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第１章 災害予防計画 

第１節 防災組織の整備・充実 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、防災体制を整備し、広域的な応援も含

めた防災関係機関相互の連携を強化するとともに、地域全体の防災力の向上に結びつく

自主防災組織等の整備を促進し、防災組織体制の万全を期す。 
 

防災組織の整備・充実については、「一般災害対策編 第１章 第１節 防災組織の整備・充実」

の定めるところによる。 
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第２節 防災情報通信網の整備 

災害時に災害情報システムが十分機能し、活用できる状態に保つため、防災情報通信

網を整備するとともに、設備の安全対策を講ずる。 

 

防災情報通信網の整備については、「一般災害対策編 第１章 第２節 防災情報通信網の整備」

の定めるところによるが、震度情報の収集については、次のとおりとする。 

１ 県内の地震観測網 

№ 観測機関 地震計の種類・観測方法 箇所数  備 考  

１ 福島県  計測震度計  84  
気象庁の７箇所利用も含め､

県内 91箇所をネットワ－ク化 

２ 気象庁  計測震度計（地震計併用６） 18   

３ 文部科学省  強震計  31   

４ 東北大学  地震計（微小地震観測） 9   

５ 日本大学  地震計  1   

６ ＪＲ東日本  震度計  15   

７ 国土地理院  

電子基準点  

ＧＮＳＳ地殻変動観測施設

等 

35  

4  
 

８ 東京大学  ラドン、水温等を観測 5   

 

２ 福島県震度情報ネットワークシステムの活用 

県では、県内の84箇所に計測震度計を整備し、気象庁の計測震度計利用の７箇所（郡山市・

南会津町・西会津町・猪苗代町・棚倉町・田町市船引町・浪江町）と県内の全市町村の震度情

報を収集し、ネットワーク化を図っている。 

このシステムで得られた震度情報は、県庁を経由し、総合情報通信ネットワークを通して県

の各地方振興局、各市町村、各消防本部等に配信される。 

町は、被害状況の推定、各種の応急対策の検討をはじめ、初動体制の充実・強化に活用する。 
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震度情報ネットワークシステムの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省消防庁 
気象庁 

福島地方気象台 

県庁 

（送受信装置） 

県地方振興局 

市 町村 

消 防 本 部 

気象庁計測震度計 

・郡山市 

・南会津町 

・西会津町 

・猪苗代町 

・棚倉町 

・田村市船引町 

・浪江町 

県総合情報通信ネットワーク 

通信設備 

防災事

務端末 

Ｉ/Ｆ 

発信装置 

計測震度計 

通信設備 

防災事

務端末 

Ｉ/Ｆ 

発信装置 

計測震度計 

※非常電源設備を設置 

【気象庁施設利用市町村】 【県計測震度設置市町村】 

ケーブル 

有線・衛星通信回線（県総合情報通信ネットワークシステムの一斉回線を使用） 
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第３節 地震に強いまちづくり 

地震が発生した場合、住民の生命、財産の被害が大きくなるおそれがあることから、

被害を最小限に防止するため、建築物の耐震化・不燃化の促進などに取り組み、災害に

強い安全なまちづくりを積極的に推進する。 

第１ 建築物防災対策 

１ 建築物の東日本大震災損壊調査等の促進 

本町は、東北地方太平洋沖地震の際、震度６強の揺れにみまわれ、建築物に倒壊、破損等の

被害が生じたが、平成23年４月に全町が避難指示区域となったため、住民が所有する建築物の

損壊調査や、再居住のための危険度の判定が十分に行われていない。 

このため、町内全域での建築物の損壊調査を進めるとともに、再居住のための応急修理や改

修の実施を促進していく。 

２ 建築物の耐震性強化 

本町は、東北地方太平洋沖地震の際、震度６強の揺れにみまわれたが、昭和55年に制度化さ

れた新耐震設計基準の適用以前の建築物についても、倒壊、破損等の被害をまぬがれた建築物

は少なくない。 

これらの建築物は、耐震改修等による耐震性の強化が有効であり、本格的な帰町施策の一環

として、その促進を図る。 

３ 設備の耐震性確保 

ライフライン系統の断絶等の不測の事態に備え、太陽光パネルや非常用発電装置の設置など、

必要な非常用設備の整備を推進する。 

また、ロッカー、書架等の転倒防止対策を行うとともに、転倒防止対策について、定期的に

確認を行う。 

第２ 防災基盤の整備 

１ 都市基盤整備事業の推進 

町は、国・県等と連携のもと、帰町後の安全で快適なまちの再生を図るため、住宅市街地総

合整備事業、優良建築物等整備事業、住宅・建築物安全ストック形成事業、小規模住宅地区改

良事業などの復興交付金事業等を活用し、都市基盤整備を推進する。 

２ 道路の整備 

道路は、人が歩き、車が走るためばかりではなく、コミュニティの形成等、住民生活のあら

ゆる面で利用されていると同時に、災害時には、避難路や救援路、更には防火帯の役目を果た

すなど重要な役割を果している。 

町は、災害時の避難路のネットワーク化とともに、緊急支援物資の輸送、救急、消防等に緊

急活動に効果を発揮する幹線道路ネットワークの計画的な整備を推進する。 
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３ オープンスペースの確保 

町は、災害時に、住民の避難場所、物資の輸送拠点、応援部隊の活動拠点、資材置場、仮設

住宅の建設用地、がれきの仮置場等に活用できるオープンスペースについて、定期的に調査を

実施し、その把握に努める。 
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第４節 上水道及び下水道災害予防対策 

上水道、下水処理施設の耐震性を強化して、地震時の被害を最小限にとどめ、かつ速

やかに被害施設の復旧を可能にするため、必要な施策を実施する。 

第１ 上水道施設予防対策 

１ 災害復旧事業の推進 

本町は、東日本大震災による全町避難指示により、震災後７年が経過しても、一部の地域を

除き、水道の被害状況の調査や災害復旧事業が実施できていない。このため、町及び双葉地方

水道企業団は、避難指示解除準備区域となった区域から、順次、被害調査を実施し、必要な災

害復旧事業を実施し、帰町住民への水道供給を開始していく。 

２ 水道施設等の整備 

町及び双葉地方水道企業団は、水道施設のより一層の耐震化を図り、水道水の安定供給と二

次災害の防止のため、次により水道施設の整備を図る。 

(1) 水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、既存施設の耐震診断等を行い、順次計

画的に耐震化を進める。 

(2) 基幹施設の分散や系統多重化により補完機能を強化するとともに、配水系統のブロック化

により、地震被害の軽減等を図る。 

(3) 施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、

自家発電設備等の電気機械設備について耐震化を図る。 

(4) 水道施設の耐震化事業には、事業収入の増加につながらない大きな投資を必要とすること

から、町の一般会計による支援を受けるなど、必要経費の確保を図る。 

３ 応急復旧用資機材の確保 

町及び双葉地方水道企業団は、応急復旧用資機材を備蓄しておくとともに、資機材の備蓄状

況を把握しておく。 

４ 相互応援 

町及び双葉地方水道企業団は、応急復旧作業を迅速に進めるための人員等の確保のため、隣

接水道事業者や地震による同時被災を免れると思われる水道事業者等と応急復旧等の応援活動

に関する応援協定を締結しておくなど、相互応援体制の整備を図る。 

第２ 下水道施設予防対策 

１ 災害復旧事業の推進 

本町は、東日本大震災による全町避難指示により、震災後７年が経過しても、一部の地域を

除き、下水道の被害状況の調査や災害復旧事業が実施できていない。このため、避難指示解除

準備区域となった区域から、順次、被害調査を実施し、必要な災害復旧事業を実施し、帰町住

民の下水道の供用を図っていく。 
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２ 下水道施設の整備 

町は、地震に対する下水道施設の計画、設計、施工及び維持管理に当たり、立地条件に応じ

て次の対策を実施する。 

(1) ポンプ場及び処理場内の重要施設について耐震計算を行う。その他の施設については、あ

る程度の地震被害を想定して、施設の複数化、予備の確保等により機能の確保を図るととも

に、補修の容易な構造とするなど、復旧対策に重点をおいた整備を図る。 

(2) ポンプ場及び処理場では、地震時においても最小限の排水機能が確保されるよう整備を図

る。また、停電及び断水に対して速やかに対応できるよう考慮する。 

(3) 地震の程度により排水機能に支障を来たす場合があるので、緊急用として重要な管渠及び

処理場については、バイパス等の整備の検討を行う。 

(4) ポンプ場及び処理場内での各種薬品、重油、ガス等の燃料用設備の設置に当たっては、地

震による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう考慮する。 

(5) 施設の維持管理においては、定期点検等による危険箇所の早期発見とその改善を行い、施

設の機能保持を図る。 

３ 応急復旧用資機材の確保等 

町は、復旧工事を速やかに施工するため、必要な資機材の備蓄に努めるとともに、資機材の

優先調達を図る。また、地震発生時にすぐ対応できるように、下水道台帳とともに、維持管理

記録を一体として整理し、更に優先的に調査する必要のある箇所を特定するための下水道防災

マップの作成を行っておく。 

４ 要員の確保 

町は、応急復旧に必要な要員の配備計画をあらかじめ定めておくとともに、必要な人員を確

保するため、施設の施工業者、管理委託業者及び他の下水道事業者等と災害時の応援協定等の

締結を推進する。 
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第５節 道路、橋りょう等災害予防対策 

道路施設の危険箇所の点検調査とこれに基づく対策工事並びに橋りょうの点検調査に

基づく補強等を実施し、地震に強い道路、橋りょうの確保に努める。 

第１ 町管理の道路及び橋りょう災害予防計画 

１ 災害復旧事業の推進 

本町は、東日本大震災による全町避難指示により、震災後７年が経過しても、一部を除き、

町道、橋りょうの被害状況の調査や災害復旧事業が実施できていない。このため、避難指示解

除準備区域となった区域から、順次、被害調査を実施し、必要な災害復旧事業を実施し、町内

交通網を確保していく。 

２ 道路の防災対策の推進  

道路法面の崩落が予想される箇所、路体の崩壊が予想される箇所等を把握し、対策の必要な

箇所について、工法決定のための調査を行い、その対策工事を実施する。 

３ 橋りょうの整備  

(1) 既設橋りょうの対策  

既設橋りょうは、「道路防災総点検について（平成８年８月９日付け建設省通知）」に基づ

き平成８・９年度に実施した道路防災総点検の結果等により、耐震対策が必要な橋りょうに

ついて、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について（平成24年２月16日付け国土交通省

通知）」を適用し、耐震対策を実施することを基本とする。 

ただし、優先的に耐震補強対策を実施する必要のある橋りょうについては、落橋等の甚大

な被害を防止する耐震対策（耐震性能３）を実施する。 

(2) 新設橋りょうの建設  

新設橋りょうは、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について（平成29年７月21日付け

国土交通省通知）」を適用し、建設する。 

なお、橋りょうの耐震設計の基本的な方針としては、次のとおりである。 

ア 橋の耐震設計は、設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて、必要とされる耐震性能を

確保することを目的として行う。 

イ 耐震設計に当たっては、地形・地質・地盤条件・立地条件等を考慮し、耐震性の高い構

造型式を選定するとともに、橋を構成する各部材及び橋全体系が必要な耐震性を有するよ

うに配慮しなければならない。 

第２ 農道・林道及び橋りょう災害予防計画 

１ 災害復旧事業の推進 

本町は、東日本大震災による全町避難指示により、震災後７年が経過しても、一部を除き、

農林道とその橋りょうの被害状況の調査や災害復旧事業が実施できていない。このため、避難

指示解除準備区域となった区域から、順次、被害調査を実施し、必要な災害復旧事業を実施し、
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町内交通網を確保していく。 

２ 農道・林道の保全整備 

法面の崩落、落石等の危険箇所については、各管理者の調査によりその箇所を把握するとと

もに、県と協議の上、計画を樹立して法面保護施設の工事を実施し、危険箇所の解消を図る。 

３ 橋りょうの整備  

農道橋りょうについては、道路橋示方書により設計施工されているが、経年により老朽化し

た橋りょうを農道管理者が点検する。耐震上不十分であれば、補強について県と協議の上、対

策を実施する。 

また、林道橋りょうについては林道技術基準に基づき、耐震構造として設計架橋されている

が、老朽橋並びに木橋については架替、補強の必要があるため、林道管理者の調査計画により

順次実施する。 
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第６節 河川・海岸等災害予防対策 

河川、海岸、ダム等は、地域住民の生命・財産を守り、産業の発展に欠かせない施設

である。これらの施設の整備に当たっては、耐震性に十分配慮し、計画的に予防対策を

実施する。 

第１ 河川の整備（再掲） 

本町は、全町が避難指示区域となったため、東日本大震災以後、河川整備は一切なされてい

ない。 

東日本大震災前は、熊川下流左岸の750ｍと熊川に合流する境川の左岸1,100ｍが重要水防箇

所に指定され、大字熊川字古舘を浸水想定区域と位置づけていた。これらは、津波で浸水した

のに加え、大字熊川字古舘は放射性廃棄物中間貯蔵施設用地となってしまっているが、帰町後

のまちづくりのために、国・県とともに河川整備を進めていく。 

第２ ダムの防災対策の推進（再掲） 

坂下ダムは、一定規模の洪水の適切な貯留、放流等の調節を行い、下流地域の水害を防止す

るとともに、福島第一原子力発電所の冷却水を供給する水源にもなっている。このため、関係

機関と連携し、施設の維持、補修及び管理体制の充実、強化に努める。 

第３ 海岸保全施設災害予防対策 

本町は、全町が避難指示区域となったため、東日本大震災以後、福島第一原子力発電所付近

の防潮堤整備を除き、海岸整備はなされていない。このため、津波災害等から海岸地帯を防護

できるよう、高波・高潮対策とあわせた防潮堤整備や海岸保全事業の推進を図る。 

第４ ため池施設災害対策 

老朽ため池が、かんがい期の満水時に地震による被害を受けた場合は、下流域に大きな二次

災害を発生させるおそれがある。 

このため、災害を及ぼすおそれのある緊急性の高いため池施設について重点的に整備を進め

る。 
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第７節 地盤災害等予防対策 

地震による被害の大きさは、地盤の特性及び地形等が大きな要素を占めている。した

がって、地震による被害を未然に予防又は軽減するためには、その土地の地形、地質及

び地盤を十分に理解し、その土地の自然特性及び災害特性に適した土地利用を計画的に

実施していく必要がある。 

このため、地震災害に対して適正な土地利用を推進するとともに、災害時の被害を軽

減するための諸対策を実施していく。 

第１ 土砂災害予防対策（再掲） 

本町には、東日本大震災前に、土石流危険渓流５箇所、急傾斜地崩壊危険箇所21箇所、山腹

崩壊危険地区19箇所、崩壊土砂流出危険地区13箇所、地すべり防止地区（林野庁所管）１箇所

が指定されている。 

これらの予防対策工事は、震災後、全町が避難指示区域となったため、全く行えていない。 

一方、平成12年に、土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律）が施行され、これによる土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定と指

定後のハード・ソフト両面からの対策が近年の国の政策の柱となっているが、本町では、この

取り組みも行えていない。 

このため、避難指示解除準備区域に指定された地区から、順次、山林等の除染を進めるよう、

国に要請するとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定に伴う基礎調査や、

各種治山事業、砂防事業等の実施を促進していく。 

あわせて、こうした土砂災害危険箇所の周知を図るとともに、住民の協力を得ながら、定期

的なパトロールに努める。 

第２ 造成地の災害予防対策  

町は、県と連携のもと、造成地に発生する地震による災害の防止を図るため、宅地造成等規

制法、都市計画法、建築基準法においてそれぞれ規定されている宅地造成、開発許可及び建築

確認等の審査及び当該工事の施工において、指導、監督を行う。 

造成地における基準等 

区 分 内   容 

災害危険区域等の扱い 

災害危険区域（建築基準法）、地すべり防止区域、急傾斜

地崩壊危険区域の各区域内の土地については、都市計画法

に基づき、原則として開発行為を認めない。 

人工がけ面の安全措置 
宅地造成により生ずる人工がけ面は、その高さ、勾配、

土質に応じ、擁壁の設置、その他の安全措置を講ずる。 

軟 弱 地 盤 の 改 良 
宅地造成をしようとする土地の地盤が軟弱である場合

は、地盤改良を行うこととする。 
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消 防 水 利 の 設 置 
宅地造成地内には、必要に応じ、消防法の基準に適合す

る消防水利を設置する。 

設 計 者 の 資 格 
一定規模以上の宅地造成については、その設計図書の作

成は一定の資格を有する者によることとする。 

小規模造成地の扱い 
宅地造成・開発の許可対象とならない小規模な造成地に

ついては、建築確認の際その安全について指導する。 

 

第３ 二次災害予防対策 

町は、県と連携し、余震あるいは降雨等による二次的な災害を防止するための土砂災害等の

危険箇所を、専門技術者（斜面判定士、山地防災ヘルパー）等を活用し点検する体制の整備を

図る。 

また、危険性が高いと判断された箇所についての警戒体制、関係機関及び地域住民への周知

体制、避難誘導体制等についてもあらかじめ検討しておく。 
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第８節 火災予防対策 

地震発生時における被害の拡大を防ぐためには、火災を最小限にとどめることが重要

であり、同時多発的な火災の発生を未然に防止し、出火防止、初期消火の徹底、体制の

整備、火災の拡大要因の除去及び消防力の強化などの対策を実施する。 

 

「一般災害対策編 第１章 第４節 火災予防対策」の定めるところによるが、地震に対する出

火防止対策、及び消防水利の整備については、次のとおりとする。 

第１ 出火防止対策 

１ 防火防災意識の高揚啓発 

地震発生時には、同時多発的な出火の可能性が高いため、町は、消防本部と連携し、春・秋

季の全国火災予防運動をはじめとする各種火災予防運動等を通じ、地震発生時の出火防止に関

する知識の普及・啓発活動を推進する。 

また、ライフラインの復旧時に出火する場合もあるので、電気ブレーカーの遮断及びガスの

元栓閉鎖など避難時における対応についての普及・啓発を図る。 

２ 住宅防火対策の推進 

町は、消防本部と連携し、地震発生時における住宅からの火災発生を未然に防止するため、

対震安全装置付火気使用設備器具の普及に努めるとともに、住宅防火診断等を通じ、各家庭に

おける火気使用設備・器具の適切な使用方法を指導する。 

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

の家庭について優先的に住宅防火診断等を実施する。 

第２ 消防水利の整備 

町は、県の指導のもと、地震による消火栓等人工水利の障害に対応できる耐震性の貯水槽の

整備や河川水等を活用した自然水利の確保など水利の多様化に努め、消防水利の基準の達成に

努める。 
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第９節 積雪・寒冷対策 

積雪・寒冷期において地震が発生した場合、他の季節に発生する地震災害と比べて、

積雪により被害が拡大することや緊急輸送路、避難路・避難場所の確保等に支障が生ず

る場合が想定されるため、積雪・寒冷対策を推進し、地震災害の軽減に努める。 

第１ 道路交通の確保 

地震発生時には、町や県と防災関係機関の行う緊急輸送等の円滑な実施を図るため、緊急輸

送路の確保を図ることが重要である。 

このため、町は、除・排雪体制の充実を図るとともに、除雪機械の充実に努める。 

第２ 避難所対策 

避難施設における暖房等の需要増大が予想されるため、町はストーブ等電源を要しない暖房

機具、燃料のほか、積雪寒冷期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、

救出用スノーボート等）の備蓄に努める。 

また、停電時における暖房設備の電源確保のため、非常用電源等バックアップ設備の整備に

努める。 

第３ 被災者及び避難者対策 

町は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備・備蓄に努めるとともに、応急仮設住宅は、

積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることから、被

災者・避難者の生活確保のための長期対策を検討しておく。 
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第 10節 緊急輸送体制の整備 

災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の広域的な輸送を行うため、

各拠点との有機的連携を考慮し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに、指定された

緊急輸送路等の整備を図る。 

 

緊急輸送体制の整備については、「一般災害対策編 第１章 第６節 緊急輸送体制の整備」の

定めるところによる。 

 

 

第 11節 避難対策 

大地震による災害は、火災などの二次災害と相まって、大規模かつ広域的なものとな

るため、適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。 

 

避難対策については、「一般災害対策編 第１章 第７節 避難対策」の定めるところによる。 

 

 

第 12節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

地震発生時には、広域的あるいは局地的に、救助や医療（助産）救護を必要とする多

数の傷病者が発生することが予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、

その機能が停止することも十分予測されるため、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、

人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図るために必要な医療（助産）救護・防

疫体制の整備充実を図る。 
 

医療（助産）救護・防疫体制の整備については、「一般災害対策編 第１章 第８節 医療（助

産）救護・防疫体制の整備」の定めるところによる。 
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第 13節 物資等の確保・廃棄物処理体制の整備 

住民の生活を確保するため、食料、飲料水、生活必需品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を図る。 

また、住民は、「最低３日間・推奨１週間分」の食料、飲料水、生活必需品等の備蓄

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）を日頃から備

えておく。 

さらに、廃棄物処理体制の整備に努める。 
 

物資等の調達・確保及び防災倉庫等の整備については、「一般災害対策編 第１章 第９節 物

資等の確保・廃棄物処理体制の整備」の定めるところによる。 
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第 14節 防災教育 

住民に対し地震防災上必要な防災知識の普及・啓発及び防災組織の育成指導に努める

とともに、気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の利用の心

得などの周知・広報にも努める。 

 

防災教育については、「一般災害対策編 第１章 第10節 防災教育」の定めるところによる。 

 

第 15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、日頃からの訓練が重要である。 

このため、町は、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識の高揚を図る。 

なお、各種の防災訓練の実施に当たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入

れるなど、地震発生時の対応行動の習熟を図るよう努めるとともに、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。 
 

防災訓練については、「一般災害対策編 第１章 第11節 防災訓練」の定めるところによる。 

 

第 16節 自主防災体制の再生 

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には、町及び防

災関係機関が防災対策を講ずるとともに、地域住民が「自らの命と地域は自分達で守る」

という意識のもとに、自主防災組織を結成し、地域における相互扶助による防災活動の

中心として、自主防災組織において、日頃から積極的に活動を行うことが重要である。 

さらに、企業に対しても災害時に果たす役割を十分認識させ、防災活動の推進に努め

させることが重要となる。 
 

自主防災体制の再生については、「一般災害対策編 第１章 第12節 自主防災体制の再生」の

定めるところによる。 

 



第３編 震災対策編 

第１章 災害予防計画  第 17節 要配慮者予防対策 

 

 
214 

第 17節 要配慮者予防対策 

災害の発生時において、高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者（児）及び外国

人等いわゆる「要配慮者」が犠牲になる場合が多くなっている。 

こうした状況を踏まえ、住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から避難誘

導等の防災体制の整備に努める。 
 

要配慮者予防対策については、「一般災害対策編 第１章 第13節 要配慮者予防対策」の定め

るところによる。 

 

第 18節 ボランティアとの連携 

大規模な災害発生時における県内外からのボランティアの申し入れに対する受入れ、

調整等を行うための体制の整備を図る。 

なお、ボランティアの受入れに際しては、医療、看護、高齢者介護や外国人との会話

力等ボランティアの技能が効果的に生かされるよう配慮する。 

 

ボランティアとの連携については、「一般災害対策編 第１章 第14節 ボランティアとの連携」

の定めるところによる。 

 

 

第 19節 災害時相互応援協定の締結 

大規模災害発生時は、被災自治体だけで災害対策を実施することは不可能であり、自

治体間の協力や民間企業などと連携して災害対策を実施する必要がある。 

また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として、災害対応への協力に積極的な企業

も増加しているため、被災住民だけでなく帰宅困難者等への対応、役務の提供など、様々

な場面で企業、団体からの協力を得るための災害時応援協定の締結を促進する。 

 

災害時相互応援協定の締結については、「一般災害対策編 第１章 第15節 災害時相互応援協

定の締結」の定めるところによる。 
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第２章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

町域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を迅速、強力か

つ効率的に推進するため、法令及び町防災計画の定めるところにより、その活動体制に

万全を期する。 
 

応急活動体制については、「一般災害対策編 第２章 第１節 応急活動体制」の定めるところ

によるが、地震発生時における災害対策本部の設置基準については、次のとおりとする。 

 

１ 設置基準 

本部長は、災害が発生し、又は発生のお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２の規定に基づく災害対策本部を設置す

る。 

また、災害対策本部の配備体制を決定したときは、直ちに各課長へ連絡するとともに、配備

体制をとる。 

(1) 大熊町又はその周辺において震度５弱以上を観測したとき。 

(2) 福島県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。 

(3) 気象庁の発表にかかわらず、町内に地震による大規模な災害が発生したとき、又は発生す

るおそれがあるときで、町長が必要と認めたとき。 

(4) 本町住民が多く避難する市町村において、気象庁の発表にかかわらず、地震による大規模

な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときで、町長が必要と認めたとき。 

２ 解散基準 

本部長は、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、災害対策本部を解散する。 
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第２節 職員の動員配備 

地震発生時において、初動体制をいち早く確立することが、その後の円滑な災害応急

対策活動を実施するために極めて重要である。 

このため、職員の配備基準を明確にするともに、職員の動員伝達方法、自主参集の基

準等を明確にしておく。 

 

職員の動員配備については、「一般災害対策編 第２章 第２節 職員の動員配備」の定めると

ころによるが、地震発生時における職員の動員配備については、次のとおりとする。 

地震発生時における職員の動員配備基準 

配備区分 指揮 配備体制 配備時期 

災
害
対
策
本
部
設
置
前 

警
戒
配
備 

環
境
対
策
課
長 

各課長及び関係各課の所要人員で災害

に関する情報収集及び連絡活動を円滑に

行い、災害の発生とともに、直ちに災害

応急対策活動が開始できる体制とする。 

 

○初動処理事項 

・地震情報の収集・伝達 

・関係機関との連絡調整 

・火災など二次災害の状況と見通しの 

状況把握 

・被害状況の収集・伝達 

・その他必要事項 

①大熊町又はその周辺で震度

４の地震が観測されたと

き。 

②福島県に津波注意報が発表

されたとき。 

③その他必要により町長又は

環境対策課長が当該配備を

指令したとき。 

災
害
対
策
本
部
設
置
後 

第
一
非
常
配
備 

本
部
長 

発生災害に関係する各課の長は、所要

人員を配置して情報、水防、輸送、医療、

救護等の応急対策活動が円滑に行える体

制とする。 

また、事態の推移に伴い、第二非常配

備体制に円滑に移行できる体制とし、災

害対策に関係ある協力関係機関及び住民

との連絡を密にし、協力体制を強化する。

〔災害対策本部体制〕 

①大熊町又はその周辺で震度

５弱又は５強の地震が観測

されたとき。 

②福島県に津波警報が発表さ

れたとき。 

③その他必要により町長が当

該配備を指令したとき。 

第
二
非
常
配
備 

災害対策本部の全員及び協力機関を

もって災害応急対策活動を実施する体制

とする。〔災害対策本部体制〕 

①大熊町又はその周辺で震度

６弱以上の地震が観測され

たとき。 

②福島県に大津波警報が発表

されたとき。 

③その他必要により町長が当

該配備を指令したとき。 
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第３節 地震災害情報の収集・伝達 

地震災害が発生したとき、各防災関係機関相互間の通知、要請、指示、通達等の通信

を迅速かつ確実に伝達する。 

また、県下に災害が発生した場合、災害状況の調査及び災害情報の収集は、その後の

災害応急対策の体制整備、災害復旧計画策定の基本となるものであるため、迅速かつ的

確に行う。 

 

地震災害情報の収集・伝達については、「一般災害対策編 第２章 第３節 災害情報の収集・

伝達」の定めるところによるが、地震情報等の受理伝達については、次のとおりとする。 

 

１ 気象庁の地震情報  

(1) 地震情報等の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ○震度３以上 ○地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を約 188地域に区分）

と地震の揺れの発現時刻を速報 

震源に関する情報 ○震度３以上 ○地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表 

○「津波の心配がない」又は「若干の海面

活動があるかもしれないが被害の心配は

ない」旨を付加 

震源・震度に関す

る情報 

以下のいずれかを満たし

た場合 

○震度３以上 

○津波警報等発表時 

○若干の海面変動が予想さ

れる場合 

○緊急地震速報（警報）を発

表した場合 

○地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と市

町村名を発表 

○震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地域がある場合は、そ

の市町村名を発表 

各地の震度に関す

る情報 

○震度１以上 ○震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表 

○震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地域がある場合は、そ

の地点名を発表 

その他の情報 ○顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が多

発した場合など 

○顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度１以上を観測

した地震回数情報等を発表 
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地震情報の種類 発表基準 内容 

推計震度分布図 ○震度５弱以上 ○観測した各地の震度データを基に、１km

四方ごとに推計した震度（震度４以上）

を図情報として発表 

遠地地震に関する

情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満た

した場合等 

○マグニチュード 7.0以上 

○都市部など著しい被害が

発生する可能性がある地

域で規模の大きな地震を

観測した場合 

○地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）をおおむね 30

分以内に発表 

○日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表 

 

(2) 福島地方気象台の情報の伝達基準  

ア 福島県内で震度１以上の揺れを観測したとき。 

イ 福島県に津波警報等を発表したとき。 

ウ その他、地域住民に周知させることが適当と思われるとき（群発地震等）。 

エ 特に発表が必要と認めたとき。 

(3) その他 

福島地方気象台は、福島県に津波警報等が発表されたときや福島県内で震度４以上の揺れ

を観測したときなどに防災等に係る活動の利用に資するよう津波警報等の発表状況や地震

の概要を地震解説資料として発表する。 

(4) 地震情報等の受理伝達  

ア 関係機関は、地震情報等について、次の受理伝達系統により迅速かつ的確に伝達する。 

イ 県は、福島地方気象台から受理した地震情報等について、町、防災関係機関に伝達する。 

ウ 町は、地震情報を受理したときは、直ちに住民等に伝達するとともに、避難の勧告、指

示の必要な措置を行う。 

(5) 緊急地震速報  

ア 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対

し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ・ラジオを通

じて住民に提供する。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地

震動特別警報に位置づけられる。 

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解

析することにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知ら

せる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合もある。 

イ 福島地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。  

ウ 町は、県及び福島地方気象台と協力し、訓練に緊急地震速報を取り入れるなど、緊急地

震速報の利用の心得などの周知・広報に努めるとともに、住民に直接緊急地震速報を伝達

する体制の整備に努める。 
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２ 地震情報で用いる震度の地域名称と震央地名  

「震度速報」や「震源・震度に関する情報」において、地域震度を発表するため、全国を188

に区分した地域のことであり、本町は「福島県浜通り」となる。また、この地域名称は、「震央

地名」にも使用される。 

震度の地域名称（福島県の陸域） 

 

福島県及び隣県の陸域の震央地名 
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地震情報等伝達系統 

 

 

 

３ 福島県震度情報ネットワークシステムの情報  

県内の全市町村に設置（うち、７箇所は気象台設置の震度計利用）した震度計による情報を

県庁で把握できるようになっており、観測した情報については、総合情報通信ネットワークシ

ステムの自動ＦＡＸ送信装置により市町村、消防本部、地方振興局及び庁内関係総室に送信さ

れる。 

防災情報提供システム 

気象通信系 
防
災
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム （

必
要
に
応
じ
） 

アデスオンライン 

Ｊ
‐
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ 

県
合
同
庁
舎 

地方振興局 

建設事務所 

土木・港湾建設・
ダム管理事務所 
その他県出先機関 

消防庁 

 

 

ＮＨＫ福島放送局 

福島テレビ 

福島中央テレビ 

福島放送 

テレビユー福島 

ラジオ福島 

福島海上保安部 

国土交通省東北地方整備局 

福島河川国道事務 所 

国土交通省北陸地方整備局  

阿賀川河川国道事務所 

陸上自衛隊福島駐屯地 

第 4 4 普 通 科 連 隊  

 

福島地方気象台 仙台管区気象台 

気象庁 

福島県警察本部 

福島県 

県総合情報 

通信ネットワーク 

庁内関係各総室 

 

交 番 

派出所 

駐在所 

大熊町 

地 域 住 民 

消防本部 

※二重線は特別警報発表時の伝達義務（放送機関はＮＨＫ福島放送局のみ） 

各警察署 
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第４節 通信の確保 

災害時においては、通信設備等を災害から防護するとともに、応急復旧作業を迅速か

つ的確に実施し、通信の疎通を確保する。 

 

通信の確保については、「一般災害対策編 第２章 第４節 通信の確保」の定めるところによ

る。 

 

第５節 相互応援協力 

災害発生時においては、防災関係機関相互の連携体制が重要となるため、防災関係機

関との相互の応援協力により適切な応急救助等を実施する。 

 

相互応援協力については、「一般災害対策編 第２章 第５節 相互応援協力」の定めるところ

による。 

 

第６節 災害広報 

災害時において、住民等及び防災関係機関に正確かつわかりやすい情報を提供し、混

乱を防止するとともに、適切な行動を支援するため、災害発生後速やかに広報部門を設

置し、関係機関と連携して広報活動を展開する。 

 

災害広報については、「一般災害対策編 第２章 第６節 災害広報」の定めるところによる。 
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第７節 消防活動 

地震によってもたらされる二次被害のうち、最も大きい被害をもたらすものが火災に

よるものである。地震火災による被害を少なくするため、町は、消防本部及び消防団の

全ての能力を活用して消防活動に取り組み、大規模火災時には協定等による広域応援要

請を行う。 

また、大規模な地震発生時には、消防力を上回る出火件数となることも想定され、こ

の場合には自主防災組織等を中心とした地域住民による初期消火、出火防止等が重要と

なることから、自主防災組織等の活動体制の整備に努める。 

第１ 消防本部による消防活動 

消防本部は、第一線の消防活動機関であり、地震火災に対し、総力をあげて消防活動に当た

るとともに、消防団等を指揮して有効な対策を行い、以下のとおり活動する。 

１ 災害情報収集活動優先の原則 

同時多発火災などの災害状況の迅速な把握と的確な対応のため、消防車等の管内巡回による

災害情報の収集を行う。 

２ 避難場所及び避難路確保優先の原則 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所及び避難路確保の消防

活動を行う。 

３ 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を行う。 

４ 消火可能地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して行う。 

５ 市街地火災消防活動優先の原則 

大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地

に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後、部隊を集中

して消防活動に当たる。 

６ 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な

消防活動を優先する。 

７ 火災現場活動の原則 

(1) 出場隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路を確保し

た延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定する。 

(2) 火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻勢的現場活動により火災

を鎮圧する。 

(3) 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先とし、道路、
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河川、耐火建造物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

第２ 消防団による活動 

消防団は、消防本部と連携をとりながら次のような活動を行う。 

１ 情報収集活動 

管内の災害情報の収集を積極的に行う。 

２ 出火防止 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地周辺の住民に対し、出火

防止の広報を行い、出火した場合には住民と協力して初期消火を図る。 

３ 消火活動 

消防隊が到着するまでの間や消防隊が十分でない場合には、率先して消火活動を行う。 

４ 救助活動 

消防本部による活動を補佐し又は自らが積極的に活動し、要救助者の救助救出と負傷者に対

して簡易な応急処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

５ 避難誘導 

避難の勧告・指示がなされた場合には、住民に伝達し、関係機関と連絡をとりながら、住民

を安全に避難誘導する。 

第３ 応援要請 

町長又は消防長は、単独での消防活動が困難であると判断したときは隣接相互応援協定を締

結している消防機関に応援を要請し、それでも対応できない場合は福島県広域消防相互応援協

定による派遣要請を行う。 

また、必要に応じて緊急消防援助隊の派遣やヘリコプターを使用する消防活動の応援を要請

する。 

応援要請の方法については、「一般災害対策編 第２章 第８節 救助・救急」の定めるところ

による。 
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第８節 災害救助法の適用等 

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、

知事が、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。 

災害救助法の適用基準に該当する場合又は該当する見込みがある場合は、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、速やかに所定の手続きを行

う。 

 

災害救助法の適用等については、「一般災害対策編 第２章 第７節 災害救助法の適用等」の

定めるところによる。 

 

第９節 救助・救急 

地震発生後には、倒壊家屋の下敷きになるなど救助・救急が必要となる被災者が出る

ことが予想される。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て、救助活動を実施する。 

町は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防災関係機関の協力を得ながら、

救助・救急活動を行うが、早期救出が生死を分けることになることから、住民及び自主

防災組織は、救助・救急活動を実施する防災関係機関に協力するとともに、自発的に救

助・救急活動を行う。 

 

救助・救急については、「一般災害対策編 第２章 第８節 救助・救急」の定めるところによ

る。 

 

第 10節 自衛隊災害派遣 

災害発生時における自衛隊の派遣要請を行う場合の必要事項、手続き等を明らかにし、

迅速かつ円滑な災害派遣活動を実施する。 

 

自衛隊災害派遣については、「一般災害対策編 第２章 第９節 自衛隊災害派遣」の定めると

ころによる。 
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第 11節 避難 

災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関は、相互の連絡調整を密にし、

適切な避難誘導を実施する。 

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スが多くなっているため、こうした状況から、要配慮者

への情報伝達、要配慮者の避難誘導、避難場所における生活等については特に配慮する。 

 

避難については、「一般災害対策編 第２章 第10節 避難」の定めるところによる。 

 

第 12節 避難所の設置・運営 

災害のために現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で、避難しなければならな

い者を一時的に受入れ、保護するため、災害の状況に応じ、あらかじめ指定した避難所

を開設し、適切に運営する。 

 

避難所の設置・運営については、「一般災害対策編 第２章 第11節 避難所の設置・運営」の

定めるところによる。 

 

第 13節 医療（助産）救護 

大規模な災害発生時には、広域あるいは局地的に、医療（助産）救護を必要とする多

数の傷病者の発生が予想されるため、災害時における救急の初動態勢を確立し、関係医

療機関及び防災関連機関との密接な連携のもとに一刻も速い医療（助産）救護活動を実

施する。 

 

医療（助産）救護については、「一般災害対策編 第２章 第12節 医療（助産）救護」の定め

るところによる。 
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第 14節 緊急輸送対策 

災害応急対策実施に必要な人員及び物資の輸送は、災害対策活動の根幹となるもので

ある。 

このため、緊急時における輸送路等を確保するとともに、車両船舶等が円滑に調達で

きるようにしておくことが重要であり、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の

円滑な実施に特に配慮して輸送活動を行う。 

 

緊急輸送対策については、「一般災害対策編 第２章 第13節 緊急輸送対策」の定めるところ

による。 

 

第 15節 災害警備活動及び交通規制措置 

大規模災害の発生時においては、様々な社会的混乱や道路交通を中心とした交通混乱

が予測されるため、関係機関との連携のもとに、住民の安全確保、各種犯罪の予防、取

り締まり及び交通秩序の維持等の活動を行う。 

 

災害警備活動及び交通規制措置については、「一般災害対策編 第２章 第14節 災害警備活動

及び交通規制措置」の定めるところによる。 

 

第 16節 防疫及び保健衛生 

災害による被災者の病原体への抵抗力及び被災地の衛生環境の低下を防止するととも

に、避難所あるいは仮設住宅等での生活における保健指導の実施、更に災害によるスト

レス等に対する精神保健指導を行い、被災者の健康の維持を図る。 
 

防疫及び保健衛生については、「一般災害対策編 第２章 第15節 防疫及び保健衛生」の定め

るところによる。 
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第 17節 廃棄物処理対策 

災害により発生したごみ、し尿及び災害に伴って発生したがれきの処分等を迅速かつ

的確に実施し、生活環境の保全、公衆衛生の確保、更に被災地での応急対策や復旧・復

興の円滑な実施を図る。 

 

廃棄物処理対策については、「一般災害対策編 第２章 第16節 廃棄物処理対策」の定めると

ころによるが、震災によるがれき処理については、次のとおりとする。 

 

１ がれき処理体制の確保 

がれきの処理については、原則として町又はがれきの発生原因となる各施設管理者が処理す

ることになるが、がれきが一時的かつ大量に発生することになるため、国、県、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確保を

図る。 

２ がれき処理対策 

(1) 仮置場の確保 

大量にがれき等が発生した場合は、仮置場に搬入する必要があるため、町はあらかじめ想

定した公有地等を中心に具体的な選定を行う。 

なお、仮置場は、大熊西工業団地を想定する。 

(2) 分別収集体制の確保 

発生したがれき等を効率よく処理、処分するためには、排出時の分別の徹底が必要である

ので、その確保策の検討を行う。 

(3) 適正処理・リサイクル体制の確保 

震災時においても廃棄物の適正処理を確保する必要があるにもかかわらず、大量に発生す

るがれき等の最終処分はかなり困難となることが想定される。 

このため、緊急時の相互扶助や産業廃棄物処理業者の支援のあり方など、産業廃棄物の適

正処理・リサイクル体制の確保策を検討しておく。 

(4) 広域処分体制の確保 

大量のがれき等を処分するためには、町外の最終処分場に処分を依頼することも想定され

るため、県と連携のもと、広域処分対策を検討する。 

(5) 粉じん等の公害防止策 

がれき等の応急処分の過程においては、粉じん、有害物質の発生などが考えられ、生活環

境への影響や保健衛生面から問題となる公害（大気汚染）が発生するおそれがあるため、町

は、その実態を把握するとともに、公害防止対策を行うよう関係機関に対し、指導する。 
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第 18節 救援対策 

災害により生活に必要な物資が被害を受けたり、流通機構の混乱等により物資の入手

が困難となった場合においても、住民の基本的な生活の確保、人心の安定を図ることを

目的として、生活の維持に特に欠かせない食料、生活必需品、飲料水等を確保するとと

もに、迅速な救援を実施する。この場合において、指定避難所に避難している被災者の

みならず、指定避難所以外に避難あるいは在宅被災者への供給にも配慮する必要がある。 

なお、これらの救援対策の実施に当たっては、第一次的には住民に最も身近な行政主

体として、町が当たり、県は広域にわたり総合的な処理を必要とするものに当たる。 

 

救援対策については、「一般災害対策編 第２章 第17節 救援対策」の定めるところによる。 

 

第 19節 被災地の応急対策 

被災地内の住民の生活やインフラを復旧させるため、宅地内や河川等の障害物を除去

するとともに、住民の生活上の不安を解消するための各種相談事業や、社会経済の安定

のため、金融機関による応急金融措置を実施する。 

 

被災地の応急対策については、「一般災害対策編 第２章 第18節 被災地の応急対策」の定め

るところによる。 

 

第 20節 応急仮設住宅の供与等 

災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができ

ない者に対して応急仮設住宅を供与することなどにより、一時的な居住の安定を図る。 

 

応急仮設住宅の供与等については、「一般災害対策編 第２章 第19節 応急仮設住宅の供与等」

の定めるところによる。 
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第 21節 行方不明者等の捜索、遺体の処理等 

災害により死亡していると推定される者については、捜索及び収容を行い、身元が判

明しない死亡者については、火葬・埋葬に付し、人心の安定を図る。 

 

行方不明者等の捜索、遺体の処理等については、「一般災害対策編 第２章 第20節 行方不明

者等の捜索、遺体の処理等」の定めるところによる。 

 

第 22節 生活関連施設の応急対策 

上水道、下水道、電気、ＬＰガス、交通、通信、放送等の生活に密着した施設が被災

した場合、生活の維持に重大な支障をきたすことが予想され、その影響は極めて大きい

ことから、速やかな応急復旧を図るための対策を確立する。 

 

生活関連施設の応急対策については、「一般災害対策編 第２章 第21節 生活関連施設の応急

対策」の定めるところによる。 
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第 23節 道路、河川管理施設、公共建築物等の応急対策 

地震発生時においては、道路・橋りょう施設を災害から防護するとともに、緊急輸送

路を最優先に応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、避難及び救助・救援のための交通

路を確保する。 

また、地震により河川管理施設等の被害を受けた場合は、浸水被害等が拡大する可能

性があるため、関係機関と連携のもと、対策を講ずる。 

さらに、公共建築物等の管理者は、その機能を確保するため、自主的な災害応急対策

活動を行い、被害の軽減を図る。 

第１ 道路の応急対策 

１ 町管理道路の応急対策計画 

町は、地震により道路、橋りょう等の交通施設に被害が発生し、若しくは発生するおそれが

あり、交通安全と施設保安上必要と認められるとき、又は地震災害における交通確保のため必

要があると認められるときは、通行禁止及び制限並びにこれに関連した応急対策についての計

画を定め、双葉警察署との連携を図りながら、直ちに活動に入る。 

(1) 応急対策 

ア 町管理道路や関連する道路の被害について、速やかに県に報告するほか、障害物の除去

や被害状況に応じた応急復旧を行い、交通の確保に努める。なお、応急復旧の実施に当たっ

ては、状況に応じて、他の道路管理者、双葉警察署、消防本部及び自衛隊と協力して必要

な措置をとる。 

イ 上水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合は、当該施設管理者及

び当該道路管理者に通報する。緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知措置等

住民の安全確保のための措置をとり、事後速やかに連絡する。 

(2) 復旧計画 

地震による被害施設の早期復旧を図り、併せて地震災害の再発を防止するための施設の新

設、又は改良を行う等、将来の地震に備えた事業を行う。 

２ 主要農道、主要林道応急対策計画 

町は、管理する農道・林道が地震により被災した時、障害物を除去するとともに、緊急度に

応じて復旧する。 

(1) 応急対策 

ア 防災関係機関等への連絡 

所管する道路の被害状況等を調査し、その結果を県に速やかに報告する。 

イ 交通の確保 

所管する道路の障害物の除去及び応急復旧を行い、交通の確保に努める。 

特に、農道のうち生活道路及び林道のうち集落との連絡林道については、優先して措置

する。 
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(2) 交通規制 

通行が危険な農道については、双葉警察署と協力して必要な交通規制を行い、通行者に対

する避難誘導措置を講ずる。 

また、通行が危険な林道については、関係機関に通報するとともに、通行禁止等の措置を

講ずる。 

第２ 河川管理施設等の応急対策 

１ 河川管理施設応急対策 

(1) 応急対策 

町は、地震による被害を軽減するため、次の活動体制を確保し、水防活動を実施するとと

もに、堤防、護岸等の河川管理施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、施設の応急復

旧に努める。 

また、町が実施する応急復旧活動について、必要に応じ、県に技術的援助及び調査の要請

を行う。 

ア 水防上必要な監視、警戒、通信、連絡及び輸送の体制 

イ 水門、樋門等に対する遅滞のない操作 

ウ 水防に必要な器具、資材及び設備の整備 

エ 他市町村との間における相互の協力及び応援体制 

(2) 復旧計画 

ア 町は、地震による被災箇所について、速やかに復旧計画を立てるとともに、これに基づ

く従前の効用を回復させる。 

イ 町は、被災した箇所を把握し、被害状況を各関係機関に報告する。この被害状況に基づ

いて災害復旧事業及び改良復旧事業を計画し、国の災害査定を受けた後、災害復旧事業に

おいては従前の効用を回復し、改良復旧事業においては再度災害の防止と治水安全度の向

上を図る。 

２ ダム施設応急対策 

(1) 基本方針 

あらかじめ定めた規模以上の地震が発生した場合には、速やかに必要な箇所について臨時

点検を行い、その結果ダムの安全管理上必要があると認めた場合は、応急措置を行い、ダム

の安全を確保する。 

(2) 応急対策 

ダムの管理者は、臨時点検の結果、漏水量、変形等のダムの挙動に異常が生じ、かつ急速

に増加の傾向を示す場合は、臨機に水位の低下等の応急措置を行う。 

町は、ダムの下流域の住民、一時滞在者に周知徹底を図るとともに、必要に応じて避難勧

告・指示等の措置をとる。 

３ 砂防施設等応急対策 

町は、地震後の点検により被災状況を把握し、土砂災害防止施設の被災やがけ崩れや落石、

雪崩等より二次災害が発生するおそれがある場合には、速やかに関係機関や県と協力し、応急

対策に努める。 
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４ ため池施設応急対策 

ため池管理者は、一定規模以上の地震が発生した場合は、ため池の緊急点検を行い、その結

果を速やかに町に報告をする。 

また、ため池に被害が発生した場合は、直ちに応急措置を行い、ため池の安全を確保し、二

次災害を防止するほか、町長の指示のもとに直ちに緊急放流や応急工事等を行い、ため池の安

全回復に努める。 

第３ 公共建築物等の応急対策 

１ 基本方針 

各施設の管理者は、人命安全確保を第一とし、重要な社会公共施設の機能を確保するため、

次のとおり、自主的な災害活動を行い、被害の軽減を図る。 

なお、社会公共施設は、地震災害後における医療、給食、ボランティア活動等における災害

応急対策の拠点としての業務が遂行できるよう、それぞれの施設において、自主的な災害対策

活動が実施できることを目標とする。 

２ 応急対策 

重要な社会公共施設の機能及び人命の安全確保を図るため、応急対策を行い、被害の軽減を

図る。 

また、地震時の出火及びパニック防止に重点をおき、それぞれの施設において自主的な災害

活動が実施できるようにするとともに、地震災害後における災害復旧を早急に行う。 

(1) 避難対策については、特に綿密な計画を樹立して万全を期する。 

(2) 地震時における混乱の防止措置を講ずる。 

(3) 緊急時には関係機関へ通報して応急の措置を講ずる。 

(4) 避難所になった場合には、防火について十分な措置をとる。 

 

主なダム・ため池 

名称 所在地 貯水量 堤高 堤長 

坂下ダム 大川原字坂下 2,840,000㎥ 43.0ｍ 231ｍ 

小塚池 野上字姥神 576,000㎥ 19.0ｍ 122ｍ 

万右エ門池 野上字楓沢 257,000㎥ 20.0ｍ 53ｍ 

鈴内池 夫沢字中央台 90,000㎥ 12.0ｍ 200ｍ 

妙見池 小入野字西大和久 84,000㎥ 8.0ｍ 200ｍ 

与吉２池 小入野字東大和久 80,000㎥ 5.0ｍ 70ｍ 
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第 24節 文教対策 

災害時において、児童生徒等の安全を確保するとともに、学校教育活動の円滑な実施

を確保するため、その所管する業務について、応急対策計画を定め、災害時における応

急対策を実施する。 

 

文教対策については、「一般災害対策編 第２章 第22節 文教対策」の定めるところによる。 

 

第 25節 要配慮者対策 

災害発生時において、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人

等いわゆる「要配慮者」は、災害情報の受理及び認識、避難行動、避難所における生活

等のそれぞれの場面で困難に直面することが予想されるため、「一般災害対策編 第２章 

第 10 節 避難」のとおり、要配慮者への情報伝達、避難誘導等において配慮するととも

に、災害発生後、速やかな要配慮者の把握、避難所における保健福祉サービスの提供等

に努める。 

 

要配慮者対策については、「一般災害対策編 第２章 第23節 要配慮者対策」の定めるところ

による。 

第 26節 ボランティアとの連携 

町内に大きな災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、

防災関係機関だけでは、十分に対応することができないことが予想されるため、ボラン

ティアの協力を得ながら、効率的な災害応急活動を行えるようボランティアの有効な活

用を図る。 

なお、発災後の時間の経過とともに、ボランティアを必要とされる活動領域が変化し

ていくことに留意する。 

 

ボランティアとの連携については、「一般災害対策編 第２章 第24節 ボランティアとの連携」

の定めるところによる。 
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第３章 災害復旧計画 

第１節 施設の復旧対策 

災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防

止するため必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を樹立し、

早期復旧を目標にその実施を図る。この計画の策定に当たっては、災害応急対策を講じ

た後に、被害の程度を十分検討して作成する。 

なお、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、激甚災害指定基準に該当する場

合は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害

の指定を、早期に受けられるよう努める。 
 

施設の復旧対策については、「一般災害対策編 第３章 第１節 施設の復旧対策」の定めると

ころによる。 

 

第２節 被災地の生活安定 

大規模災害時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは

生命の危険に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、

速やかな災害復旧を妨げる要因となる。そこで、災害時の人心の安定と社会秩序の維持

を図ることを目的として、防災関係機関と協力し、被災地の生活の安定のため緊急措置

を講ずるとともに、適切な情報提供に努める。 

 

被災地の生活安定については、「一般災害対策編 第３章 第２節 被災地の生活安定」の定め

るところによる。 
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第４章 津波災害対策 

第１節 津波災害対策の概要 

甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震に伴う大津波の経験を踏まえ、今後福

島県沿岸で発生が想定される津波災害から生命、身体及び財産を保護するため、津波災

害予防計画、津波災害応急対策及び津波災害復旧･復興に関する事項を定め、もって防災

体制の確立を期する。 

第１ 津波災害対策に関する法律との関係 

１ 日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災推進に関する特別措置法 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成16

年法律第27号。以下「特別措置法」という。）第３条により、本町は、その推進地域に指定され

ている。 

このため、同法第６条第１項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地

震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項及び地震に伴い発生する津波からの防護

及び円滑な避難の確保に関する事項について、本章を定める。 

２ 津波防災地域づくりに関する法律 

津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）は、津波による災害を防止し、又

は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用

及び保全を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保

護を図るため、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における所要の措置、津波災害警

戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び

建築物の建築等の制限に関する措置等について定めるもので、平成23年12月に施行された。 

県及び町は、この法律による津波防災地域づくりを推進するとともに、津波災害警戒区域が

指定されたときは、町の地域防災計画に必要な事項を定める。 

第２ 津波被害の想定 

県では、平成18年度から平成19年度にかけて、県内の市町が作成する津波ハザードマップや

津波避難計画の作成支援を目的として、津波想定調査を実施し、津波想定区域図を作成すると

共に、津波による被害想定を実施している。 

津波シミュレーションでは、国の中央防災会議が防災対策の検討対象として選定した「宮城

県沖の地震津波」と「明治三陸タイプの地震津波」のほか、福島県に震源が最も近い「福島県

沖高角断層地震津波」の３つの津波を想定し、それぞれの津波ごとに影響開始時間や第一波ピー

クの津波到達時間、最大遡上高等を予測した。 

平成29年度現在、福島県地域防災計画は、この東日本大震災前の被害想定をもとに策定され

ており、新たな被害想定の実施については、被災市町の復興状況を踏まえ検討するものとされ

ている。 
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第３ 想定する津波災害の規模と防災対策の目的 

津波災害については、県では現在のところ、第２に記載した３つの津波を想定しているほか、

過去には昭和35年５月のチリ地震津波のような「遠地津波」や平成23年３月の東北地方太平洋

沖地震に伴う津波（東日本大震災）といった規模の大きな津波被害が発生している。 

本章においては、その中でも、浸水面積等が最も大きな東日本大震災クラスを最大クラスの

津波とし、発生頻度や被害の大きさに応じて、２つのタイプの津波に対する特性に応じた津波

災害予防対策、津波災害応急対策を講じる。 

１ 発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（東日本大震災ク

ラス） 

何よりも住民等の生命を守ることを最優先とし、防災意識の向上や情報伝達体制の強化、

避難路・避難場所の設定などによる住民の避難を中心に、海岸保全施設等の整備や浸水想定

を踏まえた土地利用の制限なども柔軟に組み合わせた「多重防御」による総合的な対策を講

じる。 

２ 最大クラスに比べ発生頻度が高く、大きな被害をもたらす津波 

住民の人命及び財産の保護、地域経済の安定化や効率的な生産体制の確保などの観点から、

住民の避難による安全確保を前提としながら、津波から地域をできるだけ防御するために海

岸保全施設等の整備などを重点とした対策を講じる。 
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第２節 津波災害予防計画 

町、県及び防災関係機関が行う津波災害予防対策については、本節内で定めるものの

ほか、「第２章 災害予防計画」の各節に定めるところにより実施する。 

 

第１ 津波防災知識の普及、防災訓練 

１ 住民に対する津波防災教育 

町は、県と連携し、津波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になる

ことを踏まえ、防災週間、津波防災の日及び防災関連行事等を通じ、防災関係機関、地域の自

主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、津波防災知識の普及に努める。 

２ 津波防災訓練の実施 

(1) 町、県及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び住民の自主防災

体制との協調体制の強化を目的として、大規模な地震及び津波を想定した防災訓練（津波防

災訓練）を相互に連携して実施する。 

(2) 津波防災訓練は、年１回以上実施するよう努めるものとし、冬期等避難行動に支障をきた

す場合を想定するなど、様々な条件を考慮した訓練を行うよう配慮する。 

(3) 津波防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な避難のための災害応急対策を中心と

する。 

(4) 津波防災訓練は、町、防災関係機関及び居住者等の参加を得て行う実働型の防災訓練のほ

か、町、防災関係機関と連携した次のような個別訓練など、地域の実情に合わせて、より高

度かつ実践的に行う。 

ア 動員訓練及び本部運営訓練 

イ 地震情報･津波警報等の情報収集、伝達訓練 

ウ 災害警備及び交通規制訓練 

第２ 住民等への情報伝達手段の整備 

津波は、地震発生後極めて短時間に沿岸に到達するおそれがあるので、津波警報等が発表さ

れた場合や避難勧告等を発令する場合、あらゆる伝達手段を用いて一刻も早く沿岸部の住民や

観光客等に伝達するための手段を整備する必要がある。 

町は、津波警報等や避難勧告等の情報を住民等に提供するため、沿岸地域の同報系防災行政

無線の整備や、インターネット、コミュニティＦＭ等の活用など、その他の多様な通信連絡網

の整備充実に努める。 

 



第３編 震災対策編 

第４章 津波災害対策  第２節 津波災害予防計画 

 

 
238 

第３ 津波避難施設等の整備 

１ 津波監視体制の整備 

町は、次により津波監視体制の整備を図る。 

(1) 津波監視の方法 

町は、津波監視を行う際は、監視カメラ等の遠隔監視設備による無人監視体制の整備に努

めるものとし、やむを得ず有人監視を行う場合は、最大クラスの津波であっても安全を確保

できる高台や堅牢な建物等において実施し、監視者の安全確保を図る。 

(2) 津波監視担当者の選任 

町は、有人監視を行う場合は、地震発生後等に速やかに津波監視を開始できる者を津波監

視担当者として、あらかじめ選任する。 

(3) 津波監視場所の情報伝達手段の確保 

町は、有人監視を行う場合は、津波監視場所の情報伝達手段として、地震や停電等の災害

時にも使用可能な無線通信施設等の整備を図る。 

２ 指定緊急避難場所の整備 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

町は、津波浸水想定等により津波の危険が予想される地域について、地形、標高等の地域

特性や収容人数等を十分に配慮した、津波を対象とする指定緊急避難場所をあらかじめ指定

する。なお、津波を対象とする指定緊急避難場所を指定するまでの間は、東北地方太平洋沖

地震での浸水範囲外への避難を促すものとする。 

東北地方太平洋沖地震での浸水範囲 

(2) 指定緊急避難場所の要件 

指定緊急避難場所は、津波が発生し、又は発

生するおそれがある場合に、居住者、滞在者等

（居住者等）に開放されるものであり、階段そ

の他通路に避難上の支障が生じないものであ

ること。 

また、津波が発生した場合において人の生命

又は身体に危険が及ぶおそれがないと認めら

れる土地の区域内に設定するものであるが、公

共施設や民間ビル等の建物の屋上等を指定す

る場合は、津波による水圧、波力震動、衝撃等

によって損壊等を生じない構造のものであり、

かつ建築基準法上の耐震基準に適合するもの

とする。 

(3) 指定緊急避難場所の周知 

町は、印刷物の配布やインターネット等によ

り、指定緊急避難場所を居住者等に周知すると

ともに、標識看板等を設置する。 

 



第３編 震災対策編 

第４章 津波災害対策  第２節 津波災害予防計画 

 

 
239 

なお、住民だけでなく、現地の地理に不案内な観光客や海浜利用者等に対しても周知でき

るよう、海浜地への立看板の設置、パンフレットやチラシの配布、指定緊急避難場所及び津

波避難ビルを示す標識を設置する等の広報を行う。 

また、駅などにも、避難対象地域の掲示、指定緊急避難場所及び避難路の誘導表示などを

行うことにより、外来者に対し周知を図る。 

３ 避難路の選定 

町は、津波が発生した場合に避難が必要な地域から指定緊急避難場所までの避難路を選定し、

各道路管理者とともに避難路の整備に努める。 

(1) 避難路は、おおむね８ｍ以上の幅員があることとするが、地域の実情に応じて選定する。 

(2) 避難路は相互に交差しないこと。 

(3) 避難路沿いには、火災、爆発等の危険性の高い工場等がないこと。 

(4) 避難路の選定については、複数の道路を選定するなど、周辺地域の状況を考慮する。 

(5) 避難路には、指定緊急避難場所までの誘導標識の整備を行う。 

４ 緊急輸送路等の整備 

国（東北地方整備局）、県（道路総室）、町及び緊急輸送路等の管理者は、それぞれの計画に

基づき、避難者や支援物資等の緊急輸送を確保するために必要な輸送路の整備を行う。 

第４ 住民等の避難計画 

１ 津波ハザードマップの作成及び災害危険区域等の指定 

(1) 津波ハザードマップの作成 

町は、東日本大震災の津波浸水区域及び県が提供する浸水想定区域図等を踏まえ、津波が

発生した場合に避難が必要な地域（避難対象地域）や、指定緊急避難場所、避難路等を明示

した津波ハザードマップを作成し、公表するとともに、立て看板や避難訓練等を通じて、周

知徹底を図る。 

(2) 津波災害危険区域の指定 

町は、建築基準法第39条第１項の規定に基づき、条例で津波の危険が著しい区域を災害危

険区域として指定することができる。この場合、災害危険区域内における住居の用に供する

建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定

める。 

(3) 津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定 

県は、津波防災地域づくり法第53条の規定に基づき、津波が発生した場合には住民等の生

命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波

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土地の区域を、津波災害警

戒区域として指定することができる。 

また、同法第72条の規定に基づき、津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合には建

築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認

められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をす

べき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 
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２ 津波避難計画の策定 

(1) 町の措置 

ア 津波避難計画の作成 

町は、津波発生時における迅速かつ円滑な避難を実施するため、住民、自主防災組織、

消防機関、警察、学校等の多様な主体の参画により、避難対象地域、指定緊急避難場所・

避難施設、避難路、津波情報の収集・伝達の方法、避難勧告・指示の具体的な発令基準、

避難訓練の内容等を記載した、具体的かつ実践的な津波避難計画の策定等を行うとともに、

その内容の住民等への周知徹底を図る。 

イ 津波避難計画に定める内容 

津波避難計画には、以下の事項について定める。 

(ｱ) 津波浸水想定区域図 

(ｲ) 避難対象地域 

(ｳ) 避難困難地域 

(ｴ) 緊急避難場所等、避難路等 

(ｵ) 初動体制 

(ｶ) 避難誘導等に従事する者の安全確保 

(ｷ) 津波情報の収集、伝達 

(ｸ) 避難指示、勧告の発令 

(ｹ) 津波対策の教育･啓発 

(ｺ) 避難訓練 

(ｻ) その他の留意点 

(2) 県の支援 

県は、町に対し、より実効性のある避難計画を作成できるよう、総務省消防庁が作成した

「市町村における津波避難計画策定指針」及び「地域ごとの津波避難計画策定マニュアル」

をもとに、「福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」を作成するなど、町の津波避難計画

の策定を支援する。 

(3) 避難行動要支援者の避難対策 

避難行動要支援者の避難については、「第２章 第22節 要支援者の災害予防対策」に定める

ところにより、避難行動要支援者名簿の情報をあらかじめ自主防災組織、消防団及び近隣者

等の避難支援者に提供することにより、対象者の把握や避難の連絡方法、避難補助の方法等

を確認しておく。 

また、避難行動要支援者が津波からの避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防

災、医療、保健、福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。 

第５ 津波に強いまちづくり 

１ 海岸保全施設の整備 

県は、津波や高潮、波浪、海岸浸食などによる災害から海岸を防護し、国土を保全するため、

海岸堤防などの海岸保全施設の整備を図る。 

２ 防災緑地の整備 

町及び県は、最大クラスの津波に対しては、津波を減衰し浸水被害範囲を軽減して避難時間
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を確保することや、津波による漂流物を捕捉し漂流物の衝突による被害を軽減するために防災

緑地の整備を図る。 

防災緑地は、津波シミュレーションや背後地の土地利用状況などを総合的に考慮して高さ、

幅などを設定する。 

３ 市街地の再整備 

町及び県は、最大クラスの津波が到達した地域又は到達するおそれのある地域においては、

防災集団移転促進事業や土地区画整理事業などによる高台移転、宅地の嵩上げにより再度災害

の防止を図る。 

４ 施設の安全性の確保 

(1) 町、県、国、各施設管理者は、津波による被害のおそれのある地域において、構造物、施

設等を整備する場合、耐震化の推進を図るなど津波に対する安全性に配慮する。 

(2) 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門の閉鎖、工事

中の場合は工事の中断等の措置を講ずる。 

また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、

点検その他所要の被災防止措置を講じておく。 

(3) 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、必要に応じ次の事項について別に定める。 

ア 防潮堤、堤防、水門等の点検方針・計画 

イ 防潮堤、堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備等の方針・計画 

ウ 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

なお、積雪や凍結の影響により水門等の閉鎖に支障をきたすことなく、確実に作動する

よう配慮する 

５ その他町が定める事項 

町は、必要に応じ次の事項について別に定める。 

(1) 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整備の方針

及び計画 

(2) サイレン、広報車等の整備の方針及び計画 

(3) 海岸線の防災行政無線通信施設(同報系)等の整備の方針及び計画 
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第３節 津波災害応急対策 

町、県及び防災関係機関が行う津波災害応急対策については、本節内で定めるものの

ほか、「第３章 災害応急対策」の各節に定めるところにより実施する。 

 

第１ 津波警報等の伝達 

１ 津波警報等の発表 

(1) 津波警報等の種類と内容 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で

予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生し

てから約３分を目標に津波警報等を発表する。なお、大津波警報については、津波特別警報

に位置づけられる。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。ただし、

地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度よ

く推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそ

れがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の高さを

定性的表現で発表した場合は、地震発生からおよそ15分程度で、正確な地震規模を確定し、

その地震規模から予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

種 

類 

発表基準 

発表される津波の高さ 
津波警報等を見聞きした場合に 

取るべき行動 
数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の場

合の発表 

大
津
波
警
報 

予想される津波の高さ

が高いところで３ｍを

超える場合。 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨 大 陸域に津波が及び浸水するおそれが

あるため、沿岸部や川沿いにいる人

は、直ちに高台や避難ビルなど安全

な場所へ避難する。 

警報が解除されるまで安全な場所か

ら離れない。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦ 10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５ｍ） 

津
波
警
報 

予想される津波の高さ

が高いところで１ｍを

超え、３ｍ以下の場合。 

３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 
高 い 

津
波
注
意
報 

予想される津波の高さ

が高いところで 0.2ｍ

以上、１ｍ以下の場合

であって、津波による

災害のおそれがある場

合。 

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想高さ≦１ｍ） 
表記しない 

陸域では避難の必要はない。海の中

にいる人は直ちに海から上がって、

海岸から離れる。海水浴や磯釣りは

危険なので行わない。 

注意報が解除されるまで海に入った

り海岸に近づいたりしない。 

※大津波警報は、平成 25年８月 30日より特別警報に位置づけられている。 
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(2) 津波警報等標識 

津波注意報、津波警報及び大津波警報を鐘音又はサイレンによって伝達する場合は、次の

方法による。（気象庁告示第３号－予報警報標識規則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 津波予報区 

津波予報区分は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（気象庁ホームページより転載） 
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(4) 津波に関する予報及び情報 

ア 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で

発表する。 

津波予報の発表基準とその内容 

発表基準 内容 

津波が予想されないとき  

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 

０．２m未満の海面変動が予想さ

れたとき（津波に関するその他

の情報に含めて発表）  

高いところでも０．２m未満の海面変動のた

め被害の心配はなく、特段の防災対応の必

要が無い旨を発表  

津波警報等解除後も海面変動が

継続するとき（津波に関するそ

の他の情報に含めて発表）  

津波に伴う海面変動が観測されており、今

後も継続する可能性が高いため、海に入っ

ての作業や釣り、海水浴などに際しては十

分な留意が必要である旨を発表 

 

イ 津波情報 

津波警報等を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを津波情

報で発表する。 

津波情報の種類 

種類 内容 

津波到達予想時刻・予想される津波

の高さに関する情報 

各津波予想区の津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さを発表する。 

※この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報

区でもっとも早く津波が到達する時刻。場所によっ

ては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲っ

てくることもある。 

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻

に関する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予測時刻を発表す

る。 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表する。 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻の高さ、及び沖合の観測値

から推測される沿岸での津波の到達時刻や高さを津

波予測区単位で発表する。 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

 

２ 津波警報等の伝達受理 

津波は、地震発生後極めて短時間に沿岸に到達するおそれがあるので、津波警報等が発表さ

れた場合、防災関係機関は、津波警報等伝達系統図により、可能な限り迅速、的確に伝達する。 

また、津波に関する情報の伝達は、津波警報等の伝達に準じて行う。 

(1) 福島地方気象台 

福島県を対象区域とする津波警報等又は「津波に関する情報」を受理したときは、津波警

報等伝達系統図により速やかに、防災情報提供システムにより伝達する。 
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別図 津波警報等伝達系統図（大熊町関係部分） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       の経路は、特別警報発表時に伝達、通知または周知の措置が義務づけられている。 

 

(2) 県 

ア 福島地方気象台から通報される情報は、危機管理総室が受理し、県総合情報通信ネット

ワークにより直ちに市町、消防機関、県出先機関に伝達する。 

イ 大津波警報（特別警報）の情報を受けたときは、直ちに市町に通知する。 

(3) 町 

ア 町は勤務時間外においても、県総合情報通信ネットワーク等により伝達される情報が、

担当部課長へ迅速・確実に伝達されるよう、連絡体制を定めておく。 

イ 情報の伝達を受けたときは、関係部課に周知徹底できるよう予め情報の内部伝達組織を

整備しておくとともに、防災行政無線等により、速やかに住民その他関係のある団体に周

知徹底させる。 

なお、定められた伝達ルート以外で津波警報等を覚知したときも直ちに住民に伝達でき

るようにあらかじめ体制を整えておくことが重要である。 

ウ 大津波警報（特別警報）の情報を受けたときは、直ちに公衆や官公署に周知の措置をと

る。 

エ 津波警報等及び情報の受理後は、ラジオ、テレビの報道に特に注意をするとともに、的

確な情報の把握に努める。 

 

３ 避難勧告等の発令 

(1) 津波監視 

町は、津波注意報が発表されたときは、消防機関と協力をして、直ちに津波監視を行う。

津波監視を行う場合は、監視に従事する者の安全確保に十分な配慮を行う。 

東日本電信

電話（株） 

気 象 庁 携 帯 電 話 事 業 者 住民等 

大津波警報 

及び津波警報 

大津波警報 

及び津波警報 

大熊町 

ＦＡＸ 緊急速報メール 

ＮＨＫ等報道機関 テレビ・ 

ラジオ 

消 防 庁 
仙台管区気象台 

双葉地方広域市町村圏

組 合 消 防 本 部 

東北管区警察局 

福島地方気象台 
県内テレビ局 

防災情報提供

システム 

大 熊 町 

福島県 

（生活環境部県民安全総室） 

相 双 地 方 振 興 局 

他 県 出 先 機 関 

県 警 本 部 

双葉警察署 

住 民 等 

第 二 管 区 海 上 保 安 部 

福島海上保安部 

防災情報提供 

システム 
航行船舶 

各漁協等 

福島第一原子力発電所 

福島第二原子力発電所 

 
県総合情報通信 

ネットワーク 
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また、大津波警報及び津波警報が発表された場合は、津波監視よりも、海浜にある者や沿

岸住民への津波警報等の広報、伝達並びに避難の勧告、指示を最優先に行う。 

(2) 津波の自衛措置 

近海で地震が発生した場合、津波警報等の発表以前であっても、津波が来襲するおそれが

あるため、強い揺れ（概ね震度４程度以上）を感じたとき又は弱い揺れであっても長い時間

ゆっくりとした揺れを感じたときには、町は、消防機関、消防団、警察官及び自主防災組織

等と協力し、海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに海浜から退避し、急いで高台等安全

な場所に避難するよう勧告又は指示をする。 

(3) 避難の指示等 

町は、津波災害から人命、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、地域住民等に対して避難指示等を行う。どのような津波であれ、危険地域からの

一刻も早い避難が必要であることから、「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」は発令

せず、基本的には「避難指示（緊急）」のみを発令する。 

津波に関する避難指示等を判断する情報としては大津波警報、津波警報、津波注意報があ

る。 

ア 津波監視により異常を認めた場合は、避難対象地域にある者に対し、速やかに避難指示

等を行う。 

イ 津波注意報が発表された場合は、海浜にある者に対し、直ちに海浜から退避するよう避

難指示を行う。 

ウ 大津波警報及び津波警報が発表された場合は、避難対象地域及び周辺の沿岸沿いにある

者に対し、直ちに避難指示等を行い、その周知徹底を図る。 

特に、大津波警報が発表されたときは、避難対象地域を越えて津波被害が発生するおそ

れがあるため、避難対象地域周辺の地域に対しても避難指示等を行う。 

また、海岸部に近い社会福祉施設や要支援者に避難指示等を行う場合は、自主防災組織

等の付近住民や当該施設管理者と連携を図りながら避難誘導を行う。 

エ 通信機材の支障や停電等により津波警報等が確認できない場合でも、地震の規模や状況

から津波発生の恐れがあると判断した場合は、住民に対し、避難指示等を行い、その周知

徹底を図る。 

オ 津波の河川遡上のおそれがあるときは、水門の操作管理者等とともに水門の操作を行い、

また、付近住民の避難指示等を行う。 
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(4) 避難勧告等の判断基準 

平成26年７月31日に定めた避難勧告等の判断基準は、以下の通りである。今後、国の「避

難勧告等に関するガイドライン」の随時改定を受け、定量的かつわかりやすい指標を用いる

ことを基本に、随時改訂していく。 

 

大熊町津波災害に関する避難勧告等の判断基準 

 判 断 基 準 

避難指示

（緊急） 

 ア～ウのいずれか１つに該当する場合 

ア 大津波警報が発表された場合 

 【避難の対象区域】 

夫沢地区、小入野地区、熊川地区、小良浜地区 

イ 津波警報が発表された場合 

 【避難の対象区域】 

 夫沢地区、小入野地区、熊川地区、小良浜地区 

ウ 津波注意報が発表された場合 

 【避難の対象区域】 

熊川海岸、夫沢海岸 

（漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海水浴客等を念頭に、

海岸堤防等より海側の地域を対象とする） 

避難勧告 

等 

 気象庁が「遠地地震に関する情報」の中で、津波警報等が発表される前から

津波の到達予想時刻等の情報を発表した場合 

 

(5) 県への報告 

町が避難指示等を実施した場合には、直ちに県に報告する。 

(6) 県による避難の勧告、指示 

地震や津波により、町が被災し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場

合は、県が避難の勧告、指示を行う。 

 

４ 住民等への伝達 

(1) 町の措置 

町は、津波警報等や避難勧告等の伝達にあたっては、走行中の車両、運行中の列車、船舶、

海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、広報車、ホームペー

ジ、ソーシャルネットワークサービス、携帯電話への緊急速報メール、テレビ、ラジオ及び

コミュニティＦＭ等を活用し、あらゆる手段を用いて住民等へ伝達するよう努める。 

大津波警報（特別警報）が発表された場合は、直ちに住民等に伝達する。 

また、伝達に当たっては、消防機関、消防団、警察官及び自主防災組織等の協力を得て行

う。 

(2) 警察官の措置 

警察官は、津波警報等が発表された場合又は津波のおそれがある場合において、町長が避
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難の勧告、指示をすることができないと認めるとき、町長から要求があったとき又は危険が

切迫していると警察官自ら認めるときは、沿岸住民、海浜利用者等に対して避難の指示を行

う。 

警察官は、避難の指示をしたときは、直ちにその旨を町長に通知を行う。 

(3) 海上保安官の措置 

海上保安官は、津波警報等が発表された場合又は津波のおそれがある場合は、巡視船艇、

航空機を巡回させ、磯釣り客、港湾工事関係者、海浜利用者等に対して避難の指示を行う。 

海上保安官は、避難の指示をしたときは、直ちにその旨を町長に通知を行う。 

(4) 県の措置 

県は、大津波警報及び津波警報が発表された場合は、緊急速報メールやソーシャルネット

ワークサービスを利用して住民等に周知するとともに、放送事業者への情報提供により町が

行う避難勧告等の伝達を援助する。 

第２ 住民等の避難誘導 

町は、消防職員、消防団員、警察官、町職員など避難誘導や防災対応にあたる者の安全が確

保されることを前提とした上で、予想される津波到達時間も考慮しつつ、避難の広報や避難誘

導、避難行動要支援者の避難支援等を行う。 

町や防災関係機関は、避難誘導や防災対応にあたる者の二次災害を防止し、安全を確保する

ため、ライフジャケットの着用や無線等通信手段の携行に努めるとともに、避難誘導活動に係

るガイドラインを作成する。 

特に、避難広報は安全を確保できる高台で行うことや、水門閉鎖や避難誘導の業務は津波到

達予想時刻前に終了し安全な場所に退避すること、避難誘導や防災対応にあたる者の待避とと

もに住民の避難が完了していることが必要であること等について、事前に住民等に周知する。 

また、大津波が発生した場合には、河川の遡上による被害が発生することもあるので、河川

沿いに避難することの危険性についても周知を図る。 

 

 

 

 




