ 

国             福島県            大熊町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（指定行政機関） 

防災業務計画 

中央防災会議 福島県防災会議 大熊町防災会議 

防災基本計画 
福島県地域防災計画 大熊町地域防災計画 
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第３ 計画の構成 

「町防災計画」は、次の各編で構成する。 

 

編 内      容 

総 則 
計画全般にわたる理念・基本方針を示すとともに、災害種別ごとに示され

る事項を共通事項として整理したものである。 

一般災害対策編 
町防災計画の基本となる編として位置づけ、風水害等の対策における、災

害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画について定める。 

震災対策編 一般災害対策編を基本としつつ、特に震災対策について定める。 

事故対策編 
一般災害対策編を基本としつつ、特に航空災害、海上災害、道路災害、危

険物等災害、林野火災の対策について定める。 

原子力災害対策編 一般災害対策編を基本としつつ、特に原子力災害対策について定める。 

資 料 編 各編に関連する各種資料を掲載する。 

第４ 計画の推進及び修正 

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

アル等を作成し、その具体的推進に努める。 

また、災害対策基本法第42条の規定に基づき、随時検討を加え、必要があると認めるときは

これを修正する。 

第５ 計画の周知徹底 

防災関係機関は、平素から訓練、研究その他の方法により、この計画の習熟及び周知徹底を

図る。 

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。 

２ 防災広報の徹底 

防災関係機関は、地域住民の防災意識高揚のため、各種の広報媒体を利用するなど、あらゆ

る機会を捉え、広報の徹底を図る。 
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第２節 災害対策の基本理念、基本方針及び活動目標 

第１ 災害対策の基本理念 

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

の計画も基本理念に基づき策定する。 

１ 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生

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

ること。 

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

ともに、これと併せて、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織（住民の隣保協

同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。）その他の地域における多様な主体が

自発的に行う防災活動を促進すること。 

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

過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。 

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

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

より、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。 

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

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

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

図ること。 

第２ 基本方針 

この計画は、防災に関し、国、地方公共団体その他の公共機関等を通じて、必要な体制を確

立し、実施責任を明確にするとともに、災害予防、災害応急対策、災害復旧及びその他必要な

災害対策の基本を定めることにより、総合的、計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを

目的としており、計画の樹立及びその推進に当たっては、以下の事項を基本とする。 

１ 安心して帰町・復興するための地域防災力の再生 

福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示が解除されることにより、長期避難を余儀なくさ

れてきた住民が一人でも多く帰町を果たすことが期待されている。 

また、町内では、福島第一原子力発電所の廃炉作業や、放射能汚染廃棄物中間貯蔵施設の建

設作業などで、多くの作業員が勤務している。福島復興給食センター株式会社、国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構大熊分析・研究センターなど、震災前にはなかった新たな事業所

も誕生している。 

こうした住民、町内勤務者等が本町に安心して居住・勤務等を行うためには、大規模災害に

対する備えが不可欠である。 
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このため、町による災害対策本部組織を中心に、住民、町内勤務者、事業所、国・県・広域

行政組織など関係機関、その他関係団体等が密に連携しながら、震災前に町内で形成されてい

た地域防災力を再生・再構築していく。 

２ 福島第一原子力発電所事故の教訓を反映した原子力防災対策の推進 

福島第一原子力発電所事故では、発電所の電源喪失という想定外の事態が生じ、事故の対応

や住民の避難などの対策に当たる「オフサイトセンター」も、停電や事故後の放射線量の上昇

などにより機能せず、原子力防災対策に大きな教訓を遺した。 

本町は、双葉町とともに、福島第一原子力発電所が所在する町であり、福島第二原子力発電

所も至近にある。さらには、東海第二原子力発電所、女川原子力発電所など、影響を受けうる

原子力施設は複数ある。 

国では、福島第一原子力発電所事故を受けて、防災基本計画や原子力災害対策指針を改定し

て、原子力防災対策を強化しており、本町においても、これらを基本に、原子力災害に備えて

いく。 

３ 災害に強い防災コミュニティづくり 

本町では、東日本大震災以前は、行政区単位に組織された消防団が広域消防とともに、日常

から住民と親密な関係を築き、警察など関係機関と連携しながら、火災、救急などの業務を通

じて、住民の生命・身体・財産を守ってきた。 

震災後の全町避難により、住民は全国に長期避難となり、避難先で新たな人間関係やコミュ

ニティが形成されてはいるが、大熊町を単位とする一部の住民活動は受け継がれている。また、

坂下ダム施設管理事務所では、役場や町の公共的団体のＯＢが、町内の防犯・清掃活動や一時

帰宅者への支援などの現地連絡事務を続けてきた。 

避難指示解除による帰町後の町の復興に向け、既存の消防団をはじめとする住民活動を再

生・再構築するとともに、震災後に築かれた新たな住民活動を町土を舞台に一層活性化し、住

民と行政が協働で、災害に強い防災コミュニティづくりを進める。 

第３ 発災直前及び発災後の活動目標 

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

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

に防止するための活動等災害発生直前の活動が重要となる。 

また、震災を含め被害の様相は、発災直後からの時間の経過とともに刻々と変化する。その

ため、優先すべき災害対策活動の目標も段階的に変化する。防災関係機関等の様々な防災主体

が、相互に連携しながらスムーズな災害対策活動を実施するためには、各主体に共通の活動目

標が基本として存在していることが重要である。 

このため、発災直前及び発災後の基本的な事項について活動目標を整理する。 

なお、活動区分ごとの活動目標については、基本的な事項についてまとめたものであること

から、実際の運用に当たっては、災害の態様、状況に応じた配慮が必要となることに留意する。 
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一般災害時における発災直前及び発災後の活動目標 

活動区分 活動目標 

直前対応 

■災害直前活動 

・気象情報、警報等の収集・伝達 

・適切な避難誘導の実施、避難所の開設と運営 

・水防活動やダム、せき、水門等の適切な操作等の災害未然防止活動の実施 

緊急対応 

■初動体制の確立 

・対策活動要員の確保（非常参集） 

・対策活動空間と資機材の確保 

・被災情報の収集・解析・対応 

■生命・安全の確保 

・初期消火、救助・救出、応急医療活動の展開 

・迅速な避難誘導の実施、避難所の開設と運営 

・広域的な応援活動の要請、広域的な協力による救助・救急活動等の遂行 

・給食、給水の実施 

・道路啓開、治安維持に関する対策 

・災害の拡大防止及び二次災害の防止関連対策 

応急対応 

■被災者の生活の安定 

・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スの提供 

・通勤・通学手段、就業・就学環境の早急な回復 

・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復 

復旧対応 

■地域・生活の回復 

・被災者のケア 

・がれき等の撤去 

・環境の回復 

・生活の再建 

復興対応 

■地域・生活の再建・強化 

・教訓の整理 

・町復興計画の推進 

・町の各種機能の回復・強化 
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震災時における発災直前及び発災後の活動目標 

発災後フェーズ 活 動 目 標 

直後 

即 時 

対応期 

■初動体制の確立 

・対策活動要員の確保（非常参集） 

・対策活動空間と資機材の確保 

・防災気象情報の収集・伝達 

・被災情報の収集・解析・対応  

直後 

～数時間以内 

■生命・安全の確保（瞬時の対応） 

・初期消火、救助・救出、応急医療活動の展開 

・火災延焼の阻止活動、津波・火災延焼に対応した住民避難

誘導活動等 

・広域的な応援活動の要請  

１日目 

～３日目 

緊急時 

対応期 

■生命・安全の確保（72時間以内の対応） 

・専門部隊等も加えた本格的な行方不明者の捜索、救出 

活動、災害医療等の生命の安全にかかわる対策 

・広域的な協力による火災消火対策活動、地盤崩壊対策 

活動等の遂行 

・道路啓開、治安維持に関する対策 

・有毒物・危険物の漏洩対策等の二次災害の防止関連対策 

・給食、給水、避難所の開設と運営、救援物資等の調達と 

配給、生活関連情報提供等代替サービスの提供 

４日目 

～１週間 

応  急 

対応期Ⅰ 

■被災者の生活の安定（最低限の生活環境） 

・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早急な回復 

１週間 

～１か月 

応  急 

対応期Ⅱ 

■被災者の生活の安定（日常活動環境） 

・通勤・通学手段、就業・就学環境の早急な回復 

・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復 

１か月 

～数か月 

復 旧 

対応期 

■地域・生活の回復 

・被災者のケア 

・がれき等の撤去 

・環境の回復 

・生活の再建  

数か月以降 
復 興 

対応期 

■地域・生活の再建・強化 

・教訓の整理 

・町復興計画の推進 

・町の各種機能の回復・強化  
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第２章 町の概況と災害の想定 

第１節 町の概況 

第１ 自然的条件 

１ 位置・地勢 

本町はいわき市より北に49㎞、宮城県仙台市より南に103kmの地点にあり、双葉郡の中央部に

位置して北緯37度22分19秒～37度25分50秒、東経140度51分29秒～141度2分30秒の間にある。東

は太平洋に面し、西は阿武隈山系の分水嶺をもって田村市と境し、南は富岡町、川内村 、北は

浪江町、双葉町に隣接している。西高東低の地形であり、海岸線から標高676ｍの最高地点まで

起伏に富み、東西15.4㎞、南北に6.7㎞、総面積78.71k㎡でその64％は山林であり、そのうち約

47％は国有林である。 

阿武隈の山嶺から町内の南部、中部、北部に３条の支脈が丘陵をなし太平洋に尽き、その間

を熊川、小入野川、夫沢川の３河川が東流して流域に耕地を造っている。太平洋岸は熊川浜、

夫沢浜以外の海岸は絶壁をなし、港と称すべきものはなかったが、東京電力株式会社福島第一

原子力発電所専用港が冷却水取水を主目的として夫沢地内に造られ、重量物荷揚のため3,000 t

級の船舶が出入りできる。 

２ 地質 

本町の西半山間地帯は、新生代第３紀古層に属し、東半平坦地帯は第４紀沖積層に属する。 

土壌的には不良火山灰土、重粘土、あるいはポドゾル性黒粘土地帯に含まれ、東南熊川流域

は砂質土が多く、中部及び東北部平坦地帯は火山灰的軽鬆土が大部分である。 

３ 河川 

本町を東西に流れる河川のうち最も大なるものは熊川で、その源は川内村堺に発し、阿武隈

山系を横断し、西方部より西南部を経て太平洋に注ぎ、延長25㎞、最大川幅は80ｍで、県費支

弁河川の指定を受けている。 

なお、北部には鈴内ため池を起点とする延長６㎞の夫沢川及び北沢ため池より流れる延長４

㎞の小入野川とがある。また、日隠山南部に源を発し、坂下ダムを経由して熊川と合流する大

川原川がある。 

４ ダム・ため池 

本町には水田灌漑用のため池大小129が主として西北部に点在しており、その主なものは阿武

隈山中に在る小塚ため池であって、水面面積4.8ha、貯水量57万tである。西部郡堺にある万右ェ

門ため池は水面面積４ha、貯水量25万tである。 

また西南部にある坂下ダムは満水面積21ha、貯水量284万tである。 

５ 気候 

気候は、東日本型海洋性で比較的温暖で、年平均気温12.6℃、年間降水量も1,200mm前後でほ

とんど積雪をみない。季節的には西風、西北風が激しいが、おおむね自然条件に恵まれている。 
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第２ 社会的条件 

１ 沿革 

大熊町は、昭和29年11月１日に大野村と熊町村が町村合併促進法により合併して、発足した。

合併前の大野村は、明治22年４月１日の町村制施行の時に、野上村、大川原村、下野上村の３

村が合併したものであり、熊町村は、熊川村、熊村（明治13年７月15日に熊村と佐山村の２村

合併)、夫沢村、小良浜村及び小入野村の５か村が合併してできたものである。 

藩政時代は、現代の双葉郡・双葉町一帯とともに相馬藩領内七郷のうち、南標葉郷陣屋の支

配下に属し、南は磐城に接し、戦国時代は国境陣地群を形成し、徳川期となって元和年間以降

は熊駅に関門が置かれた。 

平成23年３月11日の東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故により、発電所の半

径20km圏内に「警戒区域」が設定されたため、町役場の主要機能は約100km西に位置する会津若

松市に移転を余儀なくされ、町民も、会津若松市やいわき市をはじめ、全国各地に避難をして

いる。 

平成24年12月10日に、「警戒区域」が「帰還困難区域」・「居住制限区域」・「避難指示解除準備

区域」に再編され、町民の約95％が居住していた地域が「帰還困難区域」となったため、町と

しても「５年間は帰町しない」判断を行ったところである。 

２ 人口 

平成30年11月１日現在の人口は10,403人で、このうち7,894人が県内に、2,509人が県外に避

難している。 

本町の人口（平成 30年 11月１日現在） 

県外避難者数 県内避難者数 人口（海外、不明除く） 

2,509 7,894 10,403 

県外避難世帯数 県内避難世帯数 世帯数 

1,224 3,479 4,703 

応急仮設住宅入居者数 

99 
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〔居住地の都道府県別の内訳〕 

都道府県名 人数（人） 

  

都道府県名 人数（人） 

北海道 34 京都府 6 

青森県 19 大阪府 20 

岩手県 2 兵庫県 6 

宮城県 204 奈良県 0 

秋田県 21 和歌山県 4 

山形県 40 鳥取県 0 

福島県 7,894 島根県 0 

茨城県 487 岡山県 3 

栃木県 200 広島県 1 

群馬県 82 山口県 2 

埼玉県 365 徳島県 0 

千葉県 257 香川県 0 

東京都 252 愛媛県 2 

神奈川県 171 高知県 0 

新潟県 185 福岡県 22 

富山県 6 佐賀県 3 

石川県 12 長崎県 2 

福井県 8 熊本県 0 

山梨県 6 大分県 10 

長野県 9 宮崎県 23 

岐阜県 5 鹿児島県 1 

静岡県 20 沖縄県 8 

愛知県 6 小 計 10,403 

三重県 5 海外 1 

滋賀県 0 生存のみ確認 0 
 合 計 10,404 
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〔福島県内の居住地の市町村別の内訳〕 

市町村 人数（人） 

  

市町村 人数（人） 

福島市 205 三島町 1 

会津若松市 796 金山町 1 

郡山市 1,069 昭和村 0 

いわき市 4,683 会津美里町 22 

白河市 63 西郷村 19 

須賀川市 102 泉崎村 16 

喜多方市 40 中島村 0 

相馬市 98 矢吹町 17 

二本松市 33 棚倉町 1 

田村市 64 矢祭町 0 

南相馬市 279 塙町 0 

伊達市 5 鮫川村 0 

本宮市 38 石川町 3 

桑折町 5 玉川村 2 

国見町 2 平田村 0 

川俣町 1 浅川町 7 

大玉村 36 古殿町 7 

鏡石町 12 三春町 66 

天栄村 0 小野町 9 

下郷町 0 広野町 69 

桧枝岐村 0 楢葉町 26 

只見町 0 富岡町 8 

南会津町 3 川内村 11 

北塩原村 1 大熊町 0 

西会津町 1 双葉町 0 

磐梯町 7 浪江町 2 

猪苗代町 10 葛尾村 2 

会津坂下町 17 新地町 32 

湯川村 3 飯舘村 0 

柳津町 0 合 計 7,894 
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３ 土地利用 

本町の東日本大震災前の土地利用は、町域東部の平野部を中心に、宅地、田畑、福島第一原

子力発電所施設用地をはじめとする工業・業務用地に利用され、ＪＲ常磐線大野駅周辺に住宅

が集積し、役場をはじめとする公共施設も立地していた。また、町域の西部は山林となってい

る。 

平成30年２月現在、避難指示区域解除による町域の復興をめざし、平野部の南部に位置する

大川原地区の約29haが復興拠点に指定され、公共施設等の整備などが着手されるとともに、大

野駅周辺地区、下野上地区の約860haが特定復興再生拠点区域に指定され、早期避難指示区域解

除にむけて、除染等が進められている。なお、特定復興再生拠点区域には、熊町地区の国道６

号沿道の一部を含んでいる。 

また、国道６号より東側の約1,100haは放射性廃棄物中間貯蔵施設用地として、関連施設の整

備が進められている。西部の山林地帯である中屋敷地区は、避難指示解除準備区域となってい

る。 

特定復興再生拠点区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 交通 

本町には、幹線交通として、常磐自動車道、国道６号、ＪＲ常磐線がある。平成30年２月現

在、常磐自動車道、国道６号は供用されており、ＪＲ常磐線は本町を含む富岡・浪江間20.8km

が依然不通であるが、ＪＲ東日本では、平成32年（2020年）３月末までの開通を目指している。 

町内の道路網は、国道６号と県道いわき浪江線に入域ゲートが設けられ、福島第一原子力発

電所や放射性廃棄物中間貯蔵施設の関連車両や、一時帰宅する住民の車両を除き、町域に立ち
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入ることが制限されている。一般車両は、県道いわき浪江線と国道288号により、富岡町方面か

ら本町大川原地区を経由し、田村市方面に通過できる。 

 

第３ 災害の履歴 

本町に関係する戦後の主な災害の履歴は、次のとおりである。 

１ 急行北上号脱線事故 

昭和32年５月17日、国鉄常磐線の大野～双葉間で急行列車北上号の脱線転覆事故が発生した。

消防団長以下132名の団員が出動し、徹夜で遭難者の救出並びに復旧作業等に当たった。 

 

２ 狩野川台風（昭和 33年） 

全国で死者・行方不明者1,269名を出した昭和33年９月の狩野川台風（台風22号）は、福島県

においても前古未曾有の大災害となり、町内においても、民家流失２戸、床上浸水87戸、床下

浸水302戸、鉄道及び道路の破損、橋梁の流失といった事態に処し、消防団員が昼夜の別なくこ

れの警戒に当たった。 

 

３ 昭和 52年台風 11号 

いわき市で堤防越水、富岡町でため池決壊などが発生。県内で、死者２人、重傷２人、住家

全壊18棟、半壊21棟、床上浸水2,412棟、床下浸水6,743棟を出した。 

 

４ 昭和 54年台風 20号 

海上において観測史上世界で最も低い中心気圧を記録した台風。県内で、重傷４人、住家全

壊１棟、半壊８棟、床上浸水768棟、床下浸水1,974棟を出した。 

 

５ 8.5水害（昭和 61年） 

昭和61年８月４日から５日にかけて、中通り・浜通り地方を襲った集中豪雨で、いわき市の

夏井川等が決壊。県内で、死者３人、負傷者８人、住家全壊14棟、半壊33棟、床上浸水5,501

棟、床下浸水8,520棟を出した。 

 

６ 平成元年台風 13号 

いわき市の夏井川や浪江町の牛渡川の決壊、旧原町市の新田川・下川原橋の流失など、浜通

り地方で広範に被害。県内で死者12人、行方不明２人、負傷者23人、住家全壊13棟、半壊58棟、

床上浸水1,612棟、床下浸水2,931棟。 

 

７ 平成５年 11月水害 

いわき市の湯本川が越水。負傷者８人、住家全壊６棟、半壊８棟、一部破損29棟、床上浸水

859棟、床下浸水1,545棟。 
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８ 平成 16年国道288号交通事故 

平成16年６月、町内で、マイクロバスの転落により25名重軽傷という大規模な交通事故が発

生した。 

９ 東日本大震災 

(1) 地震、津波の被害

平成23年３月11日14時46分、三陸沖を震源としたモーメントマグニチュード9.0という国

内観測史上最大の東北地方太平洋沖地震により、浜通り沿岸全域が津波被害に襲われ、揺れ

による建物等への被害も生じた。また、長期間にわたって余震が続き、県内の死者・行方不

明者が合わせて4,000名以上という、歴史上類を見ない大災害となった。 

余震のうち、平成23年４月11日に発生したマグニチュード7.0の福島県浜通り地震は、震

源の深さが７kmと浅く、死者４人、負傷者10人の被害が生じた。 

(2) 原子力災害の誘発

津波により東京電力(株)福島第一原子力発電所の冷却系統に支障が発生し、炉心溶融によ

り放射性物質が漏洩する国内最悪の原子力災害が発生した。周辺地域は警戒区域に指定され、

16万人以上の住民が他地域への避難を余儀なくされた。 

東日本大震災の規模、被害の概要 

発生日時 平成 23年３月 11日 14時 46分 

震  源 三陸沖（震源の深さ 24km） 

規  模 マグニチュード 9.0

観測震度 

震度６強：白河市、須賀川市、国見町、天栄村、富岡町、大熊町、 

浪江町、鏡石町、楢葉町、双葉町、新地町 

震度６弱：福島市、二本松市、本宮市、郡山市、桑折町、川俣町、 

西郷村、矢吹町、中島村、玉川村、小野町、 

棚倉町、伊達市、広野町、浅川町、田村市、いわき市、 

川内村、飯舘村、相馬市、南相馬市、猪苗代町 

震度５強：大玉村、泉崎村、矢祭町、平田村、石川町、三春町、 

葛尾村、古殿町、会津若松市、会津坂下町、喜多方市、 

湯川村、会津美里町、磐梯町 

津 波 規 模 

計測値：相馬港 9.3ｍ以上※、小名浜港 333cm 

※観測施設が津波により被害を受けたため、データを入手できない期間があ

り、後続の波で更に高くなった可能性がある。

県内の人的被害 死者：4,088名 行方不明者：２名 重傷者：20名 軽傷者：163名 

県内の建物被害 

住 家 全 壊： 15,224棟 

住 家 半 壊： 80,803棟 

住家一部破損：141,044棟 

住家床上浸水： 1,061棟 

住家床下浸水：   351棟 

資料：福島県「平成 23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第 1747報）平成 30年 11 月５日

現在」 
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第２節 被害想定 

第１ 風水害 

台風については、浜通り地方は、歴史的に、東海から関東地方で上陸し、日本海方面に北上

する台風の被害を受けてきたほか、台風により活発となった温暖前線の活動により、集中豪雨

がしばしば発生しており、それらによる暴風雨や高波、高潮を想定する。 

特に、集中豪雨については、線状に次々と発生する積乱雲が、ほぼ同じ場所を通過または停

滞する「線状降水帯」による被害が全国的に発生しており、本町においても想定する。 

また、冬期は、台風並みに発達した低気圧による暴風雨・雪や高波、高潮を想定する。 

そのほか、強風、とりわけ竜巻による被害を想定する。 

 

第２ 地震・津波 

気象庁によると、東北地方太平洋沖地震の余震は、発災から５年を経過しても、発災前の約

２倍の回数で発生しており、最大震度５弱以上の強い揺れや、海域で発生した場合の津波を想

定する。 

東北地方太平洋沖地震の余震以外のプレート型地震については、県が地域防災計画で想定し

ている「福島県沖を震源とする地震」（Ｍ＝7.7、震源深さ浅部20km、東西幅60km、南北長さ100km）

を想定する。 

直下型地震については、県が地域防災計画で想定している「双葉断層北部（塩手山断層）を

震源とする地震」（Ｍ＝7.0、震源深さ10km、長さ20km、幅５km）を想定する。また、東北地方

太平洋沖地震直後の平成23年４月11日福島県浜通り地震に係る国土交通省の災害現地調査によ

り、湯ノ岳断層及び井戸沢断層（いわき市）沿いに正断層型の地震断層が新たに確認され、こ

れは福島第一・第二原子力発電所の安全審査において、従来、耐震設計上考慮する活断層と評

価していなかったことから、本町内においても未知の活断層による直下型地震が起こりうるも

のと想定する。 

福島県地域防災計画で被害想定を設定する地震の震源域 
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第３ 原子力災害 

福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所については、事故により全号機の運転が停止

されている。 

福島第一原子力発電所１～４号機では事故の完全収束及び廃炉に向けての取組が続けられて

おり、事故後の原子炉建屋については、東京電力(株)と国において耐震性が確認されているも

のの、原子炉等の冷却は仮設設備であることから、再び地震等により機能を失った場合に備え

て予備設備等も準備されている。また、東日本大震災と同程度の津波高さに対応する仮設防波

堤を設置しており、これを越える津波により仮に設備に被害が生じた場合に備えて予備設備等

も準備されている。 

福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所１～４号機では冷温停止が維持

されている。 

しかし、仮に地震・津波等によって予備設備等を含めて全ての冷却機能が失われ核燃料が高

温となった場合には、放射性物質の放出等が想定される。 
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第３節 調査研究推進体制の充実 

第１ 防災アセスメントの実施及びハザードマップ等の整備 

１ 一般災害への対応 

帰町後の町域内において、災害の危険性を把握するための防災アセスメントの実施に努め、

適切な避難や防災活動に役立てるため、各種災害におけるハザードマップ、防災マップ、防災

カルテ等の作成を推進する。 

２ 震災への対応 

(1) 被害想定調査結果の活用 

町は、国・県の地震・津波被害想定調査を踏まえ、より地域の特性に注目した災害誘因・

素因の分析及び評価等の防災アセスメントの実施に努めるとともに、震災対策の検討、町防

災計画の見直し等に活用する。 

(2) 東日本大震災の経験を踏まえた対策 

東日本大震災は、これまで県で想定されてきた地震規模を遙かに上回る災害規模であり、

学術的に想定できなかった連動型地震による災害であったが、今後も、同様の規模の災害が

起こり得ることを想定し、町は、人的被害を最小限に食い止めるための対策を推進する。 

第２ 災害素因情報の蓄積と活用環境の整備 

町は、整備した詳細な情報を地理情報データベースとして空間的な整備に努めるとともに、

県が整備するデータベースにフィードバックし、県全体としての災害データベースの質の向上

に努める。 

第３ 自主防災組織等地域における取組 

大規模災害では、公共による応急活動の時間的及び量的限界が明らかとなり、近隣住民によ

る自主防災力の重要性が確認されている。 

自主防災力の向上のためには、身近な地域の危険環境を熟知すること、日頃から近所付き合

いを大切にし、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な方をはじめとする近所の居住者特性を把

握しておくこと、いざというときにとるべき行動について普段から意識し、訓練しておくこと

などが重要と言われている。 

このため、全町避難を実施した本町では、大熊町地内での自主防災組織を改めて再編成し、

帰町後の防災のまちづくりや調査研究の推進に活かしていくよう努める。 
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第３章 防災関係機関及び住民等の責務 

第１節 防災関係機関の実施責任 

防災関係機関は、災害対策の基本理念に則り、災害対策を実施する責務を有する。 

第１ 町 

町は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の

地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施するとともに、消防機関、水防団その他組織の整

備並びに公共的団体その他防災に関する団体及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発

的な防災活動の促進を図り、町の有する全ての機能を十分に発揮するよう努める。 

第２ 県 

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害

から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の公共的団体

の協力を得て、防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に

関する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

第３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機

関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市町村の

活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

第４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動

を実施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

第５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には災害応急措置を実施する。 

また、町その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 
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第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第１ 町、広域行政機関及び消防機関 

１ 大熊町 

(1) 大熊町防災会議及び大熊町災害対策本部の事務調整 

(2) 防災組織の整備及び育成指導 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) 消防活動その他の応急措置 

(8) 避難対策 

(9) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(10) 被災者に対する救助及び救護の実施 

(11) 保健衛生 

(12) 文教対策 

(13) 被災施設の復旧 

(14) その他の災害応急対策 

(15) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

(16) 関係団体が実施する災害応急対策の調整 

２ 双葉地方広域市町村圏組合 

災害時における廃棄物及びし尿処理の協力 

３ 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 

(1) 消防に関する施設及び組織の整備 

(2) 防災思想の普及、防災に関する教育及び訓練の実施 

(3) 災害の発生予防、被害の拡大防止のための措置 

(4) 消防・水防の通信、気象情報及び災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(5) 消防・水防活動その他の応急措置 

(6) 被災者に対する救助及び救護の実施 

(7) 避難の誘導 

(8) 被害調査及び罹災証明書の発行 

４ 大熊町消防団 

(1) 火災予防の指導及び広報活動 

(2) 水・火災防御及び災害の鎮圧・警戒 

(3) 被災者に対する救助活動及び避難誘導 

(4) 災害時における応急復旧作業の実施 
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(5) 消防水利の確保と保全 

(6) 各種訓練の実施及び参加 

第２ 県及び警察機関 

１ 福島県（災害対策課） 

(1) 防災組織の整備 

(2) 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(8) 緊急輸送の確保 

(9) 交通規制、その他社会秩序の維持 

(10) 保健衛生 

(11) 文教対策 

(12) 自衛隊の災害派遣要請等町が実施する被災者の救助及び救護の応援 

(13) 災害救助法に基づく被災者の救助 

(14) 被災施設の復旧 

(15) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

２ 相双地方振興局 

(1) 相双地方における防災事務及び応急対策の実施に係る総合調整 

(2) 災害対策相双地方本部の運営 

(3) 通信途絶時の情報連絡員の派遣による通信の確保 

(4) 町が処理する事務及び事業の指導 

(5) その他県防災計画による所定の業務 

３ 相双保健福祉事務所 

(1) 医療救護及び助産活動に関する応急対策 

(2) 災害時の防疫、保健衛生等に関する応急対策 

(3) その他県防災計画による所定の業務 

４ 相双建設事務所 

(1) 水防警報の通報 

(2) 河川、道路及び橋りょう等の災害状況の調査及び復旧対策 

(3) 土木関係被害の調査及び応急対策 

(4) その他県防災計画による所定の業務 

５ 相双農林事務所 

(1) 農林関係被害の調査及び応急対策 

(2) 災害時における農業技術対策指導 
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(3) その他県防災計画による所定の業務 

６ 福島県警察本部（双葉警察署） 

(1) 災害の情報収集、伝達及び広報 

(2) 避難の指示及び誘導 

(3) 被災者の救出救助 

(4) 緊急輸送の確保、交通規制、その他社会秩序の維持 

(5) 死者（行方不明者）の捜索、検視・見分及び身元確認 

(6) その他災害防御活動及び災害救助活動の協力 

第３ 指定行政機関・指定公共機関（大熊町に特に関係する業務） 

１ 内閣府防災担当 

(1) 災害対策基本法に基づく非常災害対策本部、緊急災害対策本部の設置 

(2) 法令に基づく指定地方行政機関・指定地方公共機関等への指示・命令 

２ 自衛隊 

町、県、その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の支援協力 

３ 内閣府国家公安委員会警察庁 

(1) 非常災害警備本部、緊急災害警備本部等の設置 

(2) 管区警察局、都道府県警察からの情報収集 

(3) 警察災害派遣隊の派遣等広域的な支援のための措置 

(4) 警察法第71条に基づく都道府県警察の指揮・命令 

４ 総務省消防庁 

災害情報の収集と自治体消防への助言・指導・調整 

５ 内閣府原子力災害担当 

(1) 原子力防災訓練の実施 

(2) 原子力災害対策本部事務局（現地災害対策本部を含む。）の運営 

(3) 原子力事業所に係る緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）の設置 

６ 環境省原子力規制委員会原子力規制庁 

(1) 原子力防災訓練の実施 

(2) 原子力災害対策本部事務局（現地災害対策本部を含む。）の運営 

(3) 原子力事業所に係る緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）の設置 

(4) 中間貯蔵施設の安全管理 

７ 復興庁 

(1) 帰還困難区域の入域管理 

(2) 復旧作業員、消防官・警察官等の被ばく管理 

８ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

(1) 大熊分析・研究センターの安全管理 



第１編 総則 

第３章 防災関係機関及び住民等の責務  第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 
23 

(2) 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援 

(3) 汚染時の被ばく評価 

９ 東京電力ホールディングス(株) 

(1) 原子力施設の防災管理 

(2) 放射能災害対策の実施 

 

第４ 指定地方行政機関 

１ 東北総合通信局 

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

整及び電波の統制整理 

(2) 電気通信設備の被災状況等の把握及び災害時における電気通信の確保に必要な措置 

(3) 各種非常通信訓練 

(4) 非常通信協議会の指導育成 

２ 東北財務局（福島財務事務所） 

(1) 民間金融機関等に対する金融上の措置要請 

(2) 地方公共団体に対する災害融資 

(3) 災害発生時における国有財産の無償貸付等 

３ 東北農政局 

(1) 農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業並びに災害防止事業の指導並びに助成 

(2) 農業関係被害情報の収集報告 

(3) 農作物、蚕、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導 

(4) 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっせん・指導 

(5) 排水・かんがい用土地改良機械の緊急貸付け 

(6) 野菜、乳製品等の食料品、飼料、種もみ等の供給対策 

(7) 農作物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導 

(8) 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡 

４ 関東森林管理局（福島森林管理署） 

(1) 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

(2) 災害復旧用材（国有林材）の供給 

(3) 林野、林産物の汚染対策 

５ 東北地方整備局（磐城国道事務所） 

(1) 災害情報等の収集・提供、応急対策及び災害復旧等の支援 

(2) 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

(3) 洪水予警報等の発表及び伝達 

(4) 水防活動の支援 

(5) 災害時における通行規制及び輸送の確保 
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(6) 被災直轄公共土木施設の復旧 

(7) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

６ 東北地方整備局（小名浜港湾事務所） 

(1) 港湾施設、海岸保全施設等の整備 

(2) 港湾施設、海岸保全施設等に係る災害情報の収集及び災害対策の指導、協力 

(3) 港湾施設、海岸保全施設等の災害応急対策及び復旧対策 

(4) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

７ 東北運輸局（福島運輸支局） 

(1) 交通施設等の被害、公共交通機関の運行状況等に関する情報収集及び伝達 

(2) 緊急輸送、代替輸送における関係事業者等への指導・調整及び支援 

８ 仙台管区気象台（福島地方気象台） 

(1) 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその結果の収集、発表 

(2) 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。）、水象の予報・警

報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(4) 町や県が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(5) 防災気象情報等の理解促進、防災知識の普及・啓発 

 

第５ 指定公共機関 

１ 日本郵便(株) 

(1) 災害時における郵便事業運営の確保 

(2) 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

２ 日本赤十字社（福島県支部） 

(1) 医療、助産等救護の実施 

(2) 義援金の募集 

(3) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

３ 日本放送協会（福島放送局） 

(1) 気象・災害情報等の放送 

(2) 住民に対する防災知識の普及 

４ 東日本旅客鉄道(株)（仙台支社福島支店） 

(1) 鉄道施設等の整備及び防災管理 

(2) 災害対策に必要な物資及び人員の緊急輸送の協力 

(3) 災害時における応急輸送対策 

(4) 被災鉄道施設の復旧 
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５ 通信事業者（東日本電信電話(株)、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)、(株)Ｎ

ＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク(株)） 

(1) 電気通信施設の整備及び防災管理 

(2) 災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 

(3) 被災電気通信施設の復旧 

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

災害時における救援物資、避難者の緊急輸送の協力 

７ 東北電力(株) 

(1) 電力供給施設の整備及び防災管理 

(2) 災害時における電力供給の確保 

(3) 被災電力施設の復旧 

第６ 指定地方公共機関 

１ バス機関（（公社）福島県バス協会、福島交通(株)、新常磐交通(株)、会津乗合自動車(株)） 

(1) 被災地の人員輸送の確保 

(2) 災害時における避難者等の緊急輸送の協力 

２ 放送機関（福島テレビ(株)、(株)福島中央テレビ、(株)福島放送、(株)テレビユー福島、(株)

ラジオ福島、(株)エフエム福島） 

(1) 気象（津波）予報、警報等の放送 

(2) 災害状況及び災害対策に関する放送 

(3) 放送施設の保安 

(4) 住民に対する防災知識の普及 

３ 新聞社（(株)福島民報社、福島民友新聞社(株)） 

災害状況及び災害対策に関する報道 

４ 運輸業者（（公社）福島県トラック協会） 

災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

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

協会、(公社)福島県診療放射線技師会 

(1) 医療助産等救護活動の実施 

(2) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

(3) 防疫その他保健衛生活動の協力 

６ (一社)福島県ＬＰガス協会 

災害時におけるＬＰガスの安全対策の実施 

７ 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れ 

(2) 生活福祉資金の貸付 
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８ (一社)福島県警備業協会 

災害時における警戒警備業務及び交通誘導への協力 

第７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

１ 福島さくら農業協同組合 

(1) 町、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 農作物災害応急対策の指導 

(3) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、斡旋 

(4) 被災組合員に対する融資の斡旋 

(5) 農畜産物の出荷制限措置等 

２ 大熊町商工会 

(1) 町、県が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 災害時における物価安定についての協力 

(3) 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

３ 熊川漁業協同組合 

(1) 町、県が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 被災組合員に対する融資のあっせん 

(3) 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

(4) 漁具及び漁家生活資材の確保、あっせん 

４ 大熊町土地改良区 

(1) 災害時の農業用水利施設の被害調査並びに応急対策 

(2) 被災施設の速やかな復旧 

５ 金融機関 

災害時における業務運営の確保及び非常金融措置の実施 

６ 社会福祉法人大熊町社会福祉協議会 

(1) 要配慮者の支援対策の実施 

(2) ボランティアの募集、受付、活動支援等 

７ ＬＰガス関係（(一社)福島県ＬＰガス協会、ＬＰガス販売業者） 

(1) 安全管理の徹底 

(2) ガス施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

８ 中間貯蔵・環境安全事業(株)（ＪＥＳＣＯ） 

中間貯蔵施設の安全管理 
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第３節 住民等の責務 

第１ 住民の責務 

住民は、災害対策の基本理念に則り、食品、飲料水、生活必需品等の備蓄その他の自ら災害

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

災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努める。 

第２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資等の供給を業とする者の責務 

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

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

町及び県が実施する防災に関する施策に協力する。 

 

 




