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第１節 本市の地震被害想定 

１ 想定される地震の規模等 

 国の地震調査研究推進本部地震調査委員会は、主要な活断層や海溝型地震（プレートの沈み込みに伴う

地震）の活動間隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模（マグニチュード）及び発生確率〕等を評価（長

期評価）し、随時公表している。本県において今後 30年以内に起こる震度６弱以上の揺れに見舞われる確

率等については、以下のとおり。 

 

 
名  称 

最大想定 

マグニチュード 
位   置 

３０年以内 

発生確率 

内

陸

型

地

震 

山形盆地断層帯 
北部 ７.３程度 大石田町～寒河江市約 29km 0.003～8％ 

南部 ７.３程度 寒河江市～上山市約 31km 1％ 

新庄盆地断層帯 
東部 ７.１程度 新庄市～舟形町約 22km 5％以下 

西部 ６.９程度 鮭川村～大蔵村約 17km 0.6％ 

長井盆地西縁断層帯 ７.７程度 朝日町～米沢市約 51km 0.02％以下 

庄内平野東縁断層帯 
北部 ７.１程度 遊佐町～庄内町約 24km ほぼ 0％ 

南部 ６.９程度 庄内町～鶴岡市（旧藤島町）約 17km ほぼ 0～6％ 

海

溝

型

地

震 

日本海東縁部 

秋田県沖 ７.５程度 
概ね南北方向に長さ 90km 程度、幅 24km

程度の矩形 
3％程度以下 

山形県沖 ７.７前後 
北側 50km 

南側 70km 
ほぼ 0％ 

新潟県北部沖 ７.５前後 80km程度 ほぼ 0％ 

佐渡島北方沖 ７.８程度 
概ね南北方向に長さ 140km程度、幅 34km

程度の矩形 
3～6％ 

出典：地震調査委員会「活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧」より 

※発生確率の基準日は令和 3年 1月 1日現在  

２ 地震被害想定調査結果 

 平成 17 年に国の地震調査委員会より「長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東縁断層帯の長期評価」が公

表され、最大想定マグニチュードが置賜地方で 7.7、庄内地方で 6.9～7.1の地震発生の可能性があること

が指摘されたことを受け、県が平成 17年度に両断層帯の被害想定調査を実施した。 

 長井盆地西縁断層帯を震源として最大規模の地震が発生すると仮定した場合、本市では震度 7の強い揺

れと大きな被害が想定される。 

(1) 想定地震 

 本計画では、本市における被害想定が最大の長井盆地西縁断層帯を震源とした地震を想定する。 
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長井盆地西縁断層帯を構成する断層とその位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地震調査研究推進本部より 

 

 (2) 地震動・液状化・斜面災害等 

 北部に震度７、６強が広範囲にみられ、全域に震度５強の地震が想定されている。液状化の危険度

も北部に見られる。 

 急傾斜地よりも、土石流危険箇所の被害が大きく、地すべりについては、被害は低いと想定されて

いる。 
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 長井盆地西縁断層帯 

計測震度 平均 6.2、最大 6.6 

震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液状化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急傾斜地 

危険箇所 
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 長井盆地西縁断層帯 
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(3) 物的被害（H17地震被害想定調査結果より） 

ア 建物等数 

 建物等被害数は、冬季の場合で 4,199棟の全壊が予測されている。 

 

＜建物等数＞                           平成 17年１月現在 

木造（棟数） 非木造（棟数） 総  数 

27,902 9,769 37,671 

 

＜建物被害想定結果＞                             （棟） 

建物総数 
夏  季 冬  季 

全壊棟数 全壊率(%) 半壊棟数 全壊棟数 全壊率(%) 半壊棟数 

37,671 3,704 9.8 6,702 4,199 11.1 7,597 

 

イ 交通被害 

 交通被害は、国道 13号（南陽市赤湯－花沢町）の被害が最も大きいと予測されている。 

 

＜道路被害想定結果＞ 

道路名称 区間（自-至） 液状化 揺れ 落石等 橋梁 合計点 
1 ﾒｯｼｭ
当たり
の点数 

注意度 

国 道 1 3 号 南陽市赤湯－花沢町 10.25 21.0 0.0 3.0 34.25 0.82 ★★ 

国 道 1 3 号 花沢町－西栗子トンネル 4.50 7.0 1.5 1.0 14.00 0.30  

国 道 121 号 米沢総合公園－福島県境 7.75 12.0 6.5 1.0 27.25 0.42 ★ 

国 道 287 号 長井市今泉－大町 3.75 23.0 0.0 2.0 28.75 0.58 ★★ 

米 沢 高 畠 線 茂林堂－米沢市役所 0.75 1.5 0.0 0.0 2.25 0.75 ★ 

米 沢 高 畠 線 米沢市役所－花沢町 0.75 1.5 0.0 0.0 2.25 0.75 ★ 

米 沢 環 状 線 春日橋－市役所 0.75 0.0 0.0 0.0 0.75 0.25  

米沢南陽道路 米沢北 IC－高畠南陽 IC 7.25 14.5 0.0 0.0 21.75 0.75 ★★ 

※ 液状化に伴う通行支障の発生可能性の点数＝区間内の液状化危険度Ａ（地表最大速度が基準最

大速度の 1.25倍以上）以上のメッシュ数×0.25 

※ 揺れに伴う通行支障の発生可能性の点数＝区間内の震度６強以上（計測震度 6.0以上）のメッ

シュ数×0.5 

※ 落石等に伴う通行支障の可能性の点数＝区間内の急傾斜危険箇所における震度６強以上（計測

震度 6.0以上）のメッシュ数×1.0 

※ 橋梁が被災した場合の通行支障の可能性の点数＝区間内の橋梁の耐震対策未着工・一部未着手

箇所の震度６強以上（計測震度 6.0以上）のメッシュ数×1.0 

※ 注意度は、４つの評価項目の評価点の合計が 20 点を超えた場合と１メッシュ当たりの点数が

0.5点を超えた場合についてそれぞれ★印を１つ付けた。 

 

ウ 鉄道被害 

 鉄道被害は、奥羽本線（赤湯－米沢）、米坂線（今泉－米沢）の発生一日後の不通率が 100％、奥

羽本線（米沢－福島県境）においても、80％と高い不通率になると予想されている。 

 道路被害よりも大きく、軌道などに破損があった場合は、復旧にも時間を要する可能性が高い。 
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エ 危険物施設等被害 

 危険物貯蔵施設（屋外タンク）114のうち、出火はないが、漏えい２（1.76％）、破損等 42（36.51％）

と震源に近いため被害は大きい。 

 

オ 上水道被害 

 上水道被害は、地震直後には、ほぼ全地域が断水し、一日後でも 90％近い断水率となっており、

大きな被害が予測されている。 

 

＜上水道被害想定結果＞                      平成 17年 12月現在 

水道供給

世帯数 

総管路長

(km) 

被害箇所 

（箇所） 

断水率（断水戸数/供給戸数） 断水世帯数 

地震直後(%) 一日後(%) 地震直後 一日後 

32,861 473.2 410 98.4 87.8 28,465 25,339 

※ 水道供給世帯数は、令和 3年 3月 31日現在の数値。 

 

カ ＬＰガス被害 

 本市のＬＰガス普及率は、99.4％（32,948 世帯）で、そのうち要点検供給世帯数が 10,317 世帯

と予測されている。 

 

＜ＬＰガス被害想定結果＞                      平成 17年３月現在 

ガス供給世帯数 平均計測震度 全半壊率※ 要点検供給世帯数 

32,948 6.2 31.3 10,317 

※ 全半壊率は、最悪のケースを想定し冬季の結果を用いている。 

 

キ 下水道被害 

 下水道被害の排水困難人口は、1,948人と予測されている。 

 

＜公共下水道普及率＞                        平成 17年３月現在 

行政人口 処理人口 水洗化人口 普及率 水洗化率 使用率 

91,001 46,971 34,372 51.6％ 73.2％ 37.8％ 

 

＜下水道深さのデータ＞ 

総延長(km) 
下水管路長（km単位） 

深さ 10ｍ未満 深さ 10ｍ以上 

225.4 224.7 0.7 

 

＜下水道施設被害想定結果＞ 

被害率(%) 管渠土砂堆積延長(km) 排水困難人口 

4.16 9.3 1,948 

    ※ 被害率は、液状化被害率に基づいている。 

 

ク 電気関連被害 

 電気関連被害は、5,746 世帯が停電し、本市のみならず、広範囲にわたり被害がでると予測され

ている。 

 



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

7 

＜電気に関連する情報＞                       平成 17年１月現在 

供給世帯数 電気利用契約口数 電柱本数 架空ケーブル長(m) 地中ケーブル長(m) 

33,136 37,051 17,942 1,201,101 30,398 

 

＜電気関連被害想定結果＞ 

被害電柱本数 
架空ケーブル 

被害延長(m) 

地中ケーブル 

被害延長(m) 
停電率(%) 停電世帯数 

128 2,745.3 136.8 17.3 5,746 

 

ケ 電話関連被害 

 不通となる世帯数は、3,167 世帯と予測されている。大規模災害時には、電話網は一定時間内に

処理できる能力を超える電話が集中すると使用できなくなるため、そのようなときでも災害用伝言

板サービスや SNSは繋がりやすく、安否確認などに活用できる。 
 

＜固定電話に関連する情報＞                     平成 17年３月現在 

電柱本数 固定電話施設数 架空ケーブル長(m) 地中ケーブル長(m) 

12,400 36,835 773 187 

      ※ データの提供は、ＮＴＴ東日本山形支店による。 
 

＜固定電話関連被害想定結果＞ 

被害電柱本数 
電柱被害率

(％) 

架空ケーブル

被害延長(m) 

地中ケーブル

被害延長(m) 
支障率(%) 不通世帯数 

89 0.72 1,897.3 841.5 8.6 3,167 

 

(4) 人的被害 

 人的被害は、冬季の早朝に起きた場合の被害が最も大きく、死者 353人、負傷者 2,325人と予測さ

れている。 

 これは、早朝は家屋内にいる人数が多いために、家屋の倒壊などによって死者数が多くなるためと

考えられる。 
 

＜人的被害想定結果＞ 

昼間人口 夜間人口 
夏季昼間 冬季早朝 冬季夕方 

死 者 負傷者 死 者 負傷者 死 者 負傷者 

98,617 95,396 162 1,383 353 2,325 218 1,686 

（「H18.3地震被害想定調査結果」より） 

   （参考）平成 27年度国勢調査データ「Ⅲ 人口の概要」 昼間人口：91,861人、夜間：85,953人 

(5) 避難者 

 避難者数は、昼間・夜間とも、10％強の避難者が出ると見込まれている。 

 

＜避難者想定結果＞ 

昼間人口 夜間人口 
昼    間 夜    間 

避難者数 避難率(%) 避難者数 避難率(％) 

98,617 95,396 9,738 10.2 10,261 10.8 

（「H18.3地震被害想定調査結果」より） 
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３ 各種施設等における被害 

(1) 道路施設 

ア 平地部の軟弱地盤等における道路の陥没、隆起、亀裂等、山地部での道路への土砂崩壊、落石及

び地すべりによる道路の崩壊等 

イ 橋梁の破損、落橋等 

(2) 河川施設 

 護岸・堤防等の陥没、崩壊、亀裂等 

(3) 砂防施設等 

 護岸・よう壁・のり面等の崩壊、亀裂等 

(4) 上下水道施設 

ア 上水道 

 浄水場、埋設管路（導水管、送水管、配水管、給水管）等の破損、折損、継手部の離脱等 

イ 下水道 

 処理場、管渠等の破損、折損、継手部の離脱等 

(5) 電力施設 

ア 発電設備等の破損 

イ 送配電設備（鉄塔、変電設備、電柱、地中ケーブル等）の倒壊、破損等 

(6) ガス施設 

 充てん容器、配管等の破損等によるプロパンガスの漏えい 

(7) 毒物劇物取扱施設 

 毒物劇物貯蔵施設の破損等によるプロパンガスの漏えい 

(8) 鉄道施設 

 駅舎、線路、トンネル等鉄道施設の損壊等 

(9) 公衆電話通信施設 

 ケーブル、中継器等公衆電話通信用施設の破損等 

(10) 農地・農業用施設 

ア 農用地の陥没、あぜの崩壊、噴砂現象及び地すべり地帯での地すべり等 

イ ダム、ため池等の貯水の漏水、堤等の決壊 

ウ 用排水路、揚排水機場等農業用施設の破損等 

(11) 建築物 

ア 耐震力性の低い建築物の倒壊、破損等 

イ 窓ガラス等の建築物に付随する壊れやすい材料の落下及び家具等の転倒等 

４ 地震発生後における火災等の被害 

 震災時には、各種施設等への被害発生はもとより、火災、爆発、危険物の漏えい、洪水等の被害が予想

される。特に、次のような要因が重なると大きな人的、物的被害をもたらすおそれがある。 

(1) 消防関係施設等 

ア 消防活動の中心となる消防庁舎等の倒壊、破損等による消防機能の減退 

イ １１９番回線の断線による不通及び回線混雑による通話不能 

ウ 道路の亀裂・陥没、橋梁の破損、交通渋滞等による消防自動車等の通行不能 
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＜参考＞ 

阪神・淡路大震災時の神戸市消防局における 119番受信状況（1月 17日の状況） 

 総数 

緊急通報 
消防隊 

緊急連絡 

非緊急通報 

火災 救急 その他 病院照会 
地震等問

合せ 

無応答 

その他 

5:46～6:00 36   2   10 24 

6:01～7:00 405 11 17 45 7 8 74 243 

7:01～8:00 446 19 19 96 15 20 43 234 

5:46～24:00 6,872 237 297 981 258 207 2,130 2,762 

 

(2) 水利施設 

ア 水道網の分断、道路の破損による消火栓の使用不能 

イ 防火用水槽の亀裂、破損による漏水等 

ウ 屋内の消火施設（消火栓、スプリンクラー等）の破損、停電によるポンプの不作動等 

(3) 事業所等 

ア 消火用施設の破損、停電によるポンプの不作動等 

イ 不特定多数が利用する施設においてのパニック、混乱等による消火活動の遅延 

ウ 火災の同時多発 

エ 危険物等取扱事業所における貯蔵設備、充てん容器、配管等の破損による危険物の漏えい 

オ 学校、研究機関、薬局等、少量危険物を多種類にわたり取り扱う施設における収容容器転倒、落

下、破損等による混合発火等 

(4) 一般住宅 

ア 火気使用時間帯における火災の同時多発 

イ 市民による初期消火活動の混乱 

５ 応急対策時の支障 

 震災による被害発生等に伴い、応急対策等を実施する上で、次のような支障をきたすことが予想される。 

(1) 通信回線の障害、混雑等に伴う各種情報の収集・伝達活動等の遅延 

(2) 交通機能混乱に伴う人的・物的輸送活動等の遅延 

(3) 被害拡大、デマ等に伴う被害者の混乱 

(4) 経済活動の低下に伴う食料、生活必需品等物資の不足 

６ 地震防災対策の課題 

(1) 公共施設の耐震化の促進 

旧耐震基準時に建築された防災上重要な施設を中心に、解体や耐震化を進める必要がある。 

(2) 地域防災力の強化 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災等これまでの大規模広域災害においては、地域住民が協力し合っ

て人命を救出した事例等が数多くみられ、地域における自主的な防災活動の重要性が改めて認識され

ている。 

本市は、自主防災組織の結成促進や活動活性化の取組、防災知識の普及啓発、ボランティア活動の

環境整備などに努める必要がある。 
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(3) 要配慮者対策 

 要配慮者は、震災時に自力での避難が困難な状況で、公的支援や自主防災組織等、地域コミュニテ

ィの支援が必要不可欠である。本市は、要配慮者の把握や支援マニュアルの整備、要配慮者に配慮し

た避難所運営、長期避難に対する環境整備が求められる。 

 また、地域コミュニティが支援する体制を構築し、震災時の避難誘導等を円滑に実施する必要があ

る。具体的には災害時用配慮者避難支援プランの作成、社会福祉施設等における地域住民や施設相互

間における連携の強化等を推し進める。 

(4) 広域応援体制の整備 

 本市は、県内外の複数の自治体と災害時相互応援協定を締結しているが、平常時より関係機関との

連携を深め、広域応援が円滑に展開できる体制を整備していく必要がある。 

(5) 防災知識の普及対策 

 “自分の命は自らが守る”という防災の原点に立ち、市民は、自宅の耐震化、生活必需品等の備蓄

や、消火・救助活動等への協力が求められる。本市は、被害を軽減するため、市民、事業所自らが震

災への備えに努めることが重要であることから、より一層防災知識の普及を行っていく必要がある。 
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第２節 防災知識の普及計画 

 

 

■関係部課局 

 防災危機管理課、教育委員会 

■関係機関 

 県、消防機関、市民（自主防災組織、町内会）、各種施設管理者及び企業（防火管理者、危険物取扱

者、病院・福祉施設、旅館・ホテル、大規模小売店舗等） 

１ 計画の概要 

 市が、災害時応急対策の主体となる職員に対する防災教育や訓練及び市民の防災意識の向上を図るため

に行う防災知識の普及・啓発について定める。 

２ 防災担当職員等に対する防災教育 

 市は、防災担当職員に対し、災害時における適正な判断力を養い、関係機関における防災活動の円滑な

実施を期するとともに、応急対策全般への対応力を高めるため、防災教育の普及徹底を図る。 

 災害発生時に応急対策の主体となる市職員は、防災教育を通して、防災に関する知識と適切な判断力を

養うことが求められる。 

(1) 市における防災教育 

 市は、毎年度当初、市職員に対し、防災関係法令、関係条例、防災計画及び災害時の所管防災業務

における個人の具体的役割や行動・災害時職員行動マニュアル等について周知徹底を図るよう努める。

さらに、国、県等が実施する研修会等に防災関係職員を参加させるとともに、研修会等の開催に努め

る。 

(2) 防災関係機関における防災教育 

 防災関係機関は、それぞれが定める防災に関する計画に基づいて防災教育を実施する他、市及び県

が実施する防災訓練や研修会等に積極的に参加する。 

(3) 気象防災アドバイザー等の知見の活用 

 市は、応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度、大学

の防災に関する講座等との連携、専門家（風水害においては気象防災アドバイザー※等）の知見の活用

等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕

組みを平常時から構築することに努めるものとする。 

 

※  気象防災アドバイザーとは、地域の気象と防災に精通する者として、気象台 OB・OG に対して国

土交通省が委嘱した者であり、平常時は、防災気象情報の読み解き方法等について地方公共団体職

員や住民に対し継続的に解説するとともに、災害発生が見込まれる際には、地方公共団体の災害対

策本部等に駐在し、幹部職員を含む防災業務を担う職員に対して、地域の特性を踏まえた気象解説

を実施するなど、気象台とは異なり、地方公共団体側のスタッフとして防災業務を直接支援するも

のです。 

※  最近では、定年退職した幹部自衛官の専門的知識・能力・経験の活用を推進するため、都道府県

や市区町村の防災・危機管理担当職員として再就職するケースも注目されている。 

３ 市民に対する防災知識の普及 

 大規模な災害が発生した場合には、すべての応急対策について行政が対応することは困難であり、市民
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自らの自主防災意識と行動が重要となることから、市及び県は、防災訓練や啓発活動等を通して市民に対

する防災知識の普及を図る。 

(1) 啓発内容 

 市は、市民が日ごろから「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識を持ち防災活動を行える

よう、自然災害に備えた普段の心得や災害発生時の心得として、次の事項について啓発を行う。 

ア 災害発生前の備えについての啓発事項 

(ｱ) 住宅の安全点検（建物の耐震化、家具の固定、ブロック塀等の転倒防止対策） 

(ｲ) 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

(ｳ) 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（ローリングストック法※の活用） 

※ローリングストック法：普段の生活で消費する食品や生活必需品を少し多めに買っておき、

古くなったものから順に使用し、使用した分を新たに買い足すことで常に一定量を確保して

おく備蓄方法。 

(ｴ) 自動車へのこまめな満タン給油 

(ｵ) 高齢者用、乳幼児用、食物アレルギー者用等、家族の実情に応じた食料等の備蓄 

(ｶ) 家族が服用している医薬品の情報等の把握 

(ｷ) ペットとの同行避難や避難所での飼養についての準備（しつけと健康管理、迷子にならないた

めの対策、飼い主明示、避難用品や備蓄品の確保等） 

(ｸ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

(ｹ) 本市の災害史や災害教訓・伝承、地域の避難所・危険情報の把握 

(ｺ) 地震体験車や県防災学習館等による地震の疑似体験 

イ 災害発生後の行動等についての啓発事項 

(ｱ) 緊急地震速報発表時の行動 

(ｲ) 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性バイ

アス※等を克服した、避難行動を取るべきタイミングを逸することない適切な行動 

※社会心理学、災害心理学などで使用されている心理学用語で、自分にとって都合の悪い情報を無視したり過

小評価したりするという認知の特性のこと。 

(ｳ) 自らの身を守る安全確保行動 

(ｴ) 自動車運転時の行動 

(ｵ) 地震発生時に危険になる箇所を踏まえた行動 

(ｶ) 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、旅館・ホテル等の避難場所、避難経路 

(ｷ) 広域避難の実効性確保のための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

(ｸ) 応急救護の方法 

(ｹ) 通信系統の適切な利用方法（災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板等の活用） 

(ｺ) 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

(ｻ) 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点への配慮 

(ｼ) 指定避難所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、

「暴力は許されない」という意識 

(ｽ) 自宅が避難所となる避難のあり方（夜間や大雨時等における自宅２階への垂直避難） 

(ｾ) 生活の再建に資する行動（家屋が被災した際に、片付けや修理の前に家屋の内外の写真を撮

影する等） 

ウ ハザードマップ（危険区域図）の周知 

 市は、集中豪雨時における浸水や土砂災害の恐れのある危険区域や避難所等を示した各種ハザー

ドマップを作成・公開し、市民等に周知する。 

(2) 啓発方法 

 市及び県は、広報よねざわ、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布や、防災ビデオ、防



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

13 

災学習館の利用、ホームページなどの活用などを促進するとともに、市民を対象とした防災の基礎知

識講座や防災セミナーの開設に努め、さらにはまちづくり出前講座において、防災知識と自助を基本

とした防災意識の啓発を促進する。 

併せて、地域における自主防災組織、町内会、各種団体、ボランティア等の活動並びに消防機関で

実施する応急手当講習会など地域コミュニティにおける多様な主体の関わりを通じて防災知識と自

助を基本とした防災意識の普及啓発を図るとともに、防災（防災・減災への取組み実施機関）と福祉

（地域包括支援センター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者の避難行動に対し、適切な避難行

動に関する理解の促進を図る。 

 また、適切な避難場所、避難路等について周知徹底するとともに、避難所の運営を自主防災組織で

担う等、地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。 

(3) 市民の責務 

市民は、地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加するよう努める。 

 

【発災直後の個人・家庭での初期行動の例】 

① 自分自身の身の安全の確保を図ることが第一。 

② 自宅で地震発生の場合、テレビや携帯電話で発表される緊急地震速報を見聞きした場合や小さな揺れ

を感じたら、まずは、避難可能な出口の確保としてドアを開けておく。 

③ 大きな揺れを感じたら、まず自分の身を守り揺れがおさまるまで待つ。 

  具体的には、グラッと揺れたら、まず落下物から身を守り、クッション、雑誌などで頭を保護し、家

具やガラス面から離れ、机の下に入る。  

④ 大きな揺れがおさまったならば、自宅の安全の確認、確保をする。 

⑤ ガラス片や転倒家具に注意しながら、台所やストーブなどの火の始末をする。 

⑥ 火の始末のあとは、家族の身の安全を確認、確保する。 

⑦ 家族や親戚等の安否確認には、音声での確認手段である災害用伝言ダイヤル「１７１」や、文字情報

での確認手段である携帯電話の災害用伝言板、ＳＮＳを利用する。 

※  なお、この場合、市役所や消防署には、絶対に問合せの電話はしないでください。東日本大震災の際

には、多数の安否確認の電話が殺到し、本来の業務に支障をきたしたことがある。急病人やけが人の救

急要請がつながらなくなるおそれがある。 

⑧ 家族の安否が確認された後は、二次被害の防止のため、一旦、電気のブレーカーやガスの元栓を閉め

る。 

⑨ 携帯ラジオ、自動車のラジオ、携帯電話のワンセグ放送などから、災害情報等を入手する。 

 

【地域レベルでの初期対応例】 

① 隣近所の空き地などの一時避難場所で安否確認を行う。 

② 家や家具の下敷きになった人の救出や救護、消火活動を隣近所で協力して行う。 

③ 家が危険な場合は、町内会毎にまとまって避難所へ避難する。 

※  地震が発生したら直ちに避難所へ移動するのではなく、上記のような対応をした後に、家が倒壊した

又は倒壊しそうな場合に避難所へ避難するが、自宅が倒壊の恐れが無い場合は、避難の必要はない。 

  なお、夜間に停電となった場合は、照明として、懐中電灯のほかバイクや自動車のヘッドライトを

活用する。 

  また、大規模地震の発生後数日間は、電気、ガス、水道、電話等のライフラインの供給が途絶えるこ

とが想定されるので、「自助」として、２週間分を目安に最低３日分の水や食料に加え生活必需品を備

えておく。 

４ 事業所等に対する防災知識の普及 

 市は、大規模な災害が発生した場合、地域において事業所等の連携活動が重要となることから、市及び

県は、自衛防災体制の整備・強化指導を通して事業所等に防災知識の普及を図るとともに、地域との連携・

協力体制の強化を促進する。 
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(1) 啓発内容 

災害に備えた普段の心得や災害発生時の心得として、次の事項について啓発を行う。 

ア 災害の備えについての啓発事項 

(ｱ) 施設の耐震診断や備品・機器・ブロック塀等の転倒防止対策 

(ｲ) 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

(ｳ) 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（ローリングストック法の活用） 

(ｴ) 自動車へのこまめな満タン給油 

(ｵ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

(ｶ) 本県の災害史や災害教訓・伝承、地域の危険情報の把握 

(ｷ) 地域住民との協力体制の構築 

(ｸ) 地震体験車や県防災学習館等による地震の疑似体験 

イ 地震発生後の行動等についての啓発事項 

(ｱ) 緊急地震速報発表時の行動 

(ｲ) 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性バイ

アス等を克服した、避難行動を取るべきタイミングを逸することない適切な行動 

(ｳ) 自らの身を守る安全確保行動 

(ｴ) 自動車運転時の行動 

(ｵ) 地震発生時に危険になる箇所を踏まえた行動 

(ｶ) 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、旅館・ホテル等の避難場所、避難経路 

(ｷ) 広域避難の実効性確保のための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

(ｸ) 応急救護の方法 

(ｹ) 通信系統の適切な利用方法（災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の活用） 

(ｺ) 高齢者、障がい者等の要配慮者への配慮 

(ｻ) 男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点への配慮 

(ｼ) 指定避難所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、

「暴力は許されない」という意識 

(2) 啓発方法 

 市及び県は、広報よねざわ、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布や、防災ビデオの貸

し出し、防災学習館の利用、ホームページの活用などを促進するとともに、事業所等に対するまちづ

くり出前講座の実施や集団指導に努め、防災知識と防災意識の啓発を促進する。 

 また、地域における自主防災組織、町内会、各種団体、ボランティア等の活動並びに消防本部で実

施する応急手当講習会など地域コミュニティにおける多様な主体の関わりを通じて防災知識と自助

を基本とした防災意識の普及啓発を図る。 

５ 学校教育における防災教育 

(1) 児童生徒等に対する防災教育 

 市及び県は、防災教育を学校教育のなかに位置付け、児童生徒等の発達段階に応じ、災害発生時に

起こる危険や災害時の対応、本市の災害史、災害教訓・伝承等について理解を促し、安全な行動をと

れるよう次の事項に留意して教育する。また、県は、私立学校に対してもこれに準じて教育を行うよ

う指導する。 

ア 児童生徒等の発達段階や学校種別、学校の立地条件等によって指導内容や指導方法を具体的に

考え実施すること。 

イ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育資材、学校安全資料を活用し指導すること。 

ウ 自然体験学習、福祉体験学習及びボランティア体験学習等の機会を捉えて、児童生徒が自身の

安全を守るための力を育成すること。 
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(2) 教職員に対する防災教育 

ア 市及び県の教育委員会は、初任者研修、経験者研修等において、防災対策の基礎知識、児童生

徒等の発達段階や地域の特性に応じた避難行動等に関する研修を実施する。 

イ 学校長は、教職員が災害発生時に主体的に行動できるよう、各人の役割を明確にし、マニュア

ル等を用いて定期的に校内研修を実施する。 

６ 防災対策上特に注意を要する施設における防災教育 

(1) 監督機関の責務 

 防災対策上特に注意を要する危険物等施設、病院・福祉施設並びにホテルや大規模小売店舗等、不

特定多数の者が利用する施設の監督機関は、防火管理者及び危険物保安統括管理者等、当該施設の管

理者に対し、技能講習も含む講習会の開催、災害時における行動基準等必要事項を盛り込んだ防災指

導書やパンフレットの配布及び現地指導等により防災教育を実施し、その資質向上を図るとともに、

特に、災害発生時における行動力、指導力を養う。また、緊急時に対処できる自衛防災体制の確立及

び地域との連携強化による災害時の協力体制の整備を指導する。 

(2) 危険物等施設における防災教育 

 災害発生時に、周辺住民等に広く危険を及ぼす可能性のある施設（危険物、火薬類、高圧ガス、そ

の他の発火性又は引火性物品並びに毒物、劇物等の危険物品の保安管理施設）の施設管理者は、災害

時の応急対策について職員に通知、徹底するとともに、施設の特性をチラシ等により周辺住民に周知

する。 

(3) 病院、福祉施設等における防災教育 

 病院や福祉施設は、災害時に自力で避難することが困難な病人、けが人、高齢者及び障がい者等の

要配慮者が多数利用しているため、施設の管理者は、平常時から通院・入院者及び入所者の状況を把

握しておくとともに、職員及び施設利用者に対し避難誘導訓練を実施する等十分な防災教育を行う。

また、防災関係機関や付近住民から避難時の協力が得られるよう連携の強化に努める。 

(4) 旅館、ホテル等における防災教育 

 旅館やホテルの管理者は、宿泊客の安全を図るため、従業員に対し消防設備の適切な使用、避難誘

導及び救出・救護等に重点をおいた教育を実施する。また、宿泊客に対しても避難経路を明示する等

災害時の対応方法を周知徹底する。 

(5) 不特定多数の者が利用する施設における防災教育 

 大規模小売店舗及びレクリエーション施設等不特定多数の者が利用する施設の管理者は、災害時の

情報伝達や避難誘導のほか、各施設の特徴に応じた対策を迅速かつ的確に実施できるよう職員に対す

る防災教育を行うとともに、利用者が迅速な避難行動がとれるよう避難経路等の表示を行う。 
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第３節 地域防災力強化計画 

 

 

■関係部課局 

 防災危機管理課 

■関係機関 

 県、市民（自主防災組織、町内会）、消防機関、企業（事業所）等 

 

 災害発生時においては、公的機関による防災活動(公助)のみならず、市民が自らの安全を確保する（自

助）、地域住民及び企業(事業所)等による自発的かつ組織的な防災活動(共助)が極めて重要である。こうし

た考え方を基本に、市は、地域、企業(事業所)等における自主的な防災組織の育成・整備など、地域防災

力の強化に努める。 

１ 自主防災組織等の育成・強化 

(1) 育成の主体 

 市は、基本法第５条第２項の規定により、自主防災組織の育成主体として位置付けられていること

から、町内会等に対する指導・助言を積極的に行い、組織率の向上と実効ある自主防災組織の育成・

強化に努め、消防団との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図る。 

 県は、自主防災組織の組織化及び組織活性化を支援するため、市町村の行う自主防災組織の育成整

備活動及び自主防災組織の活動状況等を把握するとともに、市町村に対して助言・協力を行う。 

また、自主防災組織の活動において中核的存在となる人材（以下「自主防災リーダー」という。）の

育成を支援するため、自主防災リーダー研修会等を実施する。 

防災関係機関は、市町村が行う自主防災組織の育成整備活動への協力に努める。 

(2) 育成の方針 

 市は、｢山形県自主防災組織整備推進要綱｣(昭和 54 年３月 23 日山形県防災会議決定)に基づき、既

存の町内会等の自治組織を自主防災組織として育成する。 

 また、自主防災組織相互の連携により、効果的な防災活動が実施できるよう地域の拠点施設である

各コミュニティセンターを中心にした活動体制の整備に努める。 

(3) 自主防災組織の規模 

 自主防災組織は、市民が最も効果的な防災活動が行える地域を単位とし、次の事項に留意して育成

を図る。 

ア 既存の町内会等の自治組織を基本としながら、地域の特性に配慮し、市民が連帯意識に基づいて

防災活動を行うことが期待される規模であること 

イ 同一の避難所の区域あるいは小学校の学区等、市民の日常生活にとって、基礎的な地域として一

体性を有するものであること 

(4) 育成強化対策 

ア 防災知識の普及啓発 

市は、防災・減災活動に対する市民の意識の高揚を図るため、防災の基礎知識講座の開催や出前

講座を活用し、自主防災組織の設置・育成の促進に努める。 

また、自主防災組織に対する市民の意識の高揚を図るとともに、自主防災組織の育成計画を作成

し、次の事項に留意して育成・指導を行うよう努める。 

(ｱ) 編成の基準 

 自主防災組織がその機能を十分に発揮できるよう、あらかじめ組織の編成を定める 

 a 自主防災組織内の編成 
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   情報班、消火班、救出・救護班、避難誘導班、給食・給水班等 

 b 編成上の留意事項 

(a) 女性の参画と昼夜間の活動に支障がないような組織編成の検討 

(b) 水防活動やがけ崩れの巡視等、地域の実情に応じた対応 

(c) 事業所等における自衛消防組織等や従業員の参加 

(d) 地域的偏りの防止と専門家や経験者（消防団ＯＢ等）の活用 

(ｲ) 規約の確定 

           自主防災組織の運営に必要な基本的事項について規約を定め、明確にしておく 

(ｳ) 活動計画の作成 

      自主防災組織の活動計画を定める 

          a 自主防災組織の編成と任務分担に関すること（役割の明確化） 

          b  防災組織の普及に関すること（普及事項、方法等） 

          c  防災訓練に関すること（訓練の種別、実施計画等） 

          d  情報の収集伝達に関すること（収集伝達方法等） 

          e  出火防止及び初期消火に関すること（消火方法、体制等） 

          f  救出及び救護に関すること（活動内容、消防機関等への連絡） 

          g  避難誘導及び避難生活に関すること（避難の指示の方法、要配慮者への対応、ペット同行避

難者への対応、避難場所又は避難所の運営協力等） 

 h  給食及び給水に関すること（食料・飲料水の確保、炊き出し等） 

          i  防災資機材等の備蓄及び管理に関すること（調達計画、保管場所、管理方法等） 

イ 自主防災リーダーの育成 

 市は、県等が実施する各種自主防災組織リーダー研修会や各種セミナーへの参加を支援する。 

 また、市は、次に事項に留意して研修の実施などによる防災リーダーの育成に努める。 

(ｱ) 消防団の幹部等、他の防災組織の指導者と自主防災リーダーとの兼務は極力避けること 

(ｲ) 自主防災リーダー自身が被災する、あるいは不在であること等を考慮し、組織の長だけでな

く、長を補佐する複数のサブリーダー（その職務を代行しうる者）も同時に育成すること 

(ｳ) 男女共同参画の観点から、女性リーダーについても育成に努めること 

ウ 訓練・研修の充実 

 災害時における迅速かつ的確な防災行動力を身につけるには、知識・技術の習得とともに、災害

発生を想定した防災訓練を繰り返し行うことが必要である。このため、自主防災組織は、平常時か

ら発災時の防災活動に必要な知識及び技術を習得するための研修や、初期消火訓練、応急救護訓練、

避難誘導訓練及び避難所設置・運営訓練等の各種訓練を行い、災害への実践的な対応力を強化する

よう努める。 

 また、市は、自主防災組織が行う各種訓練の充実を図るため、多様な世代が参加できるような環

境の整備などを行い、自主防災組織に対し防災訓練への参加を促すとともに、平常時から自主防災

組織に対して積極的に訓練指導を行う。 

エ 防災資機材の整備等 

 市は、米沢市自主防災組織防災資機材交付要綱に基づく資機材の交付や県が実施する自主防災組

織への支援事業、一般財団法人自治総合センターが実施する｢地域防災組織育成助成事業｣等を積極

的に活用し、自主防災組織に対し防災資機材の整備を促すとともに消防水利(防火水槽等)及び広場

（避難路、避難地等）等の整備を積極的に行うことを促すことにより自主防災組織を活性化し、災

害時の効果的な活動ができるように努める。なお、整備にあたっては、緊急輸送道路上にある道の

駅など、既存の公共施設の防災拠点化も検討する。 

オ 自主防災組織連絡協議会の設置 

市及び県は、自主防災組織間の協調・交流を推進するため、自主防災組織連絡協議会の設置を促

進する。 
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(5) 自主防災組織の活動内容 

 自主防災組織の主な活動内容は、次のとおりである。 

ア 平常時の活動 

(ｱ) 防災に関する知識の普及 

(ｲ) 防災関係機関、隣接の自主防災組織等との連絡 

(ｳ) 地域内における危険箇所（山崩れ、がけ崩れ、危険物施設及び延焼拡大危険地域等）の点検 

(ｴ) 地域内における消防水利（消火栓、小川、井戸等）の確認 

(ｵ) 家庭内における防火、防災等についての啓発活動 

(ｶ) 地域内における情報の収集・伝達体制の確立 

(ｷ) 避難地及び医療救護施設の確認 

(ｸ) 火気使用設備、器具等の点検 

(ｹ) 防災用資機材等の備蓄及び管理 

(ｺ) 各種防災訓練（情報収集・伝達訓練、初期消火訓練、避難訓練、救出・救護訓練等）の実施

等 

(ｻ) 在宅の要配慮者に関する情報の把握等 

イ 災害発生時の活動 

(ｱ) 出火防止及び初期消火活動の実施 

(ｲ) 地域住民の安否の確認 

(ｳ) 負傷者の救出・救護活動の実施及びその協力 

(ｴ) 地域内における被害状況等の情報の収集・伝達 

(ｵ) 地域住民に対する避難指示等の伝達 

(ｶ) 避難誘導活動の実施 

(ｷ) 要配慮者の避難活動への支援 

(ｸ) 避難生活の指導、避難所の運営への協力 

(ｹ) 給食・給水活動及びその協力 

(ｺ) 救助物資等の配布及びその協力 

(ｻ) 他地域への応援等 

 

町内会の自主防災組織編成（例） 

   

  情 報 班  情報の収集・伝達に関すること 
    
  副会長   
      
   消 火 班  消火器等による消火に関すること 
    
 町内会長   
     
   救出・救護班  負傷者の救出救護に関すること 
   
       
  副会長   避難誘導班  住民の避難誘導に関すること 
   
    
  給食・給水班  給食、給水活動、救援物資に関すること 
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(6) 関係団体との連携 

 自主防災組織は、地元の消防団、婦人防火指導員連絡協議会及び民間事業所等と合同訓練の実施な

ど平常時から協力体制を図るように努めるとともに、民生委員・児童委員や社会福祉協議会等の関係

団体と連携を図るように努めるものとする。 

ア 婦人防災指導員連絡協議会との一体的な活動体制づくり 

イ 民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ＮＰＯ・ボランティア団

体等の多様な主体と連携した要配慮者支援の実施 

(7) 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

ア 自発的な防災活動の推進 

町内会（自主防災組織）等を単位とする地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、

当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者

等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該地

区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として防災会議

に提案するなど、市と連携して防災活動を行う。 

イ 地区防災計画の設定 

市は、防災計画に地区防災計画を位置付けるよう町内会（自主防災組織）等を単位とする地区

内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、防

災計画に地区防災計画を定める。 

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計

画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を

前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努める。ま

た、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める。 

ウ 防災士の養成 

市は、地域防災の中核的存在であり、社会の防災力向上の役割を担う防災士を養成する。また、

市内防災士のレベルアップと情報交換を目的とする定期研修会を実施するよう努める。 

２ 企業（事業所）等における防災の促進 

 市及び県は、企業（事業所）等における自衛消防組織の整備促進及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促

進を図るとともに、企業の防災に係る取り組みの積極的評価等により、企業の防災力向上を図る。 

 また、公共交通機関が運行を停止するなど自力で帰宅することが困難な従業員等に対し、一定期間事業

所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄等を促す。 

(1) 企業等における自衛消防組織の育成 

① 育成の方針 

次の施設を管理等する企業（事業所）等は、自衛消防組織の整備を推進する。 

(ｱ) 高層建築物、劇場、百貨店、旅館及び学校等、多数の者が出入りし又は居住する施設 

(ｲ) 石油類、高圧ガス、火薬類及び毒劇物等を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所及び取扱所 

(ｳ) 多数の従業員が勤務する事業所で、組織的に防火活動を行う必要がある施設 

② 育成強化対策 

(ｱ) 消防法に基づく指導 

消防機関は、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建築物並びに一定規模以上の危険物

製造所等、消防法に基づき自衛消防組織の設置及び消防計画の作成が義務付けられている施設に

ついて、法令に基づき適正な措置が講じられるよう指導する。 

  特に、多数の者が出入りする小規模なビルや商業施設においては、地震災害特有の対応事項を

含めた防災管理が適正に実施されるよう指導を徹底する。 
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また、消防計画に基づいて定期的に行われる初期消火、通報及び避難等の訓練が適切に実施さ

れるよう、訓練内容の指導及び消防技術の講習を行う 

(ｲ) 自衛消防組織の整備推進に向けた理解の確保 

  市は、消防法の規定により自衛消防組織の設置が義務付けられていない施設についても、自衛

消防組織の設置が推進されるよう、関係者の理解確保に努める。 

  また、これらの施設について、自衛消防組織が設置された場合には、被害の発生と拡大を防止

するための防災計画の策定並びに定期的な防災訓練の実施により自主防災体制の確立が図られ

るよう、関係者の理解確保に努める。さらに、訓練内容の指導及び消防技術の講習を行う 

③ 自衛消防組織等の活動内容 

 自衛消防組織等の主な活動内容は次のとおりである。 

(ｱ) 平常時の行動 

a 防災要員の配備 

b 消防用設備等の維持及び管理 

c 家具・什器等の落下・転倒防止措置 

d 各種防災訓練の実施等 

(ｲ) 災害発生時の行動 

a 出火防止及び初期消火活動の実施 

b 避難誘導活動の実施等 

c 救援、救助活動の実施等 

(2) 企業等における事業継続計画の策定促進 

 企業等は、災害時における企業の果たす役割（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）を十分に認識し、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み合わせによるリスクマネジメントの実施に努め

る。具体的には、各企業において災害時に中核事業を継続又は早期に復旧させるための事業継続計画

（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震

化・耐浪化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予想被害からの復旧計画策定、

各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とサプライチ

ェーンの確保等の事業継続上の取り組みを継続的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の

取組みを通じて、防災活動の推進に努める。 

   特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業

は、国及び地方公共団体が実施する企業との協定の締結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。 

市及び県は、企業における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が促進されるよう普及啓発を図るととも

に、実効性の高い方策が盛り込まれるよう計画策定への支援を行う。また、企業を地域コミュニティ

の一員としてとらえ、防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

(3) 市における事業継続力強化支援計画の策定促進 

県、市、商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組み等の防災・減災対策

の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策定に努めるものとする。 

(4) 企業等における帰宅困難者対策の促進 

 市及び県は、災害時において公共交通機関が運行を停止するなど自力で帰宅することが困難な従業

員等に対し、一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄等を促す。 

(5) 企業等における緊急地震速報受信装置等の積極的活用 

企業等は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止

を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 
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第４節 災害ボランティア受入体制整備計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、健康福祉部、建設部 

■関係機関 

 県、社会福祉協議会、日本赤十字社、市民（自主防災組織、町内会）報道機関、ボランティア団体 

 

 大規模な災害発生時には、市がすべてに対応することは困難であることから、大規模な災害が発生し被

災者に対する救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合等に、重要な役割を担うことが期待される災害ボラン

ティアについて、受入体制及び活動環境の整備について定める。 

 また、市及び関係機関は、ボランティアの自主性を尊重し、災害時のボランティア活動が円滑に進めら

れるよう、災害ボランティアの育成、民間団体との連携、他市町村とのネットワークづくりなど、ボラン

ティア活動の環境整備に努めるものとする。 

１ 災害ボランティアの受入れ 

 市及び県は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、社会福祉協議会、日本赤十字社、ＮＰＯ、ボランテ

ィア関係機関・団体と相互の連携を図り災害時におけるボランティアの受入れ体制を整備する。 

 また、災害ボランティアセンターの設置に係るシミュレーションの実施、マニュアルの点検・整備、運

営者の養成及び登録、設置場所、運営資機材等の確保、ボランティア保険の普及啓発や全国の災害支援Ｎ

ＰＯ、ボランティア団体等との広域交流に努める。 

 

【受援力】 

 「受援力」とは、被災地となった際にボランティアを地域で受け入れるための環境や知恵など、「支援を受け

る力」をさす。 

 被災者に防災ボランティア活動がよく理解されていない、また、外部の見知らぬ人から支援を受けることへ

の警戒心からボランティアの受け入れを拒否されてしまうなど、ボランティアが十分に力を発揮できない事例

が見られた。 

 ボランティアの力をうまく引き出すことは、被災地の復興を早めることにつながる。 

２ 社会福祉協議会との連携 

(1) 市 

 市は、平時から防災訓練時等の機会を据え、災害ボランティア活動の重要性や活動内容等の普及啓

発を実施する。 

 また、社会福祉協議会が設置した災害ボランティアセンターに職員（連絡員）を派遣し、次の事項

について協力する。 

ア 活動拠点の提供（すこやかセンター） 

イ 活動に必要な資材の提供 

ウ 情報の提供（被災状況、被災地のニーズ、復旧活動の状況 等） 

(2) 社会福祉協議会 

 社会福祉協議会は、平常時の災害ボランティアの登録受付及び災害時の一般ボランティアの受入れ

と活動のコーディネートを行う。 

 具体的には、次の業務を行う。 

ア 災害ボランティアの受付と登録（平常時を含む） 

イ 災害ボランティアセンターの設置と運営 
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ウ ボランティア活動プログラムの作成と提供、活動支援 

エ 活動拠点の管理 

オ 資材の調達、管理 

カ ボランティア活動の状況把握 

キ ボランティアの安全確保（ボランティア活動保険の加入手続 等） 

３ 一般ボランティア 

(1) 意義 

 一般ボランティアとは、被災者の生活支援を目的に、専門知識、技術等を必要としない自主的な活

動をいう。 

(2) 活動分野 

 一般ボランティアの関与が効果的と考えられる主な活動分野は次のとおりである。 

活 動 分 野 被災地で実際に行われた災害ボランティア活動の例 

(ｱ) 避難所等における炊き出し、清掃等
の被災者支援活動 

・避難所の開設準備支援 
・避難所での手伝い（炊き出し、清掃、洗濯等） 

(ｲ) 救援物資、資機材等の配分・輸送 ・生活物資等の訪問配布 
・配食サービス 

(ｳ) 家財の搬出、家屋の片付け、瓦れき
の撤去 

・家財・瓦れき等の片付け 
・屋根破損時の応急措置（ブルーシート張り） 
・水害時の泥出し 

(ｴ) 災害情報、生活情報等の収集・伝達 ・暮らしに必要な情報の提供支援（FM 放送、ニュース
レター、ミニコミ誌等） 

・暮らしの再建のための専門家の相談会、勉強会 

(ｵ) 被災者の話を聞く傾聴活動 ・話し相手、子どもの遊び相手 

(ｶ) その他 ・暮らしのお手伝い（買い物、家事手伝い、家庭教師
等） 

・託児代行 
・ペットの世話、迷子犬の保護等 
・復興期における地域おこしのお手伝い 
・被災された方々に元気になっていただくための交流
機会づくり、イベント開催 

(3) 受入体制の整備 

市及び県は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会及びＮＰＯ等と

相互の連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組

織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時におけるボランティアの受入体制を整備する。 

ア. 県 

(ｱ) 山形県災害ボランティア支援本部の設営に係る指針及びマニュアル等の点検、整備 

(ｲ) 山形県災害ボランティア支援本部の設営シミュレーションの実施 

(ｳ) 市災害ボランティア支援本部の運営者等の養成及び登録、市への情報提供 

(ｴ) 隣接県並びに全国の災害支援ＮＰＯ・ボランティア団体等との広域交流を通じたノウハウ

の研究及び蓄積 

イ. 市 

(ｱ) 市災害ボランティア支援本部（被災地災害ボランティアセンター）の設営に係る指針及び

マニュアル等の点検、整備 

(ｲ) 市災害ボランティア支援本部の設営シミュレーションの実施 
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(ｳ) 市災害ボランティア支援本部の運営者等の養成及び登録 

(ｴ) 市災害ボランティア支援本部の設置場所、運営資機材等の確保 

(ｵ) 地域における防災意識の普及啓発 

(ｶ) ボランティア保険の普及啓発及び加入促進 

４ 専門ボランティア 

(1) 意義 

 専門ボランティアとは、通常は関係機関の要請に基づき、行政・企業・民間団体から派遣される専

門知識、技術等を必要とする自主的な活動をいう。 

(2) 活動分野 

専門ボランティアの主な活動分野、内容等は次のとおりである。 

区 分 活動内容 必要な資格等 

医療ボランティア 発災直後の医療活動や病院等におけ

る医療支援活動等 

医師、歯科医師、薬剤師、看護

婦等 

介護ボランティア 避難所等における要介護者への支

援、一般ボランティアへの介護指導

等 

介護福祉士、寮母、ホームヘル

パー等介護業務の経験者 

手話通訳、要約筆記ボラ

ンティア 

手話通訳、要約筆記による情報提供

活動や要配慮者の生活支援等 

手話、要約筆記に堪能な者 

外国語通訳ボランティア 外国語通訳による情報提供活動等 外国語に堪能な者 

砂防ボランティア 土砂災害危険箇所の危険度の点検、

判定等 

土砂災害等の知識を有する者 

水防協力団体（ボランテ

ィア） 

水防活動に協力し、情報収集や普及

啓発活動を行う。 

水防管理者が指定した団体 

消防ボランティア 初期消火活動や救急救助活動その他

避難誘導等の支援 

消防業務の経験者 

被災建築物応急危険度判

定ボランティア 

建物の倒壊、外壁等落下の危険度を

調査し、建物使用の可否を判定 

被災建築物応急危険度判定士 

被災宅地危険度判定ボラ

ンティア 

住宅宅地の危険度を判定 被災宅地危険度判定士 

通信ボランティア アマチュア無線等による被災地の情

報収集、提供活動等 

アマチュア無線の資格者 

緊急点検、被害調査ボラ

ンティア 

公共土木施設等の緊急点検や被害状

況の調査 

県との協定締結団体の登録会員 

動物救護ボランティア 負傷動物及び飼い主不明動物等の救

護 

獣医師及び動物愛護等の知識を

有する者 

歴史資料救済ボランティ

ア 

歴史資料（文化財等）の被害状況の

情報収集及び救済活動支援等 

歴史資料（文化財等）の取扱い

に関する知識を有する者 

(3) 受入れ体制の整備 

県関係各課は、市町村、社会福祉協議会、日本赤十字社、ＮＰＯ、ボランティア関係機関・団体等

と相互の連携を図り、専門ボランティアの活動環境等を整備するため、次の取組みを行う。 

ア ボランティア活動に対する意識を高めるとともに、社会全体としてボランティア活動を行いや

すい環境づくりを進めるため、広報・普及啓発を行う。 
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イ ボランティアの募集を積極的に行うとともに、ボランティアを希望する者の氏名、連絡先、希

望活動内容等の事前登録や協定締結等を推進する。 

ウ ボランティア登録者等が、災害時に適切に行動できる知識、技術等を身につけてもらうため、

ボランティア活動分野ごとの訓練や研修等を実施する。 

エ ボランティア活動の安全性を確保するため、ボランティア保険の普及・啓発、加入促進を図る。 

オ ボランティア活動が迅速かつ的確になされるよう、受入れや調整を行う体制の整備を図る。 

５ ボランティア団体等 

 ボランティア団体等の受入窓口を明確にしておくとともに、平常時から大規模な災害を想定した連

絡調整や連携の整備を図る。 

ボランティア団体等の受入窓口は、次のとおりである。 

団 体 等 現状及び活動内容 

受入窓口 

市 
社会福祉

協議会 

協定締結団体 
災害時に適用される協定を締結している団体 

物資、資材の提供等 
○  

日本赤十字社米沢市地区 救援・炊出し等 ○  

一般ボランティア 

市内 
社会福祉協議会に登録しているボランティア団体

や個人 
 ○ 

全国 
全国から救援活動を目的に災害ボランティアセン

ターに駆けつけるボランティア 
 ○ 

専門ボランティア 
救助・救出、医療、通訳（手話・外国語）、無線、

輸送、介護等の専門的能力を有する団体や個人 
○ ○ 

ボランティアコーディネ

ート団体 

災害ボランティアのコーディネートを行うＮＰＯ

法人等の団体 
 ○ 

６ 活動環境の整備 

市及び県は、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図るととも

に、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推

進するとともに、そのための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。 

また、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去

等に係る連絡体制を構築するとともに、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。 
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第５節 防災訓練計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、教育委員会 

■関係機関 

 市民（自主防災組織、町内会）、各種施設管理者及び企業（防火管理者、危険物取扱者、病院・福祉施

設、ホテル、大規模小売店舗等）、消防機関 

 

 災害発生時の防災活動を的確かつ円滑に実施するためには、平常時における訓練の積み重ねが重要であ

る。また、災害対策の実施には防災関係機関及び地域住民が主体となって活動する自主防災組織との連携

が重要となるため、市は、総合的な訓練を実施し、災害対応力の強化に努めるものとする。 

１ 総合防災訓練 

 市は、防災関係機関及び市民の参加協力のもとに、災害時における防災関係機関相互の緊密な協力体制

を確立するとともに、市民の防災に対する理解と防災意識の高揚を図ることを目的とした災害時の応急対

策について総合的な防災訓練を実施する。 

 なお、訓練の実施にあたっては、以下の点に留意して県に準じた各種訓練を実施する。 

(1) 学校、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等多様な主体と連携した訓練を実施するこ

と。 

(2) 自主防災組織等をはじめ、地域住民及び要配慮者の参加に重点を置くこと。 

(3) 県及び防災関係機関との被害情報等の伝達、応援要請訓練を実施すること。 

(4) 無線通信訓練、自衛隊派遣要請訓練等には県の参加を求めること。 

(5) 総合的な防災訓練を年一回以上開催するように努めること。 

(6) 図上訓練等を実施するように努めること。 

(7) 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した訓練実施に努めること。 

(8) ペット同行避難者の受入れを想定した訓練実施に努めること。 

(9) 緊急地震速報を訓練シナリオに取り入れ、安全確保行動をとる訓練を併せて実施するなど、地震発

生時の対応行動の習熟を図るよう努めること。 

(10) 季節による防災上の課題を明らかにするため、実施時期にも配慮した訓練計画・実施を検討する

こと。 

(11) 訓練項目 

(ｱ) 防災気象予報伝達訓練 

(ｲ) 非常招集訓練 

(ｳ) 災害情報収集訓練 

(ｴ) 通信手段確保訓練 

(ｵ) 非常通信訓練 

(ｶ) 災害対策本部設置･運営訓練 

(ｷ) 消火訓練 

(ｸ) 給食給水訓練 

(ｹ) 救援物資輸送訓練 

(ｺ) 自主防災組織による初期対応訓練 

(ｻ) 避難誘導訓練 

(ｼ) 救出訓練 

(ｽ) 救急救護訓練 

(ｾ) 緊急道路確保訓練 

(ｿ) 災害対処訓練 

(ﾀ) 災害ボランティア受け入れ訓練 

(ﾁ) 水防訓練 

(ﾂ) 特殊災害対応訓練 

(ﾃ) その他の訓練 

(12) 大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓練

を実施するよう努めること。 
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(13) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染

症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施すること。 

２ 職員動員配備訓練 

 市は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、災害応急対策を早期に実施するため、必要な人

員を早期に動員し防災体制を確立するため、職員動員配備訓練の実施に努める。（資料編「勤務時間外休日

における職員動員配備体制」参照） 

３ 消防訓練 

 市及び消防機関は、迅速、的確な消防活動を展開するために、火災防御訓練、消防ポンプ操法の基本訓

練、救急救助訓練及び特殊災害対応訓練等を行う。 

(1) 消防用資機材の取扱い訓練 

(2) 非常招集訓練 

(3) 人命救助訓練 

(4) 通信連絡訓練 

(5) その他の訓練 

４ 情報伝達訓練 

 市は、災害応急対策を実施するため、最も基本的な災害情報及び被害状況等の収集・伝達を迅速かつ正

確に行う必要があることから、特に、災害時の電話回線の途絶を想定して、防災行政無線を中心とした訓

練を実施する。 

５ 防災関係機関の防災訓練 

 防災関係機関は、市が実施する総合防災訓練に積極的に参加するほか、それぞれが定めた計画に基づい

て、防災体制の確立、被害情報の収集伝達及び応急措置等に関する訓練を実施する。 

 特に、防災関係機関相互における被害情報等の伝達、応援要請、広報依頼等の訓練実施について留意す

る。 

６ 学校の防災訓練 

 学校管理者は、学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の策定により、冷静か

つ迅速な行動が取れるよう、的確な対応を確保する。 

 なお、以下の点に留意して年１回以上防災訓練を実施する。 

(1) 授業中、昼休み等学校生活の様々な場面を想定すること。 

(2) 児童生徒の避難誘導を実施すること。 

(3) 季節を考慮した訓練を実施すること。 

(4) できる限り地域との連携に努めること。 

７ 防災対策上特に注意を要する施設における防災訓練 

 危険物等施設及び病院・福祉施設並びにホテルや大規模小売店舗等、不特定多数の者が利用する施設等、

防災対策上特に注意を要する施設の管理者等は、災害が発生した場合の職員の対応等について定めた防災

計画に基づき、施設利用者の避難誘導や初期消火等の訓練を実施する。 
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 特に、病院・福祉施設には、病人、けが人、高齢者及び障がい者等の要配慮者が多数在所していること

から、施設の管理者は、市及び消防機関等の防災関係機関との緊密な連携のもとに、情報伝達訓練を取り

入れた訓練を実施する。 

８ 自主防災組織の防災訓練 

 自主防災組織は、自主的に防災訓練を実施し、災害時の対応に備える。また、図上訓練についても実施

に努める。 

 市は、自主防災組織が実施する防災訓練に対し、必要な防災資機材の支援に努める。 

９ 企業・事業所の防災訓練 

 企業・事業所は、災害時に果たす役割（従業員及び顧客の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継

続等）を十分に認識し、防災体制の整備、防災訓練等の実施により防災活動の推進に努める。 

10 実践的な訓練の実施と事後評価 

(1) 市及び防災関係機関は、訓練を行うにあたって、可能な限り訓練の目的を具体的に設定した上で、

地震及び被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果が得られるように訓練

参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境等について具体的な設定を行い、参加者自身の判断

も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫する。この際、各機関の救援活動等の

連携強化に留意する。 

(2) 市及び防災関係機関は、訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題を明らかにし、必要に応じ訓練内

容の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるようにする。 
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第６節 避難体制整備計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、健康福祉部、教育委員会 

■関係機関 

 消防機関、学校、病院、幼稚園、保育所、社会福祉施設等 

 

 大規模災害発生後の火災や家屋倒壊その他の二次的災害の発生が市民の生命を脅かすことになること

から、地域市民等を安全な場所に計画的に避難させるために、事前に避難体制を整え、人的被害を最小限

にとどめる。 

１ 避難場所及び避難所の指定と事前周知 

 市は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を

踏まえ、震災による住家の倒壊等により地域住民が生活の本拠を失った場合又は避難が長期にわたる場合

を考慮し、避難場所（公園、緑地、グラウンド）及び避難所（体育館、公民館及び学校等の公共施設等）

を対象に、その管理者（設置者）の同意を得たうえで、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保

される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所（以下「指定避難所等」

という。）をあらかじめ指定し、防災計画に定めるとともに、平常時から、指定避難所等の場所、収容人数

等について、住民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知するこ

とも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

(1) 避難所等の定義 

指定緊急避難場所 

災害による危険から避難してきた市民等が、危険が去るまで又は避難所へ

移動するまでの間、一時的に滞在するために利用する公園、緑地又は学校の

グラウンド等であり、防災計画で指定した場所をいう。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

指定避難所 

家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者を

体育館、公民館及び学校等の公共施設等に避難させ、一定期間保護するため

の施設であり、法の基準を満たし、かつ防災計画で指定した施設をいう。 

一時避難場所 

市民が避難する場合、地域の自主防災組織を中心として、安否確認及び情

報確認を行い、集団を形成するため、一時的に様子を見る空地、駐車場、広

場等の場所をいう。 

福祉避難所 

災害時に一般の避難所で過ごすことが難しい、支援が必要な高齢者や障が

い者等を受け入れるための設備、器材、人材を備えた避難所施設。最初に一

般避難所に入った後、受け入れ態勢が整った時点で対象者が移る「２次避難

所」として運営されることが多い。 

※米沢市指定避難所等については、「資料編」を参照。 

(2) 指定避難所等の指定 

 市は、避難所等を指定するにあたり、次の事項に留意する。 

ア 浸水域等の危険区域以外において地区別に指定し、災害の種別ごとに、どの地区の住民がどの場

所に避難すべきか明確にするとともに、高齢者、乳幼児及び障がい者等でも歩いて避難できる程度

の近傍に確保すること。やむを得ず浸水域等の危険区域内となる場合は、浸水、土砂災害に対する

安全が確保できる複数階の頑強な建物であること。 

また、一旦避難した指定避難所等に更に危険が迫った場合に、他の指定避難所等への移動が容易

に行えることや、救急搬送及び物資輸送体制（救援・輸送用のヘリコプター離着陸等）等を考慮し

た避難圏域を設定すること。 
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イ 指定緊急避難場所については、災害種別に応じて災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺

等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのある物がない場所であって、

災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定すること。 

ウ 指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災

者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響

が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定すること。なお、福

祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、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おり、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支

援を受けることができる体制が整備され、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

な限り確保されるものを指定すること。 

エ 発生が想定される避難者（大規模災害時における帰宅困難者や断水、停電等による避難者を含む）

をすべて受け入れられる面積を確保すること。に努める。また、温泉街等観光客の多い地域では、

これらの観光客の受け入れも考慮して指定避難所等を整備すること。 

≪参考≫ 

阪神・淡路大震災の事例や他県の整備状況では、避難場所で１～２㎡／人程度、避難所で３㎡／

人程度が目安とされている。 

感染症流行時においては、避難所の１人当たり収容面積を一人当たり４平方メートル、世帯間の

間隔を１メートル（できれば２メートル）、プライバシー確保のため少なくとも座位で口元より高い

パーティションを設ける。（山形県避難所における新型コロナウイルス感染予防ガイドライン参照） 

オ 延焼、地すべり等二次災害の危険性のないこと。指定避難所は十分な耐震強度を確保すること。 

カ 都市公園等を指定避難所等に指定する場合は、火災が発生した場合の輻射熱を考慮した広さを確

保すること。 

キ 危険物を取り扱う施設等が周辺にないよう配慮すること。 

ク 人員・物資の輸送用車両が直接乗り入れられるよう、広幅員の道路に面するか、十分な幅員のア

プローチを確保するよう努めること。 

ケ 指定避難所については、あらかじめ鍵を近隣住民に保管してもらう等、避難を開始した場合に直

ちに開設できる体制を整備すること。 

コ 学校を指定避難所等として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮すること。

学校施設の指定避難所等としての機能は応急的なものであることを認識の上、指定避難所等となる

施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るこ

と。 

サ 指定避難所となる施設において、あらかじめ必要な機能を整理し、備蓄場所の確保や通信設備の

整備等を進めること。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努める。 

シ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関す

る役割分担等を定めるよう努めること。 

ス 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、避難所

運営のノウハウを有するＮＰＯ等や医療・保健・福祉の専門家等との定期的な情報交換に努めるこ

と。 

セ 一時的に集まる避難場所については、市の指定緊急避難場所（指定避難場所）のほか、自主防災

組織や町内会が主体的に、空地、駐車場、広場等、地域実情に合わせ選定するよう努める。 

 (3) 避難路の設定及び安全確保 

 市は、指定避難所等に至る避難路を設定するとともに、その安全を確保するため、次の事項に留意

する。 

ア 指定避難所等へ至る避難路について、十分な幅員の確保と延焼防止、がけ崩れ防止等のための施

設整備に努めるとともに土砂災害発生が予想される土砂災害警戒区域を市民等に周知すること。 
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イ その他の道路についても、道路に面する家屋や建造物が被災した場合に避難の支障となる箇所の

有無をあらかじめ点検し、その結果を市民に周知すること。 

(4) 指定避難所等及び避難方法の事前周知 

市は、指定避難所等を指定したときは、次の方法等により市民にその位置及び避難にあたっての注

意事項等の周知徹底を図る。 

※市指定避難所等については、「資料編」を参照。 

ア 避難誘導標識、避難地案内板等の設置 

市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種

別一般図記号を使用して、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。 

国、県及び市は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めるもの

とする。 

イ 広報誌、防災マップ、チラシ配布 

防災マップの作成にあたっては、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。 

ウ ホームページへの掲載 

エ 防災訓練等の実施 

オ 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、旅

館・ホテル等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保

することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況

等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべき

ことについて、市は、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

なお、以下の内容については、特に周知徹底に努める。 

   ア 指定緊急避難場所と指定避難所の役割に違いがあること。 

イ 指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定されていること。 

ウ 避難の際には、発生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して選択すべき

であること。 

エ 指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合は、特定の災害においては当該施設に避難す 

ることが不適当な場合があること。 

また、市及び県は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、あらかじめ、指定避難所の運営管理の

ために必要な知識等の普及に努めるものとする。この際、市民等への普及に当たっては、地域住民

が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。特に、夏季には熱中症

の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努める。 

(5) 自宅療養者等への対応 

県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、防災担当部局との

連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう

努める。また、県は市の防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検

討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよ

う努める。 

県は、自宅療養者に対し、災害の発生が予測される場合は、避難等の災害対応に必要な最小限の情

報（自宅療養者の住所、氏名等）について居住する市町村に提供する場合がある旨をあらかじめ説明

する。また、市は住民に対し、自宅療養者となった場合は避難方法について事前に相談・指示を受け

るよう平時から周知する。なお、濃厚接触者の取扱いについても同様とする。 

(6) 公共用地の活用 

市及び県は、避難場所、避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進にあたり、公共用地･国有

財産の有効活用を図る。  
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２ 避難指示等発令体制の整備 

 市は、災害時に適切な避難指示等の発令ができるよう、あらかじめ明確な判断基準の設定に努める。ま

た、躊躇なく避難指示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、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

(1) 避難指示等の判断・伝達マニュアル又はタイムラインに記載すべき事項 

ア 対象とする災害及び警戒すべき区間など 

イ 避難すべき区域 

ウ 避難指示等の発表の判断基準など 

エ 避難指示等の伝達方法 

オ 災害特性など 

(2) 避難指示等の発令・伝達体制の整備 

 市は、迅速・的確な避難実施が行えるよう次の事項について、あらかじめ体制を整備する。 

ア 市長が不在時の発表代行の順位 

イ 発令の判断に必要となる気象情報等の確実な入手体制の整備 

ウ 災害種別に応じた避難場所・避難経路の事前の選定 

(3) 全庁をあげた体制の構築 

市は、躊躇なく避難指示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、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努める。 

(4) 国や県との連携 

市は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓

口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えて

おくものとする。 

３ 避難所等に係る施設、設備、資機材等の整備 

 市は、指定避難所等及び避難経路について、その管理者（設置者）と十分調整を図り、次のとおり施設、

設備及び資機材等の整備に努める。 

(1) 指定避難所及び避難路の耐震化 

(2) 断水時でも使用可能なトイレ、非常用電源設備を備えた構内放送・照明設備、電話不通時や輻輳

時にも使用可能な衛星携帯電話等の通信機器、放送設備等避難者への情報伝達に必要な設備等の整

備 

(3) 地域完結型の備蓄施設（既存施設のスペースも含む）の確保並びに給水用資機材、炊き出し用具

（食料及び燃料）、毛布、携帯トイレ、簡易トイレ、マスク、消毒液等の生活必需品や段ボールベッ

ド、パーティション等新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の配備 

(4) 要配慮者、女性及び子供に配慮した資機材等の整備 

(5) 要配慮者に配慮した指定避難所等への誘導標識の整備や、避難施設の空調、洋式トイレ、障がい

者用トイレ、スロープ等バリアフリー化等の環境整備 

(6) 避難生活が長期化することに備え、プライバシー確保のための間仕切り用パーティションや冷暖

房機器の増設・配備をはじめとする環境の整備 

(7) 更衣室等のスペース確保等の男女双方及び性的マイノリティの視点に配慮した施設の環境整備 

(8) バリアフリー化されていない施設を利用する場合で避難の長期化が予想されるときには、高齢

者・障がい者等が利用しやすいよう、障がい者用トイレ、スロープ等の整備 

(9) 避難所における良好な生活環境の確保 

   新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや動



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

32 

線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉

担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努める。また、必要な場合には、国や独立行政法人

等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努める。 

(10) 有症状者の避難スペースの確保 

発熱・咳などの有症状者及び濃厚接触者を分離する別室の専用スペース又は専用避難所、専用ト

イレ等の確保に努める。 

４ 避難行動要支援者の個別避難計画 

市は、避難行動要支援者の避難支援体制を整備するため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を

作成するものとする。 

平成 25 年６月の基本法の一部改正により、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配

慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支

援者名簿）の作成を義務付けること等が規定されている。 

５ 避難誘導体制の整備 

(1) 市は、避難指示等が発表された場合に市民が迅速かつ安全に避難できるような避難誘導体制を整

備する。特に、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し、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

ティア団体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を把握・共

有に努め、情報伝達体制や避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図るものとする。 

(2) 市は、避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等

警戒避難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等

による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慮するよう努めるものとする。 

(3) 市は、災害時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成するものとする。また、防災訓練の実施や

防災マップの作成・配布等により、その内容の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。 

６ 防災上特に注意を要する施設の避難計画 

(1) 多数の要配慮者が利用する施設 

 学校、幼稚園、保育所、認定こども園、病院及び社会福祉施設の管理者は、施設内の避難通路確保

のため、天井等の落下防止及び備品等の転倒防止策を講じるとともに、次の事項を考慮し、あらかじ

め避難計画を策定しておく。 

ア 防災情報の入手体制 

イ 地域の実情に応じた避難所等（指定避難所等）、避難経路、誘導及びその指示伝達の方法 

ウ 入院患者及び自力避難の困難な避難行動要支援者等の避難誘導方法並びに自主防災組織、事業所

等との協力体制 

エ 集団的に避難する場合の避難所等の確保、保健衛生対策及び給食の実施方法 

オ 災害時における施設利用者の受け入れに関する他施設との協定等 

カ 保護者等への安否の連絡及び引き渡し方法 

(2) 不特定多数の者が利用する施設 

 高層建築物、百貨店等大規模小売店舗、興行場、ホテル、旅館、駅その他不特定多数の者が利用す

る施設の設置者又は管理者は、施設内の避難通路確保のため、天井等の落下防止及び備品等の転倒防

止策を講じるともに、次の事項を考慮し避難計画を策定しておく。 
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ア 施設内外の被災状況等についての利用者への的確な伝達 

イ 利用者の施設外への安全な避難誘導 

ウ 避難所等に係る管理者等との事前調整 

(3) 地下空間を有する施設 

 地下通路など地下空間を有する施設の管理者は、、施設内の避難通路確保のため、天井等の落下防止

及び備品等の転倒防止策を講じるともに、次の事項を考慮し、あらかじめ避難計画を策定しておく。 

ア 利用者の施設外への安全な避難手段の確保 

イ 利用者に対する地下空間が有している危険性の周知 

７ 福祉避難所の指定 

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配慮者のため、次の

事項に留意し、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するように努める。 

(1) 相談等に当たる介助員等の配置（概ね 10人の対象者に 1人） 

(2) 高齢者、障がい者等に配慮したポータブルトイレ等の資機材の整備 

(3) 日常生活上の支援を行うために必要な消耗器材の整備 

指定に当たっては、施設がバリアフリー化されている等、要配慮者の利用に適しており、生活相談職員

等の確保が比較的容易である老人福祉センター、防災拠点型地域交流スペースを付設する社会福祉施設、

特別支援学校等、受け入れる避難者にふさわしい施設を選定し、福祉避難所として必要な設備及びケアに

あたる人材の確保について配慮すること。 

  なお、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必要に応

じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する。前述

の公示を利用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、

要配慮者が、避難が必要になった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努める。 

また、適当な施設を指定することが困難な場合は、既に一般避難所に指定している施設において、要配

慮者に対して特別な配慮をする場所や部屋を区分けする等により、一般の避難所を福祉避難所として指定

するよう努める。 

８ 近隣市町村における指定緊急避難場所の指定 

市は、災害の想定等により必要に応じて、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。 
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第７節 救助・救急体制整備計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、市立病院事務局 

■関係機関 

 市民（自主防災組織、町内会）、消防機関、警察機関、医師会、病院、保健所等 

 

 市は、災害による多数の被災者を迅速かつ的確に救出・救助するため、防災関係機関と連携して実施す

る初期活動から救急搬送までの活動体制を整備する。 

１ 自主防災組織の対策 

(1) 情報の収集・伝達体制の確立 

 自主防災組織は、各地域における要救助者の発生状況等を、速やかに市又は消防機関、警察機関に

通報するとともに、これら防災関係機関の避難指示等を速やかに地域住民に伝達する体制を確立する。 

(2) 防災訓練の実施 

 防災関係機関が要救助現場に到着するまでの間、自主防災組織が迅速かつ的確に救助活動を展開す

ることが極めて重要であることから、平時において、消火活動や損壊した建物による負傷者の救助活

動等について十分な訓練を行う。 

(3) 防災資機材の整備 

 自主防災組織は、救助活動に必要となるチェーンソー、エンジンカッター及び簡易ベッド等の資機

材を整備するよう努める。 

２ 市及び消防機関の対策 

(1) 市民に対する防災意識の啓発 

 市は、消防機関の協力のもと、救助訓練、応急手当の普及・啓発活動等を実施し、市民の防災意識

の高揚を図る。また、要配慮者の避難誘導等が円滑に行われるよう、その実施方法の検討し確立して

おく。 

(2) 民間等による救助・救急支援体制の確保 

 市は、多発する建物倒壊や火災等に備え、地元建設業者等から、救助活動に必要な重機や操作要員

の派遣が受けられるよう協定を締結する等体制を整備する。 

(3) 消防機関の救助・救急体制の整備 

ア 常備消防機関 

 消防機関は、救助隊員、救急隊員の安全確保を図りつつ効率的な救助･救急活動が行われるよう教

育訓練を行うとともに、専任率の向上を図る。また、救急隊員としてより高度な応急処置を行うこ

とができる救急救命士の養成及び高規格救急自動車、救助工作車等の救助・救急用資機材の整備に

努める。 

イ 消防団 

 市は、消防団活動に参加しやすい環境整備（機能別分団・団員、大学生団員、女性団員の拡充等）

による消防団員の入団促進や消防団協力事業所表示制度の活用などにより消防団活性化対策を総

合的かつ計画的に推進する。 

 さらに、消防団が災害発生時に一刻も早く災害現場に到着することができるよう、団員の連絡・

参集体制の整備・充実を図るとともに、地域住民と協力して一人でも多くの人員で救助・救急活動

を行えるよう、日頃から地域住民と連携した初動体制の確立に努める。 
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 また、消防団の救助・救急活動に係る教育訓練を積極的に行うとともに、消防団におけるハンマ

ー、ジャッキ、チェーンソー及び無線機器等の救助・救急用資機材の整備に努める。 

(4) 情報収集・伝達体制の整備 

ア 防災関係機関の連携 

 救助の対象となる被災者の発生情報は、災害応急対策において最も重要な情報項目であることか

ら、市及び消防機関は、自らの活動によりこれを迅速に把握するとともに、地域住民や自主防災組

織、警察機関及び県等と適切に情報交換できる体制を整備する。また、初期活動から救急搬送まで

の一連の実動訓練を実施し、防災関係機関の連携や相互の役割分担を常に確認しておく。 

イ 民間組織の協力 

 市は、公衆通信網等が途断した場合に備え、ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ等のメディアの活用を

検討するとともに、災害時における多様な通信手段の確保や情報収集伝達体制の充実強化を図る。 

 また、タクシー会社とも、通行中に発見した要救助者の通報について協力が得られるよう体制を

整備しておく。 

(5) 救助・救急活動における交通確保 

 被災者を的確に救助するためには、消防機関等が一刻も早く災害現場に駆け付け、救出した被災者

を迅速に医療機関に搬送することが重要であるので、建物等の崩壊や道路の損壊等により通行障害が

発生した場合の情報提供方法及び交通確保対策を、警察や道路管理者と協議し定めておく。 

(6) 医療機関との情報伝達体制の整備 

 多数の救出者を迅速かつ的確に医療機関に救急搬送するため、緊急患者受入の確認方法等、医療機

関との情報伝達体制について協議し定めておく。 

(7) 応援受入（受援）体制の確立 

同時多発災害に自己の消防組織等のみで対応できない場合、関係法令や協定等に基づく他市町村の

消防機関、警察及び自衛隊への応援要請について、その順位や手続き等をあらかじめ定めて確認して

おく。 

また、これら応援に駆け付ける関係機関の受入体制のうち、特に被災者に関する情報の集約、活動

区域の分担及び災害現場への応援部隊の誘導方法等について、協議し確立しておく。 

ア 広域消防相互応援の要請及び受援 

 消防機関は、山形県広域消防相互応援協定及び近隣消防機関との相互応援協定等に基づく応援部

隊の受援を円滑に行い、応援消防部隊の的確な活動管理及び指揮が行えるよう体制を整備する。 

イ 緊急消防援助隊の要請及び受援 

 消防機関は、山形県緊急消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊応援部隊の円滑な受入れ

及び的確な活動指揮が行えるよう体制を整備する。 

(8) 要配慮者に対する配慮 

 要配慮者が災害発生時に犠牲となるケースが多いことから、市及び消防機関は、要配慮者の避難誘

導や救急・救助及び医療救護等が円滑に行われるよう体制を整備する。 

(9) 積雪期の対応 

 市及び消防機関は、積雪期の大規模災害等発生時における道路の除雪体制及び避難所等への市民の

避難誘導体制の整備に努め、地上及び航空機による円滑な救助・救急活動が実施できるよう体制の整

備に努める。 
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第８節 火災予防計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部 

■関係機関 

 消防機関、婦人防火指導員連合会、市民（自主防災組織、町内会）各種施設管理者及び企業（防火管

理者）等 

 

 市及び消防機関は、地震による二次災害としての火災発生の未然防止と被害の軽減を図るため、各防災

関係機関との連携を密にし、火災予防体制を整備する。 

１ 火災防止体制の整備 

(1) 常備消防の強化 

 市及び消防機関は、同時多発火災及び大規模火災発生時の消防需要の増大に対応するため、消防車

両、救助資機材、消防施設の充実強化に努める。 

(2) 消防団の整備強化 

 市及び消防機関は、災害時における消防団の整備強化を図るため、消防団機器置場、消防用資機材、

消防用無線等の設備機器の増強を図る。 

(3) 自主防災組織の育成強化 

 市及び消防機関は、町内会を中心とした自主防災組織、婦人防火指導員連合会、地域消防団ＯＢ等

の協力により、地域ぐるみの消防体制を確立するとともに、町内会等と十分協議のうえ、地域の自主

防災組織の育成強化、防火防災教育を支援することにより、火災の未然防止、火災発生時の被害の軽

減を図る。 

(4) 防火管理体制の強化 

 消防機関は、学校、病院、工場、旅館、興行場、商業ビル等、多数の者が出入り、勤務、居住する

防火対象物における防火管理体制の強化を図る。 

(5) 消防通信体制の整備 

 消防機関は、多様化する消防業務に的確かつ迅速に対応するため、より高度な総合通信指令システ

ムを導入するほか、無線の不感地帯の解消に努める。 

(6) 消防水利の整備 

 消防機関は、消防水利の充実を図るために、耐震性の高い防火水槽及び消火栓等の整備に努める。 

(7) 火災警報等の発表 

 市は、知事から消防法に定める火災に関する気象通報を受けた場合を除き、気象の状況から火災予

防上危険が予測される場合は、消防機関及び市消防団各分団を通じた有効適切な発表に努める。 

(8) 要配慮者に対する配慮 

 市及び消防機関は、要配慮者等と接する機会の多い、ホームヘルパー、民生委員等の福祉関係者や

婦人防火指導員連合会等に対し、火災予防に関する知識の普及を図り、積極的な協力を働きかける。 

２ 出火防止 

(1) 一般対策 

ア 市、県及び消防機関は、広報活動により火災予防思想の普及啓発に努める。 

イ 市及び消防機関は、火災の発生を防止するため、都市計画法に基づく防火地域及び準防火地域以
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外の地域においても、建築物の内装材料等の不燃・難燃化を指導する。 

ウ 消防機関は、飲食店、百貨店等の不特定多数の者が利用すると予想される防火対象物及び工場等

で多量の火気を使用する防火対象物について、重点的に予防査察を実施する。 

(2) 家庭に対する指導 

 市及び消防機関は、地域の自主防災組織等を通じて一般家庭に対し火災発生防止対策、消火器の整

備と取扱いの指導及び初期消火活動の重要性を周知徹底する。 

ア 平常時の対策 

(a) 消火器、消火バケツ等の消火用器材の設置 

(b) 住宅用火災警報器、ガス漏れ警報器、マイコンメーター等の設置及び維持管理 

(c) 危険物及び可燃物等（灯油、食用油、ヘアスプレー等）の保管場所の点検 

イ 地震発生時の対策 

(a) 使用中の調理器具、暖房器具等の火を消す、又は電源を切る。 

(b) ガスにあっては、元栓を閉める。 

(c) 電力復旧時の火災発生（通電火災）を防止するため、電気のブレーカーを切る。 

ウ 強風時の対策 

(a) 火気の使用制限又は停止 

(b) 可燃物の整理又は除去 

(c) 火災発生時の初動措置の確認 

(3) 防火対象物に対する指導 

 市及び消防機関は、消防法に基づき防火管理を行わなければならない防火対象物については、防火

管理者を選任させる。 

(4) 防火対象物点検報告制度等の実施指導 

 消防機関は、特定の防火対象物（映画館、風俗営業店、飲食店、百貨店、旅館・ホテル、病院等の

不特定多数の者が利用するもの）で、収容人員が一定規模以上のもの又は小規模雑居ビル等のうち避

難が困難なものについては、防火対象物点検報告制度に基づく点検報告を実施させ、点検済証（セイ

フティマーク）を表示することにより、利用者の安全を確保する体制を確立する。 

３ 消防用設備等の適正な維持管理指導 

(1) 市及び消防機関は、病院、社会福祉施設等の要配慮者が利用する防火対象物に、スプリンクラー

設備等の消防用設備等の適正な設置を指導する。 

 また、それ以外の防火対象物についても、法令等の規定による消防設備等の設置を完全に履行させ、

その適正な維持管理を指導する。 

(2) 市、県及び消防機関は、防火管理者、消防設備士及び消防設備点検資格者を養成、指導する。 

４ 初期消火体制の強化 

(1) 自主防災組織の対策 

自主防災組織は、火災の発生状況を速やかに消防機関及び市に通報する体制を確立する。 

(2) 消火訓練の実施 

 消防機関は、防火管理者をおく事業所に対しては、消防計画に基づく各種訓練等を通じ、初期消

火体制の確立を指導する。それ以外の事業所及び市民に対しては、地域における自主的な消火訓練

を実施するよう指導するとともに、広報資料を配布する等により、初期消火体制を強化する。 
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５ 消防施設等の整備 

(1) 市及び消防機関による整備 

 市及び消防機関は、消防計画に定めるところに従い、消防力の整備指針を満たすように消防施設、

設備及び資機材等の整備を推進するとともに、常に整備点検を行い適切に使用できる状態を保つもの

とする。 

 また、地震発生時における同時多発火災や大規模火災等に対応するため、耐震性貯水槽、自然水利

等の多元的な消防水利の整備に努める。 

(2) 防火管理者による整備 

 防火管理者は、その消防計画に定めるところに従い、消防用設備等の整備及び点検を行う。 

(3) 自主防災組織による整備 

 市は、「自主防災組織整備事業」、「コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）」等を活用

し、自主防災組織における防火関連資機材及び施設等の整備に努める。 
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第９節 医療救護体制整備計画 

 

 

■関係部課局 

 健康福祉部、市立病院事務局 

■関係機関 

 県、消防機関、医師会、病院等 

 

 災害発生時においては、限られた機材、薬品、人員及び施設等によって診療行為を行う必要があること

から、その活用においては合理性が求められる。 

 医療機関においては、災害発生時における行動をマニュアル化するなど、医療救護体制を整備する。（第

２編震災対策編 第２章 震災応急計画 第６節 救助・救急計画 第８節「医療救護計画」参照） 

 また、各防災関係機関においても、近隣の病医院の状態を把握し、非常時に対応する。（代表的な医療

機関の電話番号、病床数等については資料編参照） 

１ 医療関係施設の役割 

 災害時において、傷病者に応急処置・医療を提供する被災地内外の医療関係施設（下表参照）は、次の

業務を行う。 

 

＜災害時の医療関係施設＞ 

被災地内 被災地外 

傷病者に医療を提供する。  被災地から搬送された重篤者を主とする重

傷者に医療を提供する。または被災地へ医療

救護班及びＤＭＡＴを派遣するとともに、災

害拠点精神科病院にＤＰＡＴを派遣する。 

(1) 市が設置する医療救護所 

(2) 一般の医療機関（休日・夜間診療所を含

む） 

(3) 災害拠点病院等 

(4) ＤＭＡＴ指定病院 

(5) ＤＰＡＴ指定病院 

(6) その他自衛隊等により設置される臨時の

医療施設 

① ＤＭＡＴ指定病院 

② ＤＰＡＴ指定病院 

③ 災害拠点病院等 

④ 災害拠点精神科病院 

⑤ 救急告示病院 

※ＤＭＡＴ：災害派遣医療チーム 

※ＤＰＡＴ：災害派遣精神医療チーム 

(1) 医療救護所 

 医療救護所は、市が設置し、トリアージ及び応急処置を行う。また、後方病院への搬送については、

消防機関が行う。 

(2) 一般の医療機関（休日・夜間診療所を含む） 

 一般の医療機関は、可及的速やかに被災傷病者やその他の救急患者への医療を行う。 

(3) 救急告示病院 

 救急告示病院は、可及的速やかに被災傷病者やその他の救急患者への医療を行うほか、被災地の救

護活動が長期化した場合、他の救急告示病院や県医師会などの関係機関と連携・協力を図りながら医

療救護班の派遣を行う。 
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(4) 災害拠点病院等 

 災害拠点病院及び山形大学医学部附属病院等は、重傷傷病者等の受入れや広域搬送に対応するほか、

医療救護班の派遣を行う。 

＜県内の災害拠点病院＞ 

山形県立中央病院、山形市立病院済生館、山形済生病院、山形県立新庄病院、公立置賜総合病院、日

本海総合病院、鶴岡市立荘内病院 

＜災害拠点病院指定要件＞ 

① ２４時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体

制を有すること。 

② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなり、重症傷病者の受け入れ・搬送をヘリ

コプターなどを使用して行うことができること。 

③ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。 

④ 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。 

⑤ 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。 

⑥ 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。 

⑦ 地域の第二次救急医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓

練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 

⑧ ヘリコプターに同乗する医師を派遣できることに加え、これらをサポートする、十分な医療設備

や医療体制、情報収集システムと、ヘリポート、緊急車両、自己完結型で医療チームを派遣でき

る資器材を備えていること。 

 (5) 災害拠点精神科病院 

災害拠点精神科病院は、急性期の精神障がい者の優先受入れやトリアージ対応、患者の広域搬送の

調整、ＤＰＡＴ活動を指揮・統括する拠点本部の設置及び他機関との連絡調整等を行う。 

＜県内の災害拠点精神科病院＞ 

山形さくら町病院、新庄明和病院、佐藤病院、県立こころの医療センター 

(6) ＤＭＡＴ指定病院 

    ＤＭＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＭＡＴを被災地内外に派遣する。 

派遣されたＤＭＡＴは、県の要請等により県外から派遣されたＤＭＡＴとともに、被災地内外での

現場活動、病院支援、地域医療搬送及び広域医療搬送を行う。 

＜ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）を有する病院（ＤＭＡＴ指定医療機関）＞ 

山形県立中央病院、山形大学医学部附属病院、山形市立病院済生館、山形済生病院、公立置賜総合病

院、日本海総合病院、山形県立新庄病院、鶴岡市立荘内病院 

(7) ＤＰＡＴ指定病院 

  ＤＰＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＰＡＴを被災地内外の災害拠点精神科病院に派遣する。

派遣されたＤＰＡＴは、県の要請等により県内外から派遣されたＤＰＡＴとともに、被災地内外での

精神科医療機関の情報収集とアセスメント及び精神科医療の提供、精神保健活動への専門的支援等を

行う。 

＜ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）を有する病院（ＤＰＡＴ指定医療機関）＞ 

山形さくら町病院、若宮病院、かみのやま病院、秋野病院、佐藤病院、吉川記念病院、県立こころ

の医療センター、米沢こころの病院 
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■救急医療について■ 

 山形県における救急医療は、重症・重篤患者の救命救急診療を行う「三次救急医療」、手術や入院

治療の必要な重症患者の診療を行う「二次救急医療」、休日や夜間などにおいて比較的軽症の救急患

者の外来診療を行う「初期救急医療」と、重症度や緊急度に応じた体系的な医療提供体制を構築して

いる。 

 

＜県内の救急医療体制＞ 

区 分 内 容 医 療 機 関 

初期救急医療 

身近な地域において、休日や夜間に

比較的軽症な救急患者の外来診療を行

う。 

また、手術や入院治療が必要な重症

患者を二次救急医療機関へ転送する役

割を担う。 

・休日・夜間急患センター(９か所) 

・在宅当番医(11 市町をカバー) 

・かかりつけ医 

二次救急医療 

二次保健医療圏を対象に、手術や入

院治療の必要な重症患者の診療を行

う。 

・救急告示病院（35病院） 

三次救急医療 

県内全域を対象に、心筋梗塞、脳卒

中、頭部外傷などによる重症・重篤患者

の救命救急診療を行う。 

・県立救命救急センター（県立中央病

院） 

・公立置賜総合病院救命救急センター 

・日本海総合病院救命救急センター 

・山形大学医学部附属病院 

  

２ 医療関係施設等の整備 

(1) 医療関係施設等の整備 

 市、県及び医療施設、医療関係団体は、災害時における医療救護活動が円滑に行われるよう、医療

関係施設の耐震化等の整備及び長時間停電対策等の設備整備を図る。県は、災害拠点病院、災害拠点

精神科病院及びＤＭＡＴ指定病院、ＤＰＡＴ指定病院の整備を重点的に推進するとともに、あらかじ

め、航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）としての機能を山形空港及び庄内空港に整備する。 

(2) 医療救護所設置場所の確保 

 市は、次の事項に留意して災害時における医療救護所の設置予定場所をあらかじめ定め、地域防災

計画に掲載して地域住民や防災関係機関に周知するとともに、地域の医療機関や医師会等関係団体に

対して情報提供を行う。 

ア 設置場所 

(a) 二次災害の危険のない場所であること。 

(b) 傷病者搬送のための道路に直接アクセスできる場所であること。 

(c) 市民等に比較的知られている場所であること。 

(d) ヘリコプターの緊急離着陸が可能な場所に近接していること。 

イ 設置スペース 

 冬季間の積雪・厳寒を考慮し、トリアージ、治療及び搬送待合の各スペースが屋内に確保できる

建物。 

ウ 設置数 

 災害現場から徒歩で搬送可能な範囲が適当であることを考慮し、概ね人口１万人に１か所、中学

校の学区程度に１か所程度を目安とする。 

(3) ＩＴを活用した災害時の情報収集体制の整備 

ア 広域災害救急医療情報システム 
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 県及び災害拠点病院は、災害時に医療施設の診療状況等を迅速に把握するため、「広域災害救急医

療情報システム」を活用し、適切な災害時医療提供体制を構築する。また、定期的に操作等の研修・

訓練を行う。 

イ 災害精神保健医療情報支援システム 

県及び災害拠点精神科病院は、災害時に医療施設の診療状況及び精神科医療の支援ニーズ等を迅

速に把握するため、「災害精神保健医療情報支援システム」を活用し、適切な災害時精神科医療提供

体制を構築する。また、定期的に操作等の研修・訓練を行う。 

ウ 山形県医療機関情報ネットワーク 

 市、県、医療施設、医療関係団体等は、災害時に医療施設の診療状況等を迅速に把握するため、

「山形県医療機関情報ネットワーク」を活用し、適切な災害時医療提供体制を構築する。また、定

期的に操作等の研修・訓練を行う。 

エ 非常用通信手段の確保 

県、市町村及び医療機関は、災害時の医療機関の機能を維持し、広域災害・救急医療情報システ

ム等の稼働に必要なインターネット接続を確保するため、非常用通信手段の確保に努める。また、

定期的に操作等の研修・訓練を行う。 

(4) 多チャンネルによる緊急時連絡体制の整備 

 医療関係施設は、衛星電話、防災行政無線、衛星通信等、多チャンネルによる連絡体制を整備する。 

(5) 長時間停電対策 

災害拠点病院等は、発災後、72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を受けられる

よう、あらかじめ、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。 

(6) 食料等の備蓄 

   災害拠点病院等は、食料、飲料水、医薬品の備蓄の充実に努める。 

３ 医療救護活動体制の整備 

(1) 医療救護班及びＤＭＡＴ派遣体制の整備 

 県は、災害拠点病院、県立病院（災害拠点病院に指定されている病院を除く。）、山形大学医学部附

属病院、県医師会、県看護協会、県薬剤師会、県歯科医師会、日本赤十字社山形県支部等（以下「派

遣元」という。）の協力を得て、市からの要請により、医療救護所において医療救護に従事する医療救

護班を派遣するための体制をあらかじめ整備しておく。 

 また、ＤＭＡＴ指定病院の協力を得て、被災地内外での現場活動、地域医療搬送、病院支援及び広

域医療搬送を行う専門的な研修を受けた機動性を持つＤＭＡＴを派遣するための体制をあらかじめ

整備しておく。 

 医療救護班及びＤＭＡＴの人員構成は、１班につき概ね医師１～２名、看護師１～２名、業務調整

員１～２名、計４～５名程度とし、その装備・服装・携帯品等は、自己完結型の医療活動に適したも

のを目指すこととする。細部はそれぞれの派遣元の決定するところによる。 

さらに、ＤＭＡＴが中期的にも医療活動を展開できる体制の確立や、ＤＭＡＴから中長期的な医療

を担うチームへの円滑な引継ぎを図るため、訓練等を通じて、派遣調整を行うスキームの一層の改善

に努める。 

(2) ＤＰＡＴ派遣体制の整備 

県は、ＤＰＡＴ指定病院の協力を得て、被災地内での情報収集とアセスメント及び精神科医療機能

に対する後方支援を行う専門的な研修を受けた機動性を持つＤＰＡＴを派遣するための体制をあら

かじめ整備しておく。 
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ＤＰＡＴの人員構成は、１班につき４名程度とする。メンバーは、精神科医師、看護師、業務調整

員で組織され、県内又は県外での活動に関わらず、被災地の交通事情やライフラインの被害等、あら

ゆる状況を想定し、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、自ら確保しながら

継続した活動を行うことを基本とする。 

(3) ＤＭＡＴの養成 

 災害発生時にＤＭＡＴとして活動するためには、国の実施する「災害派遣医療チーム研修」の受講

が必須であるため、県は当研修の受講を推進し、ＤＭＡＴ体制の拡充を図る。 

(4) ＤＰＡＴの養成 

災害発生時にＤＰＡＴとして活動する隊員は、県が実施する「災害派遣精神医療チーム研修」など、

専門的な研修を受講した者とし、県は、隊員の資質の向上等を図るための研修や訓練の場の設定に努

める。 

(5) ＤＨＥＡＴの養成 

県は、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）の構成員の人災育成を図るとともに、資質の

維持向上を図るための継続的な研修・訓練を実施するよう努める。 

(6)  災害医療コーディネーター等の設置 

県は、被災地内外での医療救護班及びＤＭＡＴの現場活動、病院支援、地域医療搬送及び広域

医療搬送、並びにＤＰＡＴによる精神科病院の情報収集とアセスメント及び精神科医療機能に対

する後方支援を円滑かつ迅速に実施するための調整役となる災害医療コーディネーター等を設

置する。 

(7) 防災マニュアルの整備 

 各医療機関は、その実情に応じ、二次災害の防止、被害状況の確認、職員の参集、緊急の診療場所・

患者の受け入れ場所の確保等についての防災マニュアル等を整備し、災害時の活動体制を確立するよ

う努める。 

(8) 災害時医療救護マニュアルの整備 

 市、県、医療機関及び関係団体等は、災害時における医療救護活動を円滑に実施するための具体的

行動指針となるマニュアルを整備する。 

(9) ドクターヘリの災害時運用要領等の整備 

県は、ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点

等の確保の運用体制の構築等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努める。 

(10)  災害時医療救護訓練の実施 

県は、災害時における医療救護について、効率的かつ安全な医療救護活動体制を整備するため、医

療機関と連携した訓練を実施する。 

４ 医療資器材供給等体制の整備 

(1) 医療資器材の確保等 

 市は、米沢市立病院等において、災害時に医療救護所等において必要となる医薬品・医療資器材・

輸血用血液製剤等を確保するよう努める。 

 県は、山形県医薬品卸業協会等の関係団体と協力・連携して、流通備蓄により災害時に必要となる

医薬品・医療資器材を確保する。災害時に不足するおそれのある輸血用血液製剤については、日本赤

十字社山形県支部と連携し確保する体制を整備する。 

 また、病院等で被災し損傷した医療機器について、速やかな修理等が行われるよう関係団体とあら

かじめ調整を行う。 
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(2) 医療資器材輸送体制の整備 

 市及び県は、医薬品・医療資器材・輸血用血液製剤等を傷病者の医療救護のため必要な医療機関・

医療救護所に速やかに提供できるよう、物資拠点等を確保するとともに、関係団体と連携し輸送体制

の確立に努める。 
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第 10 節 地震防災施設等整備計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、教育委員会 

■関係機関 

 消防機関、学校、病院、福祉施設 

 

 市は、地震防災上特に必要な施設及び資機材の整備促進を図る。 

１ 整備対象施設等 

(1) 消防施設の整備 

 市は、地震が発生した場合における消火栓の使用不能や消防ポンプ自動車の進入不能等消火活動に

支障をきたす事態発生が予想されることから、耐震性貯水槽、プール及び自然水利等多様な消防水利

の整備並びに可搬式動力ポンプの整備を推進する等、消防力の整備指針等に基づき消防施設の計画的

な整備充実を図る。 

(2) 防災資機材の整備等 

 市及び県の防災関係機関は、震災初動期に対処するための応急資機材を中心に、防災資機材の整備

充実を図る。整備状況に不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者との連携に努める。 

ア 自主防災組織等が使用する資機材 

 市は、消防庁の補助事業等を活用する等により、市民が緊急時の救助等に使用する資機材を、主

防災組織の単位ごとにきめ細かく配置するよう努める。 

イ 市及び県における防災資機材の整備 

 市及び県は、災害発生時の応急活動に必要となる次の資機材の整備に努める。 

(ｱ) 市が整備する資機材 

ａ コミュニティ防災拠点へ配置する資機材 

ｂ 消防機関等が使用する救助用資機材 

ｃ 水防用資機材 

(ｲ) 県が整備する資機材 

ａ 防災拠点へ配置する防災資機材 

ｂ 消防防災ヘリコプター用資機材 

ｃ 水防用資機材 

(3) 防災活動拠点施設の整備 

 市は、耐震性構造の防災コミュニティセンター等を整備し、災害発生時の防災活動の拠点として、

また、平常時には住民に対する防災教育、訓練の場として活用するとともに、当該施設に応急対策や

災害復旧に必要な防災資機材等の整備に努める。なお、整備にあたっては、緊急輸送道路上にある道

の駅など、既存の公共施設の防災活動拠点施設化も検討する。 

国及び県は、道路、河川、都市公園、海岸隣接部及び港湾・漁港に県域を超える支援を行うための

広域防災拠点や被災市町村を支援するための防災拠点を整備する。 

２ 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

 市及び県は、地震防災上緊急に整備すべき施設等について、地震防災対策特別措置法第２条第１項に規

定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、計画的に整備を推進する。 
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(1) 計画期間 

 第６次地震防災緊急事業五箇年計画 令和３年度～令和７年度 

(2) 対象事業 

 県防災計画に定められた事項のうち、次に掲げる施設等の整備であって、主務大臣の定める基準に

適合するもの（市町村事業を含む。）。 

ア 避難地 

イ 避難路 

ウ 消防用施設 

エ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

オ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法第２条第５項

第２号の外郭施設、同項第３号の係留施設及び同項第４号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設（漁

港法第３条第１号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第２号イの輸送施設に限る。) 

カ 共同溝、電線共同溝等の電線及び水管等の公益物件を収容するための施設 

キ 医療法第 31 条に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築ま

たは補強を要するもの 

ク 社会福祉施設のうち、地震防災上改築または補強を要するもの 

ケ 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築または補強を要するもの 

コ 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築または補強を要するもの 

サ 公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築または補強を要するもの 

シ キ～サまでに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上

補強を要するもの 

ス 砂防法第１条に規定する砂防設備、森林法第４１条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地

すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律第２条第２項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法第２条第２項第１号に規

定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの 

セ 地震災害発生時に、災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 

ソ 地震災害発生時に、迅速かつ的確な被害状況の把握及び市民に対する災害情報の伝達を行うため

に必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 

タ 地震災害発生時における飲料水及び電源等を確保し、被災者の生活を維持するために必要な井戸、

貯水槽、水泳プール及び自家発電設備その他の施設又は設備 

チ 地震災害発生時に必要となる非常用食料及び救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

ツ 地震災害発生時に、負傷者を一時的に収容及び保護するために必要となる救護設備又は資機材 

テ 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

ト その他、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの 
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第 11 節 防災用通信施設災害予防計画 
 

 

■関係部課局 

 市民環境部 

■関係機関 

 消防機関、アマチュア無線クラブ、タクシー会社等 

 

 市は、災害時において、電気、電話等が一時的に途絶した場合においても、情報連絡体制が確保される

よう、無線通信ルートの整備を行う。さらに、電話網のより一層の有効利用を図るため、災害時優先電話

（携帯電話含む）等の整備を促進し、緊急通信連絡体制の整備を図る。 

１ 防災用通信施設の整備 

(1) 山形県防災行政無線 

山形県防災行政無線は、地域における防災対策、応急救助及び災害復旧に関する業務を遂行するた

めの情報通信を担うことを目的として設置されている。市町村、消防本部及び県関係機関等、防災関

係機関 82機関を無線回線（非常用電源完備）で結び、更には、衛星通信により消防庁及び都道府県間

等との通信が可能となっている。これらシステムは、従来からの電話・ファクシミリに加え、災害映

像を関係機関へ伝送できるが、高速大容量伝送に備え、今後、デジタル化を進めていく。 

(2) 市町村防災行政無線 

 市は、災害発生時に市民、地域防災関係機関、生活関連公的機関等との間で、情報の収集、伝達を

行うため、次の通信施設の整備を推進する。また、緊急地震速報及び地震情報等の市民への情報伝達

のため、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と防災行政無線等の自動放送連携に努める。 

ア 同報系無線 

 地域住民に対する災害情報の迅速な周知徹底を目的とした屋外拡声器と戸別受信機からなる設

備である。 

イ 移動系無線 

 現地の被害状況を把握することを目的とし、市庁舎と指定避難所等との相互連絡に活用する設備

で、半固定型及び携帯型がある。 

■米沢市防災行政用無線（デジタル移動系）■ 

・令和３年５月から運用開始。（新庁舎建替工事関連） 

・全 72局。新庁舎３階に統制局１台（危機管理室に統制局１、天元台中継局 1、職員携帯用 25

台、避難所用半固定型 44台、予備 1台）。 

・移動局の位置情報をリアルタイムに地図画面へ表示。 

・携帯局で撮影した被害写真を自動で地図上にプロット表示。 

・無線回線を使用して避難所・市役所間でのＦＡＸ送受信可能。 

ウ 緊急速報メール 

 市が配信する災害・避難情報を市内の携帯電話に対し短時間で一斉配信することが可能な即時性

の確保と音声聞き漏らしリスクの解消を図った文字による迅速な情報伝達を可能としたメールシ

ステム。 

■緊急速報メール■（Docomo、au、SoftBank） 

・市が発信する情報 

【災害・避難情報】 

①避難準備・高齢者避難開始、②避難指示、③警戒区域情報、④噴火警報、⑤指定河川洪水

警報、⑥土砂災害警戒情報 

【災害・避難情報（国民保護にかかわる警報）】 

⑧弾道ミサイル情報、⑨航空攻撃情報、⑩ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、⑪大規模テロ情報 
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２ 通信施設の災害予防措置 

(1) 市及び県は、非常通信体制の整備、応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図る

ものとする。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効性の確保に留意する。 

(2) 市及び国・県等の災害時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努め、その運用・管

理及び整備等に当たっては、次の点に十分配慮する。 

ア 災害時における緊急情報連絡を確保するため、無線通信ネットワークの整備・拡充の推進を図る。 

イ 既存施設について、通信鉄塔、局舎、通信設備及び機器等の耐震点検と補強、固定を行い耐震

性を強化する。 

ウ 災害に強い伝送路を構築するため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化及

び関連装置の二重化の推進に努める。特に、耐災害性に優れている衛星系ネットワークは、大規模

災害発生時における輻輳の回避に留意しつつ、国、県及び市町村等を通じた一体的な整備を図る。 

エ 非常災害時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的

に実施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係機関等との連

携による通信訓練への積極的な参加に努める。 

また、商用電源の停電時に備え、各通信施設に非常用発電設備及び直流電源設備等を整備すると

ともに、無線設備や非常用電源設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術を

もとに損壊の危険性が低い堅固な場所への設置等を図る。 

オ 移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等の対策に十分留意する。 

このため、あらかじめ非常時における運用計画を定めておくとともに関係機関の間で運用方法に

ついての十分な調整を図る。 

カ 通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的

通信訓練を定期的に実施する。 

キ 情報通信手段の施設については、平常時より管理・運用体制の構築を図る。 

(3) 通信手段の多様化 

市及び国・県は、さまざまな環境下にある住民、要配慮者利用施設や地下街等の施設管理者等及び地

方公共団体の職員に対して警報等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（戸

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、

ソーシャルメディア等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図る。 

(4) 最新の情報通信関連技術の導入 

市及び国・県等は、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・

整理・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。 

３ 通信機器の必要数の確保 

 災害現場における各機関相互の防災活動を円滑に進めるために必要な防災相互通信用無線機等の整備

に努める。また、通信機器が不足する事態に備え、通信機器の借用について電気通信事業者等とあらかじ

め協議する。 

４ 電気通信設備等の活用 

(1) 移動系通信設備 

市及び県は、災害時に有効な携帯電話や衛星携帯電話・衛星通信、業務用移動通信、アマチュア無線

等による移動通信系の活用体制について整備する。 

また、住民への伝達においても、携帯端末の緊急速報メール、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等

を活用し、警報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 

なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアという性格に配慮する。 



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

49 

(2) 災害時優先電話 

市、県及び防災関係機関は、東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災

害時優先電話等を効果的に活用するよう計画する。また、災害用として配備されている無線電話等の

機器についての運用方法等について習熟するため、職員の教育訓練を実施する。 

(3) ＩＰ電話 

ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図る。  

(4) 電気通信事業者が提供する伝言サービス 

市、国、県は、日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組み

や利用方法等の周知に努める。 

５ 無線従事者の確保 

 市は、防災行政無線等の無線機器等の円滑な使用のため、防災担当職員を対象に、資格取得を促進する。 
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第 12 節 地盤災害予防計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、建設部 

■関係機関 

 消防機関 

 

 市は、地震により発生するがけ崩れや地すべり等に起因する土砂災害の未然防止と、被害の軽減を図る。 

 また、関係機関と連携し、常に土砂災害危険区域の状態を把握するとともに、地域住民に周知徹底を図

り、日頃からその安全対策に努める。 

 

以下に定める事項のほか必要な措置については、第３編 風水害等対策編 第５章 土砂災害対策

計画を準用する。 

１ 土砂災害警戒区域等の調査･周知 

(1) 基礎調査の実施 

 県は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災害防止法」

という。）に基づく基礎調査を定期的に行い、その結果を市に通知するとともに、警戒区域等に相当す

る区域を明示して公表する。 

(2) 土砂災害警戒区域等の指定・周知 

 県は、基礎調査の結果、土砂災害が発生した場合には県民等の生命及び身体に危害が生じるおそれ

があると認められる土地の区域を「土砂災害警戒区域」また、建築物に損壊が生じ県民の生命及び身

体に著しい危害が生じるおそれのあると認められる土地の区域を「土砂災害特別警戒区域」として指

定する。 

 また、市とともに関係図書を一般の縦覧に供するほかホームページでの公開等の多様な手段により

市民への周知徹底を図る。 

市は、これらの土砂災害警戒区域等を防災計画に明記するとともに、土砂災害警戒区域等に指定さ

れた区域毎に警戒避難体制の整備等に関する事項について定め、地域住民等に周知徹底を図る。 

(3) 土砂災害ハザードマップ等による周知 

 市は、県が指定した「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」や避難経路等を示した土

砂災害ハザードマップ等の市民への周知徹底を図る。 

２ 山地災害危険地区の調査・周知 

 (1) 調査の実施 

県は、山地災害危険地区調査要領に基づき、山腹崩壊、地すべり及び崩壊土砂流出等による災害が

発生するおそれがある地区を調査し、その結果を市町村に提供する。 

(2) 山地災害危険地区の周知 

県は、調査の結果、山腹崩壊、地すべり及び崩壊土砂流出等による災害が発生するおそれがある地

区や災害が発生した地区を「山地災害危険地区」とし、ホームページでの公開等の多様な手段により

住民への周知徹底を図る。 

市は、これらの「山地災害危険地区」を防災計画に明記するとともに、地域住民等に周知徹底を図

る。 
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３ 地盤災害予防対策の推進 

(1) 危険箇所の法指定 

 県は、危険箇所を関係法令に基づく指定箇所に指定し、一定の行為を禁止・制限する。 

 法 令 名 指定箇所名 

砂防法 砂防指定地 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律 
急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

森林法 保安林 

建築基準法 災害危険区域 

宅地造成等規制法 
宅地造成工事規制区域 

造成宅地防災区域 

(2) 地盤沈下の防止 

 市及び県は、山形県地下水の採取の適正化に関する条例等に基づき、地下水の適正採取を図り、地

下水の過剰採取による地盤の不等沈下を防止する。 

(3) 災害防止対策工事の推進 

 市、県及び国は、法指定を受けた危険箇所の災害防止対策工事を積極的に推進する｡ 

(4) 警戒体制の確立 

 県は、市と連携し、危険箇所の巡視・点検を強化して警戒体制を確立する一方、警戒・警報機材を

整備し、情報を収集・伝達するためのネットワークの整備を図る。 

(5) 緊急連絡体制の確立 

 市及び県は､緊急時における防災関係機関や自主防災組織との連絡体制を確立しておく。 

(6) 緊急用資機材の確保 

 市及び県は、地震により発生した亀裂の拡大や雨水の浸透を防止するために必要な資機材を確保し、

緊急時に備える｡ 

４ 軟弱地盤等液状化対策の推進 

(1) 地盤液状化現象の調査研究 

 市及び県は、大学や各種研究機関における調査研究の成果を参考にして地盤の液状化現象に関する

調査研究を行い、液状化が予想される地域の分布状況等の資料やマップ等の整備に努める。また、大

規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状化災害の危険性を示した液

状化ハザードマップを作成・公表するよう努めるとともに、滑動崩落の恐れが大きい大規模盛土造成

地において、宅地の耐震化を実施するよう努める。 

(2) 地盤改良・液状化対策工法の普及 

 市及び県は、地盤液状化の発生が予想される地域に対して、耐震基準の適用及び各種対策工法の普

及に努める。 

５ 災害防止に配慮した土地利用の誘導 

(1) 危険住宅等の移転推進 

 市及び県は、安全対策を検討のうえ、危険区域の居住者に宅地の改良や住宅移転の必要性を周知し、

安全地域への移転を促進する｡ 
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(2) 危険箇所の禁止制限行為に対する審査体制の整備等 

 県は、災害防止に配慮した安全な土地利用を誘導するための審査指導体制を整備するとともに、

開発事業者への各種法規制の徹底及び啓発・指導を行う｡ 

６ 被災宅地危険度判定体制の確立 

 市及び県は、大規模な地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害の防止又は軽減

を図り、市民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定士を計画的に養成・登録し、宅地の被災状況を

迅速かつ的確に把握してその危険度判定が実施できるよう、被災宅地危険度判定体制の確立に努める。 

７ 緊急調査及び土砂災害緊急情報の提供に係る実施体制の確立 

 国及び県は、「県防災計画風水害対策編第２編第２章大規模土砂災害対策計画」に定める地震に伴い発生

する大規模な土砂災害発生時における土砂災害防止法に基づく緊急調査、土砂災害緊急情報の通知及び一

般への周知が迅速かつ的確になされるよう、実施手順を定めるとともに関係機関との連携を強化するなど

実施体制の整備を図る。 
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第 13 節 孤立集落対策予防計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、建設部 

■関係機関 

 県、警察機関、消防機関、自主防災組織 

 
 

 中山間地域など、大雨や地震の際、土砂災害などによる交通途絶により孤立するおそれのある集落につ

いて、孤立予防対策を推進するとともに、孤立した際の救援が届くまでの自立を前提に、食料などの物資

や通信機器類などの防災資機材の備蓄を進め、防災体制の整備を行う。 

１ 孤立するおそれのある集落の把握 

 市及び県は、大雨や地震に伴う土砂災害等の要因により道路交通が途絶し、外部からのアクセスが困難

となる集落（以下「孤立可能性のある集落」）について把握するとともに、集落人口や世帯数、通信設備及

び防災資機材の整備状況などの集落の状況を把握する。 

※ 孤立可能性のある集落の一覧表を「資料編」に示す。 

２ 防災資機材等の整備 

(1) 連絡手段の確保 

 市は、集落が孤立し、また一般的な公衆回線も不通となった際、市、消防機関及び警察機関との連

絡手段が確保できるよう、防災行政無線や衛星携帯電話などの通信設備並びに連絡手段となりうる資

機材の整備に努める。 

(2) 食料等の備蓄 

 市は、集落が孤立した際の市民の食料や生活必需品の確保のため、食料、飲料水及び生活必需品の

備蓄を行うとともに、住民に対して食料等の備蓄を呼びかける。 

(3) 避難所の確保 

 市は、土砂災害危険箇所などの危険箇所における市民の避難や冬期間の屋外避難の困難等から、孤

立すると予想される地域内に避難所となりえる場所を確保し、あらかじめ市民に対し周知する。 

(4) 防災資機材の整備 

 市は、発電機、暖房器具及び燃料等、冬期間の暖房確保や調理する際に必要となる資機材などの確

保に努める。 

(5) ヘリ離着陸可能な場所の確保 

 市及び県は、負傷者や食料等の搬送、市民の避難などの緊急事態に備え、ヘリコプターが臨時に離

着陸できる場所を確保するとともに、これら離着陸場所をデータベース化し、防災関係機関に周知し

ていく。 

３ 孤立予防対策の推進 

 市、県及び国は、土石流、地すべり、急傾斜地崩壊、雪崩、落橋等による交通途絶から集落が孤立する

ことを防止するため、これら危険箇所や橋等に対する予防対策を推進するとともに、周辺住民に危険箇所

を周知する。 
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４ 防災体制の整備 

(1) 自主防災組織の育成等 

 市は、市民自ら、救助・救出、避難誘導、避難所生活の支援ができるよう自主防災組織の結成、育

成を進めるとともに、自主防災組織等と消防団や地域の企業・事業所などとの連携を促進する。 

(2) 応援体制の整備 

 防災関係機関は、集落が孤立した際、早急な復旧が図れるよう関係機関との応援体制を整備する。 
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第 14 節 都市防災計画 

 

 
■関係部課局 

 建設部 

 

 市は、まちづくりにおいて災害から市民の生命と財産を守り、安心して暮らせる災害に強い都市とする

ことが重要である。災害発生時においては、被害を最小限にとどめるため、防災に配慮した都市計画事業

等を推進する。 

１ 都市計画の地域地区等指定による災害に強いまちづくり 

 市は、道路用地・公共用地の確保と都市計画法に基づく次の地域地区指定等の組み合わせによる合理的

な土地利用の誘導等により、望ましいまちづくりを推進することにより、都市地域の防災効果を高める。 

(1) 防火地域・準防火地域の指定 

 既存の密集住宅地や高度な土地利用を図る地域について、防火地域や準防火地域を指定することに

より耐火性の高い建築物を誘導し、火災に強い市街地の整備を図る。 

(2) 用途地域の指定 

 工場、住宅等の混在する地域において、用途地域を指定することにより、建築物の用途純化を誘導

し、地震発生時における火災の発生及び拡大要因を除去する。 

(3) 地区計画の決定 

 地区計画の決定による道路用地・公園用地の確保、建築物の用途純化等により災害に強い市街地整

備を誘導する。 

２ 土地区画整理事業等の推進による防災性の強化 

 土地区画整理事業・市街地再開発事業等を実施する場合には、防災上不健全で危険な木造密集市街地の

解消及び無秩序な市街地形成の防止を図り、防災性の高い都市構造形成を推進する。 

(1) 災害危険市街地の解消 

 防災上危険な木造密集市街地を解消し、災害に強い都市構造とするには、幹線道路等の主要な公共

施設の整備だけでなく、区画道路や公園、水路等を総合的・一体的に整備することが重要である。 

 そのため、県は、総合的な都市整備手法である土地区画整理事業の推進を市に積極的に働きかけ、

災害に強いまちづくりを推進する。 

(2) 災害に強い新市街地の整備 

 市及び県は、新市街地の整備が必要な場合には、市等施行の土地区画整理事業等を実施し、防災上

危険となる無秩序な市街地の形成を防止する。 

(3) 市街地不燃化の促進 

 既成の市街地のうち、低層の木造建築物が密集し、防災上不健全な地域においては、市街地再開発

事業や土地区画整理事業により、細分化された敷地を統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、

あわせて公共広場等の公共施設を確保する必要がある。 

 このため、県は、市や市街地再開発組合等が実施する市街地再開発事業及び土地区画整理組合等が

実施する土地区画整理事業に対し、指導・助成を行い事業を促進する。 
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３ 防災空間の整備による安全性の確保 

 市及び県は、都市における地震火災に対する安全を確保するため、建築物の耐震化並びに公園、緑地、

広場及び街路等の防災空間の整備に努める。 

(1) 公園・緑地整備事業の推進 

 公園・緑地は、災害時における避難救援活動の場、あるいは大火災の延焼を防止するための緩衝帯

として、防災上重要な役割を担っている。 

 そのため、主に市街地の公園・緑地の規模と配置の適正化に留意しつつ、外周部に植栽して緑化を

行いながら、その拡充・整備に努める。 

(2) 街路整備事業の推進 

 都市内道路の整備、拡幅等により、都市内に空間を与えて、火災の延焼を防止するとともに、緊急

輸送及び避難路としての機能をも併せて確保する。 

(3) 都市防災推進事業の推進 

 市は、土地区画整理事業等による都市基盤の整備にあわせて、国及び県等の関係機関と連携し、医

療、福祉、行政及び備蓄等の機能を有する公共・公益施設を集中的に整備し、災害時における防災の

拠点となる防災街区等の整備を促進する。 
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第 15 節 建築物災害予防計画 

 

 

■関係部課局 

 建設部 

■関係機関 

 県、消防機関、警察機関、市民（自主防災組織、町内会）、各種施設管理者及び企業（防火管理者、危

険物取扱者、病院・福祉施設、ホテル、大規模小売店舗等） 

 

 市は、地震による建築物災害の未然防止と被害の軽減が図られるよう、庁舎、病院及び学校等の防災上

重要な公共建築物、一般建築物等の耐震性及び不燃性の強化等を促進する。 

１ 建築物の耐震性の確保 

(1) 防災活動の拠点となる公共建築物の耐震性の確保 

 市及び県は、大規模地震災害が発生した場合に、防災活動の拠点となる建築物（以下「防災拠点施

設」という。）の安全性を確保するため、新築、建替え時においては、国が定めた｢官庁施設の総合耐

震・対津波計画基準(平成 25年制定)｣を参考に、耐震性を強化した施設づくりに努める。 

ア 災害対策本部が設置される施設（市庁舎等） 

イ 医療救護活動に従事する機関の施設（病院等） 

ウ 応急対策活動に従事する機関の施設（消防機関、市の出先機関等） 

エ 避難施設（学校、体育館、文化施設等） 

オ 社会福祉施設等（特別養護老人ホーム、障がい福祉施設等） 

(2) 建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

 県は、「山形県建築物耐震改修促進計画」（平成 19年１月策定。以下「県促進計画」という。）を定

め、市は「米沢市建築物耐震改修促進計画」（平成 20年３月策定。）を定めている。市及び県は、定め

た計画に基づき、建築基準法による現行耐震基準施行(昭和 56 年)以前の建築物を中心に、県内全域

において耐震診断を実施し、必要と認めたものから、順次、改修等を推進するよう努め、実施する場

合は「住宅・建築物耐震改修等事業」の活用を図り耐震化を推進する。 

 また、市及び県は、老朽化の兆候が認められる指定避難所等についても、優先順位をつけて計画的

に安全確保対策を進める。 

(3) 防災設備等の整備、維持管理 

ア 防災設備等の整備 

 施設管理者は、次に示す防災措置を実施し、防災機能の強化に努める。 

(ｱ) 配管設備類の耐震性の強化 

(ｲ) 非常用電源の基本能力の確保 

(ｳ) 飲料水の基本水量の確保 

(ｴ) 消防防災用設備等の充実 

(ｵ) 情報・通信システム等の耐震性能の向上等 

イ 維持管理 

 施設管理者は、建設当時の設計図面等を整理保管するとともに、法令点検等の台帳や防災関係図

及び維持管理の手引き等を整備し、日常点検の励行に努める。 

２ 公共建築物の耐震化の推進 

 市及び県は、防災活動の拠点となる公共建築物等の耐震化の推進を図るために、主体的に取り組むため

の基本的な考え方を示した「山形県公共施設等耐震化基本指針（平成 17 年３月策定）」及び「県促進計画」
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に基づき、公共建築物の耐震化（耐震診断・耐震改修（天井材等の非構造部材の落下防止対策及び昇降機

の耐震化を含む。以下同じ））を計画的かつ効果的に推進する。特に、災害時の拠点となる庁舎，指定避難

所等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよ

う努める。 

(1) 防災活動の拠点となる公共建築物の耐震化の推進 

 市は、大規模地震災害が発生した場合に、防災活動の拠点となる建築物（以下「防災拠点施設」と

いう。）の安全性を確保するため、新築、増改築時においては、耐震性を強化した施設づくりに努める

とともに、「米沢市建築物耐震改修促進計画」に基づき、耐震化を推進する。 

 また、災害対策基本法第 50 条に定める災害応急対策を実施するにあたり拠点となる施設の耐震化

について、計画的、効果的に推進していく。 

ア 災害対策本部が設置される施設（市庁舎等） 

イ 応急対策活動に従事する機関の施設（消防本部・消防署、上下水道部庁舎等） 

ウ 医療救護活動に従事する機関の施設（病院等） 

エ 避難収容施設（学校、体育館、コミュニティセンター、文化施設等） 

オ 社会福祉施設等（保育施設等） 

(2) 広く市民が利用する公共建築物等の耐震化の推進 

 文化施設、社会教育施設、体育施設などの広く市民が利用する施設、危険物等を貯蔵又は使用する

施設の耐震化について、計画的、効果的に推進していく。 

(3) その他の公共建築物の耐震化の推進 

 上記以外の公共建築物の耐震化についても、計画的に推進していく。 

３ 一般建築物等の耐震化の推進 

(1) 不特定多数の者が利用する建築物の耐震化 

 ホテル、百貨店及びターミナル等、不特定多数の者が利用する建築物は、災害時に一定の機能を果

たし、かつ、人命を守る基礎となることから、施設管理者は、(2)に掲げる一般建築物の耐震化に努め

る一方、消防機関及び電気・ガス等保安団体は、次に示す防災対策等を指導する。 

ア 震災時における混乱防止のための、各種通信手段の活用等による迅速かつ正確な情報収集伝達体

制の整備 

イ 不特定多数の人を避難誘導するための体制の整備 

ウ 避難誘導に当たる施設従業員等の教育訓練及び商業ビル・地下街における各テナントによる避難

等の連携の徹底 

エ 震災時に利用者等の心理的不安を除去・軽減するための、効果的な広報の徹底 

オ 当該施設の管理実態を把握するための、防災設備等の日常点検の励行 

カ 商業ビル・地下街における個々のテナントに対する、災害発生時の通報連絡・避難誘導体制等の

一層の徹底 

(2) 住宅・建築物の耐震化 

ア 特定既存耐震不適格建築物等の耐震診断・改修 

(ｱ) 市及び県は、一般建築物については、「特定既存耐震不適格建築物｣(｢建築物の耐震改修の促進

に関する法律｣(平成７年法律第 123 号。以下｢耐震改修促進法｣という。)第 14 条に定める昭和

56年以前に建築されたもの。)を主な対象として、耐震診断や必要な改修を促進する。 

(ｲ) また、耐震改修促進法第 16条に規定する既存耐震不適格建築物についても、県促進計画及び

県実施計画の考え方に基づいて、重要度を考慮しつつ耐震診断・改修を促進する。 

(ｳ) 防災拠点施設等については、重要性、緊急性を考慮し、必要に応じて、耐震改修促進法第７条

の要安全確認計画記載建築物に指定することで、耐震化を促進する。 

(ｴ) 耐震改修促進法第 22条の耐震基準適合表示制度の周知により、耐震化の意欲を喚起する。 
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イ 耐震診断・改修に関する知識の普及・啓発 

 市及び県は、次により、建築物所有者に対して耐震改修促進法の趣旨・内容を周知し、耐震診断・

改修に関する知識の普及・啓発に努める。 

(ｱ) 木造住宅所有者等に対し、自らが簡易に耐震性を診断する方法や補強方法等について、講習

会・相談会の開催やリーフレットの配布、ビデオ等により、普及・啓発を図る。 

(ｲ) 木造住宅所有者等からの耐震診断・改修の相談に応ずるため、相談窓口の拡充に努める。 

(3) ブロック塀、石塀等の倒壊防止 

 市及び県は、地震によるブロック塀、石塀等の倒壊を防止するため、避難場所や避難路、通学路沿

いのブロック塀、石塀等の所有者等を主な対象として、安全の確保について指導・啓発する。 

ア 事前指導の強化 

 地震によりブロック塀等が倒壊した原因は、建築基準法施行令第 62 条の８等に定める技術基準

どおりの鉄筋が入っていないなど、施工上の欠陥が多く見られたためとされている。 

 こうした被害の反省を踏まえ、市は、建築確認に伴う指導を強化するとともに、市民に対しては、

地震時のブロック塀等の危険回避等について、普段からのＰＲ強化に努める。 

イ 実態調査に基づく改善指導 

 市は、小学校及び中学校の通学路に面するブロック塀等及び避難場所に指定される施設の周辺地

区についても現況調査を行い、危険なものについては、改善指導を行う。 

ウ うこぎ等による生垣化の推進 

 生垣は、ブロック塀等と比較して防災上安全で、かつ環境・景観面においても優れているといえ

る。そのため、市は、市民が接することの多い小・中学校、保育所、コミュニティセンター、公園

等の隣接道路にあるブロック塀等や、新改築する民家などにもＰＲを行い、うこぎ等の生垣化の推

進を図る。 

(4) 窓ガラス等二次部材の落下防止 

 市及び県は、地震発生時に建築物の窓ガラス、看板等の落下物による災害を防止するため、市街地

及び避難路に面する建築物の管理者等を主な対象として、安全の確保について指導・啓発する。 

(5) 家具、電気製品等の転倒・落下防止 

 市及び県は、地震発生時における家具、電気製品等の転倒・落下による居住者の被害を防止し、又

は二次災害の誘発を防止するため、その転倒・落下防止措置について市民に周知徹底を図る。 

ア 落下物の種類 

 地震時に落下又は倒壊し、直接人的被害を及ぼしたり、避難の際の障害物となる危険の有る物に

は、次のような物がある。 

（例） 

屋内落下物 

１ シャンデリア等照明器具 

２ 棚上の物品 

３ 家具 

ビル関連落下物 

１ 窓ガラスの飛散 

２ 外装材（外壁タイル、モルタル等）のはく落 

３ 壁掛け式クーラー 

４ 屋上・屋外広告物 

５ 高架式水槽 

道路上の落下・転倒物 

１ 自動販売機 

２ 屋外の陳列商品等 

３ 屋外広告物 

４ 路上に放置された自転車・バイク 

(6) 建築物の落下防止対策 

ア 小・中学校の対策 

 市は、市立小・中学校の窓ガラスについて、飛散防止等の安全ガラス化を推進する。 
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 また、その他、落下・転倒防止のための必要な事前指導の徹底を図る。 

イ 一般建築物等の対策 

 市は、デパート、複合商業施設、文化的施設等多くの人が集まる一般建築物等について、弾力性

のある建築材の使用、飛散防止用フィルムの装着、安全ガラス化の推進、照明器具や屋外広告物の

落下防止対策等のための改善・指導を行う。 

(7) 道路上の落下・転倒物防止対策 

 広告塔、看板等の屋外広告物の中には、地震の際に落下し、被害を与えるものもある。特に、避難

場所に指定されている施設の周辺地区や国道、道路に面する自動販売機や陳列商品等について、市は、

関係機関と連携を図り、指導を強化する。 

４ 耐震診断等推進体制の整備 

(1) 耐震診断技術者による耐震診断の推進 

 市は、既存木造住宅の耐震診断等を推進するため、市に登録された耐震診断士を派遣し、その費用

の一部を負担する。 

(2) 被災建築物の応急危険度判定体制の確立 

 大規模な地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止

するため、市及び県は、次により被災建築物の応急危険度判定体制の確立に努める。 

ア 応急危険度判定士の確保 

 県は、応急危険度判定士を計画的に養成・登録するため、建築士等を対象に講習会を開催し、受

講者のうち希望する者を応急危険度判定士として認定する。また、認定台帳を居住地別に作成し、

その地域を管轄する市に配布する。 

 市は、県が配布する応急危険度判定士の認定台帳を把握しておく。 

イ 判定コーディネーターの養成・登録 

 県は、応急危険度判定を円滑に実施するため、行政職員等で、判定士の指導支援を行う判定コー

ディネーターをあらかじめ養成し、登録する。また、登録台帳を作成し、市に配布する。 

 市は、県が配布する判定コーディネーターの登録台帳を把握しておく。 

ウ 判定資機材等の整備 

 市は県と協力して、応急危険度判定活動に必要な資機材・装備の整備を行う。 

エ 関係機関における協力体制の確立 

 県は、応急危険度判定を円滑に実施するため、判定実施に関し必要な事項について、市及び建築

関係団体等と協議を行う。また、市は、地域の実情に沿う応急危険度判定の実施を可能とするため、

地域の建築関係団体等と協議を行う。 

(3) 被災宅地の危険度判定体制の確立 

市及び県は、大規模な地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害の防止又は

軽減を図り、住民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定士を計画的に養成・登録し、宅地の被

災状況を迅速かつ的確に把握してその危険度判定が実施できるよう、被災宅地危険度判定体制の確立

に努める。（第 12節「地盤災害予防計画」より再掲） 

５ 建築物の火災耐力の向上促進 

 建築物自体の耐火性・防火性は、建築基準法を中心とする各種法令により規定されており、地震発生に

際しても火災ができるだけ拡大しないような措置がとられている。 

 そのため、市及び県は、新築及び増改築等建築物について、建築基準法に基づき指導を行うとともに、

既存建築物についても、次により改善指導を推進する。 
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(1) 既存建築物に対する改善指導 

 建築基準法第 12 条に基づく定期報告制度を活用し、物品販売店、旅館等不特定多数の人が集まる

既存特殊建築物の安全性確保と施設の改善を指導する。 

(2) 防火基準適合表示制度による指導 

 消防機関が実施する｢防火基準適合表示制度｣による表示マーク交付に際し、消防機関と連携して建

築構造、防火区画及び階段等の安全性について調査するとともに、防火避難施設の改善指導を行う。 

６ 地震保険の普及・啓発 

 地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋設又

は流失による住宅等の損害を補償する地震災害専用の保険である。また、地震保険に関する法律に基づい

て国と損害保険会社が共同で運営している公共性の高い保険であり、地震等による被災者の生活の安定に

寄与することを目的としている。 

 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や地震により延焼・拡大した損害は補償されないので、

これらの補償を受けるには地震保険に加入する必要がある。 

 このことから、地震保険は、被災者の生活再建又は住宅再建などのために有効な手段の一つであり、被

災地域の早期復興という点でも重要であることから、市及び県等は、関係団体等と連携・協力しながら地

震保険の普及・啓発を図る。 

７ 空き家対策 

 緊急輸送路や避難路沿道の建築物が倒壊することによって、避難や防災活動の妨げになることが考えら

れる。特に、老朽化した空き家は、地震時の揺れによる外壁等の飛散や倒壊、火災による延焼など、通行

人への被害や隣接する建築物への二次災害のおそれがある。 

そのため、災害による被害が予測される空き家等については、市町村が平常時より状況の確認に努める。 

また、市町村は、災害時に、適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保するための

必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空

き家等の全部又は一部の除去等の措置を行う。  
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第 16 節 輸送体制整備計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、建設部 

■関係機関 

 市民、県、警察機関、消防機関、東日本高速道路㈱ 

 

 市は、大規模災害時に、通常の輸送体系が大きく混乱することを想定し、陸上・航空の２ルートに分け

て、それぞれの輸送ルートの環境整備を図る。 

 また、多様な事態を想定した上で、市内の各地域に対して、救援・救護物資や応急対策活動用人員の迅

速な輸送や適切な緊急輸送体制を確保する。 

１ 輸送施設及び輸送拠点の把握・点検 

 県及び市町村は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のために確保す

べき道路、港湾、漁港、空港等の輸送施設及びトラックターミナル、卸売市場、展示場、体育館、道の駅

等の輸送拠点について把握・点検する。 

また、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄

状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資

の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物

資支援のための準備に努める。 

２ 緊急輸送道路ネットワークの設定 

 県、国及び東日本高速道路㈱は、協議のうえ、次により緊急輸送道路ネットワークを設定し、市は、当

該ネットワークとの整合を図りながら、市域内の緊急輸送道路ネットワークの形成を図る。 

 なお、市は、指定公共機関その他の関係機関等に対する周知徹底に努めるとともに、被害想定や拠点施

設、道路網の変更などを踏まえ、適時にその見直しを行う。 

(1) 緊急輸送道路ネットワークの定義 

 災害時の応急対策活動を円滑に行うため、県内の防災活動拠点（国、県、市、警察署及び消防署等

の庁舎）、災害拠点病院、輸送施設（空港、港湾、漁港、鉄道駅及びヘリポート）、輸送拠点（トラッ

クターミナル、卸売市場、道の駅、主要な工業団地等）、救助物資等の備蓄拠点又は物資拠点（倉庫、

体育館等）等を有機的に結ぶ道路網を主体とした緊急輸送道路 

(2) ネットワークに指定する道路の基準 

ア 高速道路を基幹とし、これにアクセスする主要な国道、県道及び市道 

イ 隣接県との接続道路 

ウ 県内４地方生活圏（村山、最上、置賜及び庄内の各地域）を連結する道路 

エ 病院、広域避難地等公共施設とアの道路を結ぶ道路 

(3) 連携体制の強化 

 緊急輸送道路ネットワークで連接される輸送施設及び輸送拠点の管理者は、平素から情報を交換し、

相互の連携体制を整えておく。 

また、緊急輸送を行う関係機関は、資源エネルギー庁等の関係省庁及び関係業界団体の協力等によ

り災害時における燃料の調達・供給体制の整備を図る。 
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(4) 緊急輸送道路 

 市は、市内の主要幹線道路及び県が指定する第一次、第二次の緊急輸送道路を基本に、車両及び緊

急物資の速やかな移動を確保する。 

 

【緊急輸送道路区分】 

指定区分 摘   要 

第１次緊急輸送道路 以下の防災拠点をネットワークとして連絡する道路 

○県庁及び地方生活圏中心都市(山形市・米沢市・酒田市・鶴岡市・新庄市)の市役所 

○救援物資等の備蓄拠点又は集積拠点 

山形空港、庄内空港、酒田港、地方生活圏中心都市の鉄道駅前広場、広域物流拠点 

○災害医療拠点：総合病院等 

東北中央自動車道、国道 13号、国道 121号、主要地方道米沢高畠線、一般県道米

沢浅川高畠線、一般県道米沢環状線、米沢市道金池五丁目春日四丁目線、米沢市道南

米沢外ノ内線、米沢市道金池 1 号線 

第２次緊急輸送道路 第１次緊急輸送道路と以下の防災拠点を連絡する道路 

○上記以外の市町村役場 

○地方生活圏中心都市の上下水道部局 

○県の各総合支庁等 

○国土交通省の各工事事務所、国道維持出張所 

○国土交通省の海上保安本部、工事事務所  

○地方生活圏中心都市の郵便局 

○各警察署 

○東日本高速道路㈱管理事務所 

○各消防本部 

○東北電力ネットワーク㈱の支社及び各電力センター 

○ＮＴＴの各支店及びラインマンセンター 

○各ガス会社の本社 

○ＪＲの支店、施設区、保線区及び市の駅前広場 

○ＮＨＫ及び民放各局の本社 

○日赤等医療機間 

○陸上自衛隊 

○救援物資等の備蓄拠点又は集積拠点 

 米沢ヘリポート、加茂港、鼠ケ関港、物流拠点、道の駅 

○災害医療拠点：救急告示病院、公立病院 

○広域避難所：１０ha以上の大規模な避難地等 

国道 287号、主要地方道米沢高畠線、主要地方道米沢猪苗代線、主要地方道米沢南

陽白鷹線、主要地方道米沢停車場線、一般県道米沢浅川高畠線、一般県道米沢環状線、

一般県道西米沢停車場線、一般県道板谷米沢停車場線、一般県道綱木米沢停車場線、

市道笹原卸売団地線、市道垣上泉町線、市道笹野浄水場線、市道中田町線、市道南米

沢外ノ内線、市道西蓮寺南通り線、市道中央三丁目桜木町線、市道米沢駅東線、市道

万世上郷線、市道春日三丁目美女塚線、市道松が岬一丁目松川左岸線、市道芦付南２

号線、市道松が岬公園北部小線、市道門東町三丁目中央一丁目線、市道門東町三丁目

南部小西線、市道八幡原工業団地東回り線 
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(5) 緊急輸送道路により連絡する防災拠点一覧表 

山形県 HP（https://www.pref.yamagata.jp/180029/kurashi/kendo/douro/dourokeikaku/kinkyu.html） 

（令和 3年 11月 1日現在） 

施設名称 所在地 

拠点種類 
重要 

区分 

道路種別 幅員 

地
方
公
共
団
体 

指
定
地
方
公
共
機
関 

指
定
公
共
機
関 

集
積
・
備
蓄
地
点 

広
域
避
難
地 

そ
の
他 

第
一
次 

第
二
次 

代
替
・
補
完
路 

重
要
物
流
道
路 

置賜総合支庁 金池 7-1-50 ●      ●  ●  市道 11m 

米沢市役所 金池 5-2-25 ●      ●  ●  主要地方道 20m 

山形県企業局置賜電気水道事業所

（笹野浄水場） 
笹野町 7409-1 ●         ● 市道 8m 

米沢浄水管理センター 中田町 1660 ●         ● 市道 16m 

舘山浄水場 舘山 6-4-6 ●         ● 県道 7m 

米沢市上下水道部 金池 5-1-23 ●         ● 市道 11m 

米沢国道維持出張所 中田町 260-2  ●        ● 市道 8m 

栗子国道維持出張所 大字板谷 529-20  ●        ● 国道(指定) 12m 

米沢警察署 城北 2-3-19 ●         ● 県道 12m 

置賜広域行政事務組合米沢消防署 金池 5-2-41 ●         ● 市道 10m 

米沢郵便局 金池 3-1-43   ●       ● 市道 10m 

東北電力ネットワーク㈱米沢電力

センター 
門東町 3-2-40   ●       ● 市道 7m 

NTT東日本㈱山形米沢サービスセ

ンター 
中央 4-8-25   ●       ● 県道 12m 

㈱ニューメディア 春日 4-2-75      ●    ● 市道 11m 

米沢へリポート 八幡原 2-444-9    集      ● 市道 17m 

米沢駅前広場 駅前 1-1-43    集   ●  ●  主要地方道 10m 

協同組合米沢総合卸売センター 中田町 760    集    ● ●  県道 11m 

米沢市営多目的屋内運動場 塩井町塩野 1357-3    集      ● 市道 9m 

米沢市青果物地方卸売市場 中田町 702-1    集      ● 県道 10m 

米沢市営体育館 金池 3-1-62    集      ● 県道 30m 

米沢市営武道館 金池 3-1-62    集      ● 県道 30m 

米沢市営八幡原体育館 八幡原 5-4149-10    集      ● 市道 17m 

道の駅（田沢） 大字入田沢 573-19    集      ● 国道(指定外) 23.6m 

道の駅（米沢） 大字川井 1039-1    集   ●   ● 主要地方道 32m 

米沢市立病院 相生町 6-36      ●    ● 市道 11m 

三友堂病院 中央 6-1-219      ●    ● 県道 10m 

舟山病院 駅前 2-4-8      ●    ● 県道 10m 

最上川上流河川緑地 駅前 4～東 2丁目     ●     ● 市道 11m 

米沢総合公園 徳町・塩井町塩野     ●     ● 国道(指定外) 20m 

米沢八幡原中核工業団地 八幡原 5-4862-15先    集    ●  ● 市道 30m 

県救援物資備蓄箇所（防雪総合セ

ンター） 
春日 4-2-94-1    備   ●    市道 6m 

https://www.pref.yamagata.jp/180029/kurashi/kendo/douro/dourokeikaku/kinkyu.html
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出典：山形県HP（https://www.pref.yamagata.jp/documents/4048/01_szenken.pdf） 

https://www.pref.yamagata.jp/documents/4048/01_szenken.pdf
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緊急輸送道路ネットワーク計画図・置賜総合支庁管内図（その１） 

出典：山形県HP（https://www.pref.yamagata.jp/documents/4048/06_soki1.pdf） 

https://www.pref.yamagata.jp/documents/4048/06_soki1.pdf
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緊急輸送道路ネットワーク計画図・置賜総合支庁管内図（その２） 

出典：山形県HP（https://www.pref.yamagata.jp/documents/4048/06_soki1.pdf） 

https://www.pref.yamagata.jp/documents/4048/06_soki1.pdf
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(6) 集積場所・輸送拠点 

 市は、災害時の物資の受入れ、一時保管及び市内各地区への配布を効率的に行うため、集積場所及

び輸送拠点を整備する。（第２章 震災応急計画 第 13 節 生活支援関係 第８「義援物資受入れ、

配分計画」参照） 

 また、必要があれば民間の土地所有者との協定締結について推進に努める。 

３ 物資輸送拠点の環境整備等 

 (1) 市及び県は、物資拠点において、運送事業者等を主体とした業務の実施を図るとともに、円滑な

物資輸送等のため、国と連携して以下の環境整備を図る。なお、整備にあたっては、緊急輸送道路

上にある道の駅等の公共施設を物資拠点にすることも検討する。 

ア 物資の調達・輸送に必要となる情報項目･単位の整理による発注方法の標準化 

イ 物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置促進 

ウ 緊急通行車両等への優先的な燃料供給等 

(2) 市及び県は、地域の社会的・地理的状況、地震による被害想定、指定避難所の配置状況等を考慮

し、物資拠点（第 10 節「交通輸送関係」参照）の候補地となる公的施設等を、当該施設の管理者

と協議のうえ、複数選定しておく。 

(3) 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送、避難者

の運送等）については、あらかじめ、市及び県は、民間事業者との間で協定を締結しておく、輸送

拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業

者のノウハウや能力等の活用を図る。 

４ 臨時ヘリポート候補地の選定 

 市は、常設ヘリポートの設置場所を把握するとともに、陸上輸送との連携を考慮して輸送施設等の管理

者及び県と協議し、臨時ヘリポート候補地を選定する。なお、選定にあたっては、緊急輸送道路上にある

道の駅等の公共施設を臨時ヘリポート候補地にすることも検討する。 

（ヘリポートについては、「資料編」参照） 

５ 緊急輸送用車両等の確保・整備 

市及び県は、車両等の所要数、調達先、物資の集積配分拠点等を明確にしておくとともに、緊急輸送が

円滑に実施されるよう、運送業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結する等、体制の整備

に努める。この際、県及び市町村は、災害時に物資の輸送拠点か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。 

６ 緊急通行車両等確保のための事前対策 

 市は、災害応急対策活動の円滑な実施に向け、緊急通行車両であることの確認について、次により県公

安委員会に対して事前届出を行い、確認に係る事務の迅速化を図る。 

(1) 緊急通行車両の事前届出 

県公安委員会は、災害応急対策活動の円滑な実施に資するための緊急通行車両及び民間事業者に

よる社会経済活動に資するための規制除外車両であることの確認について、事前届出の普及に努め、

次により事前届出を受付け、確認に係る事務の迅速化を図る。 

ア 緊急通行車両 

 (ｱ) 事前届出対象車両 
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 ａ 災害時において、防災基本計画、防災業務計画及び地域防災計画等に基づき、基本法第５０

条第１項に規定する災害対策を実施するための使用計画がある車両であり、主に次の業務に

従事する車両を確認の対象とする。 

(a) 警報の発表・伝達、避難の指示に関するもの 

(b) 消防、水防、道路維持及び電気・ガス・水道等の応急措置に関するもの 

(c)  被災者の救難、救助、その他の保護に関するもの 

(d) 災害を受けた児童、生徒の応急の教育に関するもの 

(e)  被災地の施設、設備の応急の復旧に関するもの 

(f) 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの 

(g) 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持に関するもの 

(h) 緊急輸送の確保に関するもの 

(i) 上記のほか、災害の発生防御又は拡大防止のための措置に関するもの 

ｂ 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関が保有し、若しくは指定行政機関等との契約等により常時これら機

関の活動専用に使用される車両又は災害発生時に他の関係機関、団体から調達する車両 

(ｲ) 届出手続 

  対象となる車両の管理者等は、当該車両を使用して行う業務の内容を証明する書類及び緊急

通行車両等事前届出書を、当該車両の使用の本拠地を管轄する警察署長を経由し、県公安委員

会に提出する。 

(ｳ) 事前届出済証等の交付 

  県公安委員会は、審査の結果、緊急通行車両に該当すると認める車両については、事前届出

書を受理した警察署長を経由し、緊急通行車両事前届出済証等を届出者に交付する。 

イ 規制除外車両 

(ｱ) 事前届出対象車両 

a  民間事業の社会経済活動のうち、災害時において優先すべきものに使用する車両で、次の

いずれかに該当する車両を対象とする。 

(a) 医師・歯科医師、医療機関等の使用する車両 

(b) 医薬品・医療機器、医療用資機材等を輸送する車両 

(c) 患者等搬送車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

(d) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

b 届出手続 

対象となる車両の管理者等は、当該車両を使用して行う業務の内容を証明する書類及び規

制除外車両事前届出書を、当該車両の使用の本拠地を管轄する警察署長を経由し、県公安委員

会に提出する。 

c 事前届出済証等の交付 

県公安委員会は、審査の結果、規制除外車両に該当すると認める車両については、事前届出

書を受理した警察署長を経由し、規制除外車両事前届出済証等を届出者に交付する。 

(2) 自動車運転者のとるべき措置 

 市、県、道路管理者及び県警察は、平素から連携して、自動車運転者に対し、地震発生時のとるべ

き措置として、次の事項を周知徹底する。 

ア 走行中の場合 

(ｱ) できるかぎり安全な方法により車両を左側に停車させること。 

(ｲ) 停車後はカーラジオ等により地震情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応

じて行動すること。 

(ｳ) やむを得ず車両を道路上に置いて避難するときは、車両を道路の左端に寄せて停車させ、エン

ジンキーはつけたままとし、窓を閉め、ドアをロックしないこと。 
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イ 避難する場合 

 車両を使用しないこと。 

ウ 災害対策基本法による交通規制が行われる場合 

(ｱ) 道路区間を指定した交通規制が行われた場合はその区間以外の場所へ、区域を指定した交通

規制が行われた場合は区域外の場所へ、速やかに車両を移動させること。 

(ｲ) 速やかに移動することが困難な場合は、車両をできる限り道路の左側端に沿って駐車する等、

緊急車両の妨害とならない方法により駐車すること。 

(ｳ) 警察官の指示を受けた場合は、その指示に従って車両を移動又は駐車すること。 
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第 17 節 各種施設災害予防関係 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、産業部、建設部、上下水道部 

■関係機関 

 県、消防機関、道路管理者、警察機関、鉄道・電気・ガス・電話・放送各事業者等 

 

第１ 交通関係施設災害予防計画 

 災害発生時における道路機能の確保は、発生直後の救急活動や水・食料などの緊急物資の輸送をはじめ、

復旧時の資機材や人員の輸送、市民の生活道路などその意義は極めて重要である。 

 交通施設等の管理者は、災害に対する安全性を備えた道路及び公共ヘリポート施設の整備や迅速に道路

情報を収集する体制を整えるとともに、相互協力のもと道路機能の確保にあたる体制を整備する。 

１ 各施設に共通する災害予防計画 

 交通施設等の管理者は、地震発生時における緊急輸送が円滑に実施されるよう、次の事項に十分に留意

し、各施設に共通する災害予防対策を実施する。 

(1) 防災体制の整備 

 災害発生時に一貫した管理の確保ができるよう、操作・点検マニュアルの整備、連絡体制の確立等

管理体制の整備と徹底を図るほか、防災訓練の実施を通じ、災害時の対応等について周知徹底を図る。 

(2) 施設の点検・整備 

 災害発生時に緊急措置が円滑に実施できるよう、平常時から施設の定期的な点検を実施し、異常の

早期発見とその修繕に努めるとともに、危険箇所の点検・整備に努める｡ 

(3) 耐震性の強化 

 国が示す施設等設計指針（耐震基準）に基づき、各管理施設（建築物、土木構造物及び防災関係施

設等）の耐震性を確保する。この際、特に、緊急輸送道路ネットワークに指定された交通施設等の耐

震性の確保に配慮する。 

(4) 復旧資機材等の確保 

 災害発生時に、緊急措置及び応急復旧を迅速かつ的確に実施するため、関係機関及び団体等から支

援や協力が得られるよう、あらかじめ協定を締結しておく等により、応急復旧用資機材や要員の確保

に努める。 

２ 道路の災害予防計画 

(1)  高速自動車国道及び一般国道自動車専用道路の災害予防 

東日本高速道路株式会社及び国土交通省の県内の国道を管理する事務所は、高速自動車国道及び

一般国道自動車専用道路について日常点検、臨時点検を実施し、施設の耐震性を確保するため、必要

な改修、補修等の災害予防対策を実施する。 

(2)  一般国道（自動車専用道路を除く）及び県道の災害予防 

一般国道（自動車専用道路を除く）及び県道の施設管理者は、次により道路施設等の災害予防対策

を講じる。 

ア 道路の整備 

 災害発生時における道路機能確保のため、所管する道路について落石等危険個所の点検・調査を

実施し、必要な個所については、防災対策工事を実施する。特に災害時を含めた安定的な輸送を確



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

72 

保するため、緊急輸送道路や重要物流道路、代替・補完路の機能強化を実施する。 

 

＜重要物流道路の指定＞               国土交通大臣指定・令和２年４月１日 

路 線 名 指 定 区 間 

米沢市道 万世上郷線 万世町桑山1,231番 11地先から八幡原一丁目１番16地先

まで 

米沢市道 八幡原工業団地東回り線 八幡原五丁目 4,149 番２地先から八幡原二丁目 4,678 番

１地先まで 

米沢市道 米沢駅東線 万世町片子 4,382 番４地先から八幡原三丁目 4,452 番地

先まで 

 

＜重要物流道路図（米沢市抜粋）＞ 

出典：山形県 HP（県土整備部道路整備課）

（https://www.pref.yamagata.jp/180029/kurashi/kendo/douro/zyuuyoubuturyuudouro.html） 

 

イ 橋梁の整備 

 点検・調査を実施し、補修等対策工事が必要な橋梁については、架替、補修、補強、橋座の拡幅

及び落橋防止装置の整備等を実施する。 

ウ 横断歩道橋の整備 

 災害発生時において、歩道橋が落下する等により交通障害物になることを防止するため、歩道橋

の点検調査を実施し、補修等対策が必要なものについては整備を推進する。 

エ トンネル及びスノー（ロック）シェッドの整備 

https://www.pref.yamagata.jp/180029/kurashi/kendo/douro/zyuuyoubuturyuudouro.html
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 災害発生時における交通機能確保のため、所管トンネル及びスノー（ロック）シェッドの定期点

検等に基づき、補修等対策工事の必要箇所の整備を推進する。 

オ 道路の占用の禁止又は制限及び無電柱化の促進 

避難路、緊急輸送道路など、防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通確保を

図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに無電柱化

の促進を図る。 

カ 防災拠点となる道の駅の整備 

市は、県と連携し、道路管理者による応急対応の拠点のみならず、自衛隊、警察等の救援活動の拠

点、緊急物資等の基地機能、さらには復旧、復興の拠点にもなりうる、防災拠点となる道の駅の整備

を推進する。具体的には以下の要件を満たす道の駅の整備を促進する。 

・休憩施設等の建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等により災害時にも業務実施可能な施設 

・災害時の活動に必要なスペースの確保 

・道の駅の業務継続計画の策定 

(3)  市道の災害予防 

  市は、市道のうち、地域の経済活動・日常生活を支える幹線道路については、一般国道及び県道に

準じた点検調査を実施し、必要な対策を実施する。 

(4)  防災体制の整備 

 道路管理者は、次により、防災体制の整備を推進する。 

ア 道路の情報体制の整備 

 迅速かつ円滑な災害応急復旧への備えとして、災害情報の収集・連絡、提供に資する観測・監視

機器（地震計、雨量計、ＩＴＶ）、通信施設及び情報提供装置等の整備を推進する。 

イ 応急復旧用資機材の備蓄体制の整備 

 緊急時の応急復旧用の資機材の確保について、関係機関と協力し、事前に人員の配置体制を整え

ておくとともに、資機材の整備に努める。 

ウ 道路通行規制 

 道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行規制に関する基準等を路線又は区

間ごとに定め、事前に関係機関へ周知し、通行規制の円滑な実施体制を整える。 

エ 道路利用者への広報 

 災害発生時において、道路利用者の適切な判断及び行動に資するため、平常時から防災知識の普

及・啓発活動を推進する。 

オ 再発防止対策の実施 

 万一事故が発生した場合には、道路管理者は原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結

果を踏まえ再発防止対策を実施する。 

(5)  相互連携体制の整備 

ア 連絡窓口等の明確化 

 市及び防災関係機関は、事故情報、被害状況及び各機関の応急対策の実施状況等の情報を相互に

共有し、情報の欠落や錯綜等を未然に防止するため連絡窓口等をあらかじめ明確化する。 

イ 相互連携体制の強化 

 市は、応急活動及び復旧活動に関し、防災関係機関、関係事業者等との相互応援協定を締結する

等、平常時より関係機関等との相互の連携を強化する。 

また、道路啓開等を迅速に行うため、協議会の設置等による道路管理者相互の連携を図る。 

ウ 合同防災訓練の実施 

 道路管理者、消防、警察機関等の防災関係機関は、合同で防災訓練を実施し、情報の伝達、交通

規制、救助救急活動等における、道路災害応急対策の特性及び職務分担について、周知徹底を図る。 
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(6)  資機材等の整備 

ア 防除活動用資機材の整備 

 道路管理者及び消防機関は、災害時の車両等からの危険物の流出、炎上及び爆発等の事態に備え、

必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、吸着材、土のう及び処理剤等応急資機材の整備に努

める。 

イ 施設構造図等資料の整備 

 道路管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備

しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するように努める。 

(7)  道路トンネル事故の予防 

 災害によりトンネル内での追突事故及びこれに伴う車両火災事故が発生した場合は、大きな人的、

物的被害をもたらす恐れがあることから、道路管理者等は、次により、事故防止・拡大防止のため体

制及び設備の整備に努める。 

ア 道路管理者は、トンネルにおける消火、警報設備等の整備及び作動状況の点検並びに関係機関の

連携協調体制の強化に努める。 

イ 県警察は、大規模車両火災等を未然に防止するため、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危

険物を運搬する車両に対する安全運送確保の指導及び取締りの意強化に努める。 

ウ 道路管理者、県警察は、道路利用者、運行管理者等に対する安全運転の励行、車両及び積荷の点

検整備等の指導を行うとともに、広報に努める。 

エ 道路管理者、県警察及び消防機関等は交通量、トンネルの形状等により災害対策の必要性の高い

トンネルについて、合同防災訓練の定期的実施に努める。 

(8)  道路付帯施設の災害予防 

 道路付帯施設の管理者は、次により、施設の災害予防対策を講じる。 

ア 信号機等の整備 

 県警察は、信号機、交通情報提供装置等交通管制施設について、安全性に配慮しながら整備を推

進する。 

イ 非常用電源付加装置等の整備 

 主要交差点に非常用電源付加装置等設置を促進する。 

３ 公共ヘリポート施設の災害予防計画 

公共ヘリポートの施設管理者は、空港機能管理規程等に基づき、土木施設及び航空灯火に関する等を点

検し、災害予防対策を講じる。 

４ 鉄道施設の災害予防計画 

 鉄道事業者は、次により鉄道施設等の災害予防対策を講じる。 

(1) 施設の災害予防 

ア 施設の保守管理 

 鉄道施設管理者は、鉄道施設のすべての構造物について、定期検査を行うとともに、必要に応じ

随時検査を実施して、異常の早期発見と補修に努め、補強対策を推進し耐震性の向上を図る。 

イ 近接施設からの被害予防 

 鉄道施設管理者は、線路に近接する施設等の落下、倒壊による線路への被害を防止するため、関

係官公庁、施設関係者に対して、関係施設の整備等災害予防対策を推進する。 

(2) 防災体制の整備 

ア 災害対策本部等の整備 

 鉄道施設管理者は、災害発生時に適切な対応ができるよう、あらかじめ災害対策本部等の設置基
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準、組織体制及び職務分担等を定める。 

イ 情報伝達方法の確立 

 鉄道施設管理者は、防災関係機関・市との緊急連絡並びに施設内における予警報の情報収集・伝

達を円滑に行うため、次の通信設備及び風水害に関する警報装置を整備する。 

(ｱ) ＪＲ電話及びＮＴＴ電話の緊急連絡用電話、指令専用電話、静止画像伝送装置及びＦＡＸ 

(ｲ) 自動車無線及び列車無線とその中継基地、携帯無線機 

(ｳ) 風速計、雨量計、水位計及び地震計 

(3) 避難誘導体制の整備 

 鉄道施設管理者は、災害発生時の避難誘導を適切に実施できるよう、誘導用資機材の整備を図ると

ともに、施設利用客の避難誘導の方法を定める。 

(4) 防災訓練の実施 

 鉄道施設管理者は、災害発生時に適切な処置がとれるよう、次の防災訓練を適宜実施する。 

ア 非常呼出訓練 

イ 避難誘導訓練 

ウ 消火訓練 

エ 脱線復旧訓練 
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第２ 土砂災害防止施設災害予防計画 

１ 各施設に共通する災害予防対策 

 土砂災害防止施設の管理者は、がけ崩れや地すべり、急傾斜地崩壊、山腹崩壊、崩壊土砂流出、土石流

危険渓流等に起因する土砂災害の未然防止と被害の軽減を図るため、治山・砂防施設の維持管理を強化す

る。 

(1) 防災体制の整備 

 災害発生時に迅速かつ的確な対策が実施できるよう、操作・点検マニュアル及び情報連絡体制等を

整備するとともに、関係団体等と連携・協力体制を強化する｡ 

(2) 情報管理手法の確立 

 各施設の防災情報を一元的に集約する手法の導入及び災害発生時における施設の被害状況を把握

するためのシステムの整備を検討する。 

(3) 施設の点検・整備 

 災害発生時に、緊急措置が円滑に実施できるよう、平常時から施設の定期的な点検を実施し、異常

の早期発見、危険箇所の施設整備等に努める。 

(4) 耐震性の確保 

 国が示す施設等設計指針（耐震基準）等に基づき、管理施設（建築物、土木構造物及び防災関係施

設等）の耐震性を確保する。 

(5) 施設の修繕、補強 

 施設の破損、機能低下又は老朽等により障害が生じた場合は、補修、修繕又は補強工事等を実施し、

施設の維持及び機能の回復を図る｡ 

(6) 応急復旧用資機材の確保 

 災害発生時に、緊急措置及び応急復旧を迅速かつ的確に実施するため、関係機関及び団体等から支

援や協力が得られるよう、あらかじめ協定を締結しておく等、災害発生時に必要な応急復旧用資機材

を確保する体制の整備に努める。 

(7) 災害危険地区の調査及び周知 

 山地災害、地すべり等に関する危険地区を定期的に調査し、災害危険箇所について市を通じ市民へ

周知する。 

２ 治山施設等の災害予防対策 

国及び県は、次により山地、治山の災害予防対策を講じる。 

(1) 保安林の指定及び整備 

ア 森林の維持造成を通じ災害に強い県土づくりを推進し、山地に起因する災害を防止するため、重

要な森林を保安林に指定するとともに指定保安林の保全に努める。 

イ 地域森林計画に基づき、指定目的に即した保安林の整備を計画的に推進するとともに、保安林の

質的な向上に努める。 
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＜県内の保安林の種類及び面積＞           （令和 3年 4月 1日現在） 単位：ha 

保安林の種類 指定面積 保安林の種類 指定面積 

水源涵養保安林 318,827 干害防備保安林 4,882 

土砂流出防備保安林 81,222 なだれ防止保安林 1,546 

土砂崩壊防備保安林 954 落石防止保安林 58 

飛砂防備保安林 1,227 魚つき保安林 53 

防風保安林 24 保健保安林 3,980 

水害防備保安林 7 風致保安林 63 

潮害防備保安林 146  

(2) 治山施設の整備 

山地災害危険地区において、危険度を把握するために定期的に点検・調査を実施する。危険性の高

い地区については、保安林又は地すべり防止区域に指定し、森林整備保全事業計画並びに地域森林計

画及び国有林の地域別森林計画に基づいて、治山施設および地すべり防止施設の整備を計画的に進め

る。 

特に、流木災害が発生するおそれのある森林について、流木捕捉式治山ダムの設置や間伐等の森林

整備などの対策を推進する。 

また、脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策や巨石・流木対策などを複合的に組み合わせた治山

対策を推進するとともに、住民等と連携した山地災害危険地区等の定期点検等を実施するよう努める

ものとする。 

 

＜県内の山地災害危険地区＞（令和 3年 4月 1日現在） 

施 設 区 分 地 区 数 

 山腹崩壊危険地区 546 [91] 

 崩壊土砂流出危険地区   1,304[148] 

計 1,850 [239] 

注：[ ]内は国有林内で外書き 

(3) 林道施設の整備 

森林整備保全事業計画並びに地域森林計画及び国有林の地域別森林計画に基づき、災害発生時に孤

立するおそれのある集落の避難・迂回路として、連絡線形となるような林道を整備する。 

また、避難広場等の防災安全施設の設置についても併せて検討する。 

(2) 山地防災ヘルパーの資質の向上 

山地災害危険地区の点検調査及び災害発生時における被害情報等の収集及び支援活動等の充実を

図るため研修等を行い、山地防災ヘルパーの資質向上に努める。 

３ 砂防設備等の災害予防対策 

 国及び県は、次により砂防設備等の災害予防対策を講じる。 

(1) 砂防関係法指定地等の管理強化 

砂防指定地､ 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域を適切に管理するため、砂防指定地台帳、

地すべり防止区域台帳及び急傾斜地崩壊危険区域台帳を作成し､ 現地の状況等を正確に把握､ 整理

分析するとともに巡視員等による区域内の監視を強化するとともに､ 標識の設置等により法指定地

区域における制限行為の周知徹底を図る｡ 

また、砂防指定地､ 地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内に設置した砂防設備等の老朽化

による破損や機能低下に対しては、砂防設備等の機能保全計画を定め、計画的に補修・補強を行い機

能低下が生じないよう適切な維持管理に努める。 
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(2) 砂防設備の整備 

ア 砂防設備等については、再び災害が懸念されるような緊急度の高い危険箇所や、要配慮者関連施

設の対策箇所等を優先的に整備する。 

イ 土砂・流木による被害の危険性が高い箇所においては、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防え

ん堤等の整備を実施するとともに、土砂・洪水氾濫による被害の危険性が高い河川において、砂防

えん堤、遊砂地等の整備を実施する。 

 

＜県内の砂防設備の整備状況＞           （令和 3年 4月 1日現在） 

着手区分 高さ 15ｍ未満 高さ 15ｍ以上 計 

S51年以前に着手 688(54) 49(35) 737(89) 

S51年以降に着手 897(222) 84(59) 981(281) 

合計 1,585(276) 133(94) 1,718(370) 

注：（ ）内は国土交通省直轄分で内数 

 

＜県内の土石流危険渓流の整備状況＞   （令和 3年 4月 1日現在） 

危険渓流数 法指定箇所数 概成箇所数 

2,216 1,998 629 

(3) 地すべり防止設備の整備 

ア 再び災害が懸念されるような緊急度の高い危険箇所から優先的に実施するものとし、表面水、浸

透水及び地下水の排除や抑止杭の設置等により防止工事を進める。 

イ 地すべり防止区域内の禁止及び制限行為の監視を強化するとともに、防止施設の点検を定期的に

実施し、必要に応じ修繕等を行う。 

 

＜県内の地すべり危険箇所及び防止施設の整備状況＞   （令和 3年 4月 1日現在） 

種別 
危 険 

箇所数 

法指定 

箇所数 
概成箇所数 

国土交通省 230 99 72(3) 

農林水産省 
農村振興局 59 41 31(1) 

林 野 庁 323[36] 61(2) 71 

合計 612 226 174(4) 

注：（ ）は直轄分で内数、[ ]内は国有林内で外書き 

(4) 急傾斜地崩壊防止施設の整備 

再び災害が懸念されるような緊急度の高い危険箇所や、要配慮者利用施設等があるため対策を要す

る箇所を優先的に整備する。 

 

＜急傾斜地崩壊危険箇所及び防止施設の整備状況＞ （令和 3年 4月 1日現在） 

危険箇所数 法指定箇所数 概成箇所数 

1,325 324 321 

(5) 砂防ボランティア協会との連携 

砂防設備等の異常、土砂災害に関する情報を随時的確に把握できるよう、山形県砂防ボランティア

協会との連携体制を整備し､ 情報収集体制を強化する｡ 

 

 



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

79 

第３ 河川・ダム施設災害予防計画 

１ 各施設に共通する災害予防対策 

河川・海岸施設の管理者は、次により各施設に共通する災害予防対策を実施する。 

(1) 防災体制の整備 

災害発生時に一貫した管理が確保できるよう、操作・点検マニュアルの整備、連絡体制の確立等管

理体制の整備と徹底を図る。 

(2) 情報管理手法の確立 

各施設の防災情報を一元的に集約する手法の導入及び災害発生時における施設の被害状況を把握

するためのシステムの整備を検討する。 

(3) 施設の点検・整備 

平常時から各施設を定期的に点検することにより、異常が発見された場合は早期に整備する等全施

設の正常機能を維持するように努める。 

(4) 施設の構造強化 

構造に関する各種基準を満たさない管理施設（建築物、土木構造物、防災関係施設等）の構造を強

化する。 

(5) 応急復旧用資機材の確保 

関係機関及び団体等から支援や協力が得られるようあらかじめ協定を締結しておく等、災害発生時

に必要な応急復旧用資機材を確保する体制の確立に努める。 

２ 河川構造物の災害予防対策 

河川管理者は、次により河川構造物の災害予防対策を講じる。 

(1) 堤防等河川構造物の点検及び整備による安全性の確保 

 河川管理施設の点検を実施し、安全性の確保を図るとともに、重要水防箇所や治水上改修が必要な

箇所の整備を推進する。また、内水排除用ポンプ車等の確保についても検討する。 

(2) 占用施設における管理体制整備 

 橋梁、排水機場及び頭首工等の占用施設について、災害発生時に一貫した管理が確保されるよう、

操作マニュアルの作成、関係機関との連絡体制の確立等、管理体制の整備徹底を図る。 

(3) 防災体制等の整備 

 河川、ダム情報等のテレメーターシステムを整備し、出水時における的確な情報収集と迅速な対応

ができるよう体制を整備する。また、災害発生後の復旧活動に伴う多種多様な河川区域使用の要請に

対する基本的な対応方針を定めておく。 

市は、洪水予報等の伝達方法及び円滑な避難を確保するうえで必要な事項を防災計画に定めるほか、

洪水ハザードマップの作成・周知に努める。 

３ ダム施設の災害予防対策 

ダム施設の管理者は、次により災害予防対策を講じる。 

(1) 施設の点検、安全性の確保 

国土交通省及び県が所管するダムは、「河川管理施設等構造令」及び「河川砂防技術基準」等によ

り、十分な強度で設計・施工されているが、これらのダム及び関連施設等については、河川法施行令
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第９条及び第 29 条に基づき定められた点検要領により点検を行い、必要な対策を講じながら施設の

改善に努める。 

(2) ダム管理体制の整備 

 県は、洪水等に対する適正なダム管理を行うため、ダム管理情報の整備に努める。 

また、災害時に一貫した管理がとれるようダム操作マニュアルの作成及び関係機関との連絡体制の確

立等管理体制の整備、徹底を図る。 

(3) 利水ダム等の事前放流の推進 

河川管理者は、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時に

既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するため、利水ダム等の事前放流の取組を推進する

ものとする。 

 

＜県内のダム施設数（※）＞                           （令和 3年 4月 1日現在） 

設置者 
管理 

施設数 
管理者 概   要 

国土交通省 ５ 
東北地方整備局 コンクリートダム ２  フィルダム ２ 

北陸地方整備局 コンクリートダム １ 

農林水産省 ４ 
鶴岡市 アースダム １ 

土地改良区 コンクリートダム １  フィルダム ２ 

山形県 

県土整備部 
13 県土整備部 

コンクリートダム 10  フィルダム ２ 

コンクリートダム＋フィルダム  １ 

山形県 

農林水産部 
２ 

尾花沢市 コンクリートダム １ 

土地改良区 フィルダム １ 

山形県企業局 １ 企業局 コンクリートダム １ 

その他 10 

東北電力 コンクリートダム ６ 

土地改良区 
フィルダム １ アースダム １ 

コンクリートダム＋フィルダム １ 

その他 コンクリートダム １ 

計 35  

※法河川内の堤高 15ｍ以上のダムを計上 
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第４ 農地・農業用施設災害予防計画 

１ 各施設に共通する災害予防対策 

農地・農業用施設の管理者は、次の事項に十分に留意し、各施設に共通する災害予防対策を実施する。 

(1) 防災体制の整備 

災害発生時に一貫した管理が確保されるよう、操作・点検マニュアルの作成、連絡体制の確立等管

理体制の整備と徹底を図る。 

(2) 情報管理手法の確立 

農業用施設等の防災情報を一元的に迅速かつ的確に集約する手法の導入や整備を検討する。 

(3) 施設の点検 

災害発生時に緊急措置が円滑に実施できるよう、平時から施設の定期的な点検を実施し、異常の早

期発見、危険箇所の整備等に努める。 

(4) 耐震性の強化 

各施設の耐震性を確保するため、耐震基準に基づき施設の整備を図る。 

(5) 復旧資機材等の確保 

災害発生時に、緊急措置及び応急復旧を迅速かつ的確に実施するため、建設業協会やＪＡ等関係団

体の協力を得て、必要な復旧資機材等の確保に努める。 

２ 農道施設の災害予防対策 

 県は、市町村や土地改良区等に対し、その管理する農道について、降雨等による被害が予想される法面

崩壊、土砂崩壊及び落石等に対する防止工の設置と、老朽化した安全施設の計画的な更新・整備を指導す

る。 

３ 農業用ダム施設の災害予防対策 

 国営及び県営事業で築造したダムは、「河川管理施設構造令」及び「土地改良事業計画設計基準・設計

『ダム』」等により、洪水流量を考慮し、これらのダムについては、「土地改良施設管理基準 ダム編」及び

河川法の適用を受けるダムについては同法第 47 条第１項に規定する操作規程により適切に管理し、必要

な対策を講じながら施設の改善に努める。 

 

＜山形県内の農業用ダム＞                           （令和 3年 4月 1日現在） 

管 理 者 種 別 ダ ム 数 

県（農林水産部） コンクリートダム ２、フィルダム ２ 

市町村 フィルダム  １ 

土地改良区等 コンクリート＋フィルダム １、フィルダム １ 

合   計 ７ 

注：河川許可工作物若しくは「土地改良事業計画設計基準・設計『ダム』」に基づき又はこれに準じて

築造された堤高 15ｍ以上の堰堤であって、かつ、土地改良法に基づく管理規程によって管理・監視

されているものを計上した。 
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４ 用排水施設の災害予防対策 

用排水施設の管理者は、主要な頭首工、樋門、樋管及び揚排水機場等は、洪水量等を考慮して設計・施

工されているが、不充分な施設については、技術基準等に基づき適切な機能が確保されるよう整備を図る。 

５ ため池施設の災害予防対策 

市、県及び国は、地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害

を与えるおそれのあるため池（以下、防災重点農業用ため池という）について、データベースの整備やハ

ザードマップの作成等により、地域住民に対して適切な情報提供を図る。 

ため池の所有者等は、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づき、ため池の規模、構造等

を内容とする届出を行うとともに、適正な管理に努める。 

県では、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」に基づき防災工事等推

進計画を策定し、防災重点農業用ため池を対象として、劣化状況評価及び豪雨・耐震性評価を実施し、そ

の結果を踏まえて防災工事等の必要性を判断して優先付けを行い、計画的に対策を実施する。 
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第５ 電力供給施設災害予防計画 

地震による電力供給施設の被害を軽減し、又は速やかな復旧措置による電力供給ライン確保のために、

東北電力株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社が実施する災害予防対策について定める。 

市は、電気事業者との協定に基づき、災害時における資材置場等の確保に協力するとともに、平時か

ら情報交換を行い連携の強化を図る。 

１ 防災体制の整備 

電気事業者は、平時より次の災害予防対策に努める。 

(1) 防災教育 

災害に関する法令集や資料の配布、検討会の開催等により、社員の防災意識の高揚に努める。 

(2) 防災訓練 

ア 防災対策を円滑に推進するため、年１回以上防災訓練を実施し、災害発生時にこの計画が有効に

機能することを確認する。 

イ 市、県及び国が実施する防災訓練に積極的な参加する。 

(3) 防災業務施設等の整備 

ア 必要に応じ、気象観測や災害情報等の通信連絡に関する施設及び設備の整備を図る。 

イ 関係法令に基づき、水防及び消防等に関する施設及び設備の整備を図る。 

２ 防災関係機関との連携 

(1) 県防災会議等との協調 

県防災会議及び防災関係機関等とは平常時から協調し、防災情報の収集・提供等相互の連携体制を

整備する。 

(2) 他電力会社等との協調 

東北電力株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社以外の電力会社、請負会社、電気工事店及び

隣接企業等と協調し、電力、要員、資材及び輸送力等を相互に融通する等、災害時における相互応援

体制を整備する。 

３ 広報体制の確立 

地震による断線や電柱の倒壊・折損等による公衆感電事故の防止及びや電気火災を未然に防止するた

め、平常時から地域住民に対して広報活動を行う。 

また、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備

に努めるものとする。 

４ 電力設備の災害予防対策 

(1) 電力設備の災害予防対策 

電力設備については、計画設計時に、建築基準法及び電気設備に関する技術基準等に基づき、耐震

対策を十分考慮するとともに、既設設備の弱体箇所については、補強等により災害予防対策を講じる。 

(2) 代替性の確保 

電力設備の被災は、応急対策活動等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすこと

から、関連施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による

代替性の確保を進める。 
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(3) 重要施設への供給体制の強化 

特に医療機関等の人命に関わる施設や、災害拠点となりうる施設等の重要施設への供給設備につい

ては、早期復旧が可能な体制の強化を図る。 

(4) 電気工作物の巡視点検 

電気工作物を、関係法令に基づく技術基準に適合するように常に保持するとともに、定期的に巡視

点検を実施し、事故の未然防止を図る。 

倒木等により電力供給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、県及び電気事業者と相互連携の拡大に努める。

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。 

(5) 二次災害の防止 

各施設の管理者は、豪雨等による二次災害を防止するための体制の整備に努める。 

５ 災害対策用資機材等の整備 

(1) 災害対策用資機材等の確保及び整備 

災害に備え、平常時から復旧用資材、工具及び消耗品等の確保に努め、常にその数量を把握して

おくとともに、入念な整備点検を行う。 

(2) 災害対策用資機材等の輸送 

災害対策用資機材等の輸送計画を確立しておくとともに、車両、舟艇及びヘリコプター等による輸

送力の確保に努める。 

(3) 災害対策用資機材等の広域運営 

災害対策用資機材等の効率的な保有に努めるとともに、災害発生時に不足する資機材の調達を迅

速・容易にするため、電力会社相互の間で復旧用資機材の規格統一を進める。また、他電力会社及

び電源開発株式会社と、災害対策用資機材等の相互融通体制を整えておく。 

６ 災害対策用資機材等の仮置場及び駐車場の確保 

市は、災害発生時に電気事業者等から災害対策用資機材等の仮置場及び駐車場用地の借用に関する要請

があった場合は、災害協定に基づき、あらかじめ選定した次の候補地から協力するよう努める。また、自

衛隊及び緊急消防援助隊から市有地借用の要請があった場合も同様とする。（第 2章第 5節 6関連） 

 

＜災害対策用地の選定＞ 

優先順位 候補地 所管課 

第一候補地 米沢市総合運動公園内（塩井町塩野地内） 

・市営プール駐車場                   約  7,340㎡ 

・市営野球場西側グラウンド               約  3,390㎡ 

・サッカー場駐車場                   約 27,000㎡ 

 

都市計画課 

スポーツ課 

スポーツ課 

第二候補地 米沢市立第六中学校用地（六郷町西藤泉地内） 約 16,000㎡ 

道の駅米沢駐車場（米沢市大字川井地内）   約  3,850㎡ 

財政課 

観光課 

第三候補地 米沢市役所駐車場（金池地内）         約 13,000㎡ 財政課 

※ 市災害対策本部は、災害対策用資機材等の仮置場として用地を使用する場合は、用地の貸与につ

いて所管課と協議するとともに、市民に対して使用できないことの周知を行う。 
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第６ ガス供給施設災害予防計画 

災害による簡易ガス施設等の被害を最小限に止めるとともに、ガスによる二次災害を防止し、速やか 

な復旧措置を行うように努める。 

ガス供給事業者は、次の事項に十分に留意し災害予防対策を実施する。 

１ 防災体制の整備 

(1) 連絡体制の確立 

ガス供給事業者は、災害の発生が予想され又は発生した場合、市、消防機関、警察機関及び防災関

係機関と相互の情報連絡が円滑に行えるよう、あらかじめ連絡体制や窓口を確認しておくとともに、

報道機関に対しても災害発生時の情報を速やかに連絡できる体制の確立を図る。 

なお、一酸化炭素ガス（ＣＯ）を含むガスを供給している事業者は、漏えいガスによる中毒事故発

生の可能性があるので、救急指定病院等との連絡体制についても確認しておく。 

(2) 要員の確保 

ガス供給事業者は、災害により発生する被害の程度等に応じた職員の出動基準、出動方法、出動場

所及び出動途上における情報収集方法を定めておく。 

（3） 災害対策本部の設置 

災害対策本部の組織・規模について、震度や被害状況等に応じてあらかじめ具体的に定めておくと

ともに、構成員の役割を明確にしておく。また、災害対策本部の設置場所は、災害対策活動の拠点と

して有効に機能するよう適切な箇所を選定しておくとともに、非常通信設備、同報機能を備えたファ

クシミリ、複写機等の備品や関係図書、帳票類を整備しておく。 

（4） 応急協力体制の整備 

  緊急措置や復旧作業に必要な人員、機材等を確保するため、近隣のガス事業者や協会組織から救

援を受ける場合の手続き等を確認しておくとともに、その救援隊の復旧基地や宿泊施設確保等の

受入体制を事前調査しておく。また、関連工事会社の動員についても、その基準や方法、場所を定

めておく。 

(5) 防災教育及び防災訓練の実施 

ガス供給事業者は、災害発生時における緊急対応能力を向上させるため、職員に対して防災教育及

び防災訓練を定期的に実施する。 

ア 防災教育 

災害対策本部の設置・運営、職員の動員、ガス供給停止判断及び漏えい受付処理に関する事項等

について教育する。 

イ 防災訓練 

ガス工作物の巡視・点検やガス供給停止に関する事項について訓練するほか、市町村や県が主

催する防災訓練にも積極的に参画する。 

(6) 災害対策用資機材の整備 

ガス供給事業者は、応急措置及び早期復旧に必要な資器材を整備しておく。また復旧が長期化し

た場合に備え、需要家生活支援のために提供する代替熱源等についてあらかじめ調査し、これを確

保する体制を整備する。 

２ 広報活動 

ガス供給事業者は、防災対策を効果的に行うため、災害発生時及びガス供給停止時の時期に応じた広 

報活動について、フロー図、チェックリスト及び広報例文等を準備して具体的に定めておくとともに、広

報担当責任者を定めておく。また、需要家や報道機関・地方自治体関係機関との広報ルートを確立してお
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く。平常時には、災害発生時における二次災害防止のための広報活動を行う。 

３ ガス供給施設の災害予防対策 

(1) 代替性の確保 

ガス供給施設の被災は、応急対策活動等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらす

ことから、関連施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等に

よる代替性の確保を進める。 

(2) 施設対策 

ガス施設の耐震性向上を基本として、特に医療機関等の人命に関わる施設や防災拠点となりうる施 

設等の重要施設へのガス供給施設の重要度を考慮し、次により合理的かつ効果的な災害予防対策を講

ずる。 

ア 製造所・供給所 

(ｱ) 新設する施設は、その重要度及び設置地盤の耐震性と基礎の構造・強度等を十分検討し、ガ

ス事業法等の関係法令等に基づき合理的な耐震設計を行う。 

(ｲ) 既設の施設については、定期的に耐震性の点検を行い、必要に応じて補強等を行う。 

イ 導管の対策 

(ｱ) 新設する導管は、耐震性の優れた鋼管、ダクタイル鋳鉄管及びポリエチレン管等の管材を使

用し、その接合は溶接、融着及び抜け出し防止機構を備えた機械的接合等耐震性能を有する方

式を使用する。また、重要な導管は、供給系統の分離や液状化への対応についても考慮する。 

(ｲ) 耐震性が十分でない既設管は、ガス供給先施設の社会的重要度や地盤条件(液状化の危険性、

活断層の位置等)を勘案して、耐震性のある導管への取替え又は更生処理を実施する。 

(3) 緊急措置設備対策 

緊急対策の基本は、地震発生時のガス漏えいによる二次災害を防止するために、被害の著しい地域

へのガス供給を停止すること及び供給を継続する地域の保安を確保することであることから、次によ

り関連設備の整備等を行う。 

ア 製造所・供給所 

(ｱ) 検知・警報（地震計、漏えい検知器及び火災報知機等）装置を設置し、緊急対策を行うべき

震度の基準を決めておく。 

(ｲ)  ガス発生設備、ガスホルダー及び液化ガス貯槽等に緊急停止設備を設置する。 

(ｳ) 防消火設備を整備する。 

(ｴ) 地震直後の設備点検を迅速に行えるよう、点検の要点やルート及び担当者を決めておく。 

(ｵ) 人身の安全を確保するため、避難や負傷者の救護体制を確立しておく。 

イ 導管 

(ｱ) 供給停止地区と供給継続地区を区分するため、導管網のブロック化を推進する。 

(ｲ) 供給停止ブロックごとに、確実に供給停止を行うための遮断装置を整備するとともに、必要

により、ガスの供給圧力を速やかに減圧するための減圧設備を設置する。 

(ｳ) 供給区域内の地震動及び被害情報を迅速かつ的確に把握できるよう、あらかじめ項目を定

めその収集手段を整備しておくとともに、信頼性の高い情報通信設備を確保する。 

４ 災害対策用資機材の整備 

応急措置及び早期復旧に必要な資器材を整備しておく。また復旧が長期化した場合に備え、需要家生活

支援のために提供する代替熱源等についてあらかじめ調査し、これを確保する体制を整備する。 
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第７ 放送施設災害予防計画 

地震により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における、放送電波の確保及び放送施設の 

防護復旧のために、放送事業者が実施する災害予防対策について定める。 

１ 震災対策計画の策定 

地震による災害に備え、次の事項を内容とする震災対策計画を策定し、防災対策の充実を図る。 

(1) 放送設備及び機器の落下転倒防止等の耐震対策 

(2) 消耗品・機材等の備蓄及び緊急物資・機材の入手ルートの確立 

(3) 商用電力停電に備えた自家発電機等非常用電源及び自家発電機等の燃料補給先の確保 

(4) 中継回線状態の把握 

(5) 各種無線機器等の伝搬試験の実施 

(6) 仮演奏所及び仮設送信所設置場所の調査選定 

(7) 非常持出機器及び書類の指定 

(8) 交通路の調査 

(9) 電力会社、警察機関、国土交通省及び非常通信協議会等の利用しうる通信回線の調査 

(10) 災害時における放送事業の継続に関すること（ＢＣＰ） 

２ 防災体制の整備 

(1) 防災体制の確立 

 災害発生時における放送確保が可能となるよう、初動態勢、各部署・各人の役割分担、責任体制

及び情報連絡体制並びに災害対策本部の設置等について明らかにし、「防災対策マニュアル」として

定めておく。 

(2) 防災教育、防災訓練の実施 

 防災対策マニュアルを周知徹底する等により、職員への防災知識の啓発に努めるとともに、防災

訓練を実施し又は県・市町村の実施する防災訓練に参加することにより、実践的な対応力の向上を

図る。 
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第８ 電気通信施設災害予防計画 

東日本電信電話株式会社山形支店及び携帯電話事業を行う電気通信事業者等（以下「電気通信事業者」

という。）は、電気通信事業の公共性から災害時においても、重要通信を確保できるよう日ごろから設備

自体を強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備の設計、設置を図るとともに、通信が途絶したり、

麻痺したりしないよう、通信網の信頼性の向上を促進するものとする。 

１ 防災体制の整備 

 (1) 通信施設監視等体制の確保 

 電気通信事業者は、県内の主要な電気通信設備を常時監視し、被災状況を把握する体制の整備とと

もに、通信を可能な限り確保するため、遠隔切替制御及び音声案内等の措置を行う体制を確保する。 

(2) 災害発生時組織体制の確立 

 電気通信事業者は、災害対策本部等の構成・規模・業務内容・設置場所等について、被害状況に応

じて予め定めておく。 

(3) 対策要員の確保 

 大規模な災害が発生した場合に備え、防災体制を確立するとともに、次により全国からの応援が受

け入れられる体制を確保する。 

ア 全社体制による応急復旧要員の非常招集 

イ 関連会社による応援 

ウ 工事請負会社の応援 

(4) 防災教育及び防災訓練の実施 

 電気通信事業者は、災害発生時の防災活動を安全かつ迅速に遂行するため、防災に関する教育及び

訓練を実施する。 

ア 社員の安全確保を図るとともに関係社員が迅速かつ適切に防災業務を遂行しうるよう、防災に関

する教育を充実する。 

イ 防災を円滑、かつ迅速に実施するため、情報伝達訓練及び出社訓練等を実施する。 

ウ 市及び県が実施する防災訓練に積極的に参加する。 

２ 広報活動 

平常時から利用者に対し、通信の仕組みや代替通信手段の提供等の周知に努めるとともに、災害時にお

ける通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。 

地震災害によって電気通信サービスに支障が起こった場合、通信の疎通、被害状況、応急復旧状況及び、

災害用伝言ダイヤル提供状況について、地域住民や県民等に対して、広報活動が円滑に実施できる体制を

確立する。 

３ 電気通信施設の災害予防対策 

災害発生時においても、可能な限り重要通信を確保できるよう、信頼性の高い通信設備の防火設計を実

施し設備自体を物理的に強固にする。また、次により信頼性の向上を図る。特に医療機関等の人命に関わ

る施設や災害拠点となりうる施設等の重要施設への電気通信施設は、その重要性から早期復旧が可能な体

制強化を図る。 

(1) 電気通信設備の耐震性等 

ア 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を行う。 

イ 耐火機能の改善 



第２編 震災対策編 

第１章 震災予防計画 

89 

 電気通信設備等については、必要に応じて耐火機能を改善する。 

(2) 電気通信システムの高信頼化 

ア 主要な伝送路を多ルート構成、もしくはループ構成とする。 

イ 主要な中継交換機を分散設置する。 

ウ 通信ケーブルの地中化を推進する。 

エ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

(3) 災害対策機器の配備 

災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するためにあらかじめ次に掲げる機器

及び車両等を配備する。 

ア 非常用衛星通信装置 

イ 非常用無線通信装置 

ウ 非常用電源装置 

エ 応急ケーブル 

オ その他の応急復旧用諸装置 

(4) 電気通信施設の巡視点検 

電気通信工作物を、関係法令に基づく技術基準に適合するように常に保持するとともに、定期的に

巡視点検を実施し、事故の未然防止を図る。 

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、県及び電気通信事業者と相互連携の拡大に努める。

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。 

(5) 二次災害の防止 

各施設の管理者は、豪雨等による二次災害を防止するための体制の整備に努める。 

４ 災害対策用資機材等の確保と整備 

(1) 災害対策用資機材等の確保 

災害応急対策及び災害復旧を実施するため、平常時から復旧資機材を確保する。 

(2) 災害対策用資機材等の輸送 

災害発生時において、資機材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送計画を定めてお

く。 

(3) 災害対策用資機材等の整備点検 

 災害発生に備え、資機材等の整備点検を定期的に実施し、障害が確認された場合には速やかに補修

等の必要な措置を講ずる。 
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第９ 上水道施設災害予防計画 

給水機能の停止は、被災住民の日常生活や社会経済活動に深刻な影響を与え、被災後の避難や救助活

動を実施する上での大きな支障となることから、災害による水道の断減水を最小限にとどめるため、ま

た、緊急時における飲料水、生活用水を確保するための必要な措置を講ずる。 

１ 防災体制の整備 

 水道事業者は、施設の耐震性調査及び被害想定等に基づき、次により防災体制の整備を行い、緊急時の

応急対策マニュアルの策定、応急復旧用の水道施設図面等の整備を図るとともに、職員に対する教育・訓

練の実施に努める。 

(1) 組織体制の確立 

災害発生時に上水道施設の復旧に直ちに着手できるよう、所要の組織体制ごとに体制の整備を図る。 

(2) 応急対策マニュアルの策定 

迅速かつ適切な応急対策を実施できるよう、応急給水・応急復旧マニュアル及び手順書を策定す

る。 

(3) 職員に対する教育及び訓練 

ア 研修会、講習会等を計画的に開催し、地震による被害の調査能力、復旧計画の立案能力、耐震継

手を有する管の施工等の現場技術等を向上させ、熟達した技術者の養成・確保に努める。 

イ 緊急時に迅速かつ的確な対応をとることができるよう、総合的な防災訓練並びに情報伝達訓練、

施設点検訓練、応急給水訓練及び応急復旧訓練等の個別の訓練を実施する。 

(4) 管理図面及び災害予防情報の整備 

 他部局及び他事業体の応援者等が迅速に応急活動を実施できるよう、基本的な水道システム図、

施設図及び管路図並びに拠点給水地、指定避難地及び想定避難住民数等の情報を盛り込んだ応急復

旧用図面等を整備する。 

(5) 関係機関との連携及び連絡調整 

 災害時相互応援協定により応援体制を整備するほか、応急対策用車両を緊急用車両として通行で

きるよう警察と事前調整を図るなど、災害発生時における関係機関や他の水道事業者等と連携体制

を整備する。 

(6) 緊急時連絡体制の整備 

 市、県及び水道事業者は、災害発生時にも使用可能な携帯電話や無線通信等による通信連絡網の

整備に努めるとともに、緊急時連絡マニュアル、緊急時連絡先一覧表、応援要請連絡体制及び応援

要請様式等を作成し、緊急時連絡体制の確立に努める。 

(7) 自家発電設備等の燃料及び水道用薬品の備蓄 

 自家発電設備等の燃料の備蓄及び水道用薬品の適正な量の備蓄に努めるとともに、関係業者と災

害発生時における優先供給協定を締結するなどによりこれらの確保に努める。 

２ 広報活動の推進 

市、県及び水道事業者は、災害発生時の応急復旧活動を円滑に進めるため、次により市民、町内会等に

対し、防災体制の確立及び飲料水の確保等について広報し、防災意識の啓発に努める。 

(1) 市民に対する広報、啓発活動 

市民に対し、広報誌を通じて、防災体制の確立、飲料水の確保及び衛生対策等の留意事項について
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広報し、防災意識の啓発に努める。 

(2) 町内会等への防災活動の研修 

町内会等に対し応急給水計画を周知し、これに基づく共同訓練等を実施することにより、緊急時に

おける町内会等の支援体制の確立に努める。 

(3) 医療施設等への周知 

医療施設、福祉施設等被災時においても断水できない重要施設に対して、飲料水の備蓄(受水槽での

必要容量の確保)及び受水槽等の耐震性の向上について広報、指導に努める。 

(4) 上水道施設の被害想定 

 市及び水道事業者は構造物・設備等の耐震性診断を実施するとともに、大規模地震発生時における

上水道システム全体としての被害を予測し、この結果に基づき耐震整備の目標設定を行う。 

ア 構造物・設備の耐震性診断 

 構造物・設備の耐震性診断は、施設の強度、施設の被害が給水に与える影響、復旧の容易性及び

二次災害のおそれ等を勘案し総合的に行う。 

イ 上水道施設の被害想定 

 耐震性診断に基づき、次の事項について、地震による被害想定を地域別に実施する。 

(ｱ) 管路の被害想定 

(ｲ) 構造物及び設備の被害想定 

(ｳ) 被災直後の断水人口及び復旧段階別断水人口 

(ｴ) 断水期間 

ウ 耐震整備の目標設定 

 上水道施設の耐震化は相当な投資を必要とするので、段階的な整備目標を設定し、優先度の高い

事業から計画的に実施することが必要である。そのため、次の事項について目標を設定し、構造物・

設備等の耐震化を実施する。 

(ｱ) 上水道施設ごとの応急復旧期間 

(ｲ) 被災後における経過日数ごとの応急給水目標水量 

(ｳ) 医療施設、 避難所等の重要拠点への給水の確保 

３ 上水道施設の災害予防対策 

市及び水道事業者は、上水道施設ごとにその重要性や老朽度を検討し、次により計画的に施設の新設、

改良及び修繕を実施して耐震整備及び液状化対策を推進する。 

(1) 重要施設及び基幹管路の耐震整備及び液状化対策の推進 

地震による被害を軽減するために、次により老朽化した構造物・設備の補強及び更新等を実施し、

耐震整備及び液状化対策を推進する。 

ア 浄水場、配水池等の構造物の耐震整備及び液状化対策 

イ 軟弱地盤における地盤改良及び液状化対策 

ウ 指定避難所、給水拠点を中心とした耐震性貯水槽又は大口径配水管等の整備による貯水機能の

強化 

エ 配水池容量（１２時間貯水容量）の増加及び緊急遮断弁の設置 

オ 耐震性の高い管種、耐震継手及び耐震工法の採用並びに給水装置の耐震整備 

カ 老朽管路の計画的な更新。基幹管路並びに病院及び避難所等に至る配水管の優先的な耐震整備 

(2) 代替性の確保 

上水道施設の被災は、応急対策活動等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすこ

とから、関連施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等によ

る代替性の確保を進める。 
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(3) バックアップシステムの構築等 

地震による被害を最小限にするため、次によりバックアップシステムを構築するとともに、復旧を

迅速に行うため配水区域のブロック化を図る。 

ア 重要施設の複数配置による危険分散の強化 

イ 非常用電源の整備(二回線受電、自家発電設備) 

ウ 隣接水道事業体施設と相互融通可能な連絡管設置によるバックアップシステムの構築 

エ 制水弁間隔の適正化による配水区域のブロック化、配水本管のループ化による被害区域の限定

化 

オ 各施設の運転状況を常時監視できる遠隔監視システムの整備 

(4) 機械設備や薬品管理における予防対策 

ア 機械・電気及び計装設備の震動による滑動、転倒の防止 

イ 震動による水質試験用薬品類容器の破損防止及び混薬を防止するための分離保管 

ウ 水道用薬品の適正な量の備蓄 

(5) 二次被害の防止 

  施設の管理者は、二次被害を防止するための体制の整備に努める。 

４ 災害対策用資機材等の整備 

(1) 応急給水用資機材の整備 

市及び水道事業者は、計画的に給水車(ポンプ付き給水車を含む。)、給水タンク、浄水装置及びポリ

タンク等の応急給水用資機材の整備に努める。 

(2) 応急復旧用資機材の整備 

市及び水道事業者は、次により計画的に応急復旧用資機材の整備に努めるとともに、定期的にその

備蓄状況を把握する。 

ア 削岩機、掘削機、排水ポンプ、発電機及び漏水探知器等の応急復旧用機械器具の整備 

イ 直管、異形管、ジョイント等の応急復旧用資材の備蓄 

ウ 広域ブロック圏別での整備、備蓄の推進 

エ 復旧用資機材等の緊急調達計画の策定 

オ 作業員の安全装備等の常備 

５ 生活用水水源の把握 

市及び水道事業者は、区域内の井戸を緊急時に生活給水拠点として使用できるよう、あらかじめ設置状

況を把握する。 

また、積雪期には給水車等の通行が困難となることが予想されるため、消雪用井戸等の代替水源等によ

る給水方法を事前に検討しておく。 
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第１０ 下水道施設災害予防計画 

 下水道管理者は、地震による下水道施設の被害を最小限にとどめ、汚水排除及び汚水処理を速やかに復

旧できるように、災害予防対策を講じる。 

１ 防災体制の整備 

下水道管理者は、下水道施設が被災した場合、公共用水域の水質悪化や公衆衛生の悪化など市民の生活

に与える影響が大きいことから、次により防災体制を整備する。 

(1) 組織体制の確立 

災害発生時に下水道施設の復旧に直ちに着手できるよう体制の整備を図る。 

(2) 応急対策マニュアルの策定 

防災用電話、衛星電話、携帯電話及び防災行政無線等による通信連絡網の整備に努めるとともに、

緊急防災体制、緊急時連絡先一覧表等を記載した参集マニュアルを策定し、緊急時連絡体制を確立す

る。また、従事者の役割分担や調査方法及び応急措置等を定めた緊急点検・応急マニュアルも併せて

整備する。 

(3) 職員に対する教育及び訓練 

研修会及び講習会を計画的に開催し、職員について、災害発生時における判断力を養成するととも

に、防災上必要な知識及び技術を向上させる等、人材の育成に努める。また、緊急時に迅速かつ的確

な対応をとることができるよう、平常時において総合訓練や各種訓練を行う。 

(4) 設備台帳及び図面等の整備 

災害発生時の対応に万全を期するため、設備台帳及び埋設管路等の図面を整備する。 

(5) ライフライン関係機関等との連携 

下水道施設の被災状況調査及び復旧対策の実施にあたっては、他のライフライン施設に係るこれ

らの作業と連携して実施できるか調整を行う必要があるので、これら関係機関の被害情報等を迅速

に把握できる体制の構築を図る。 

また、被災情報を広範囲にきめ細かく把握するうえで、水防団や地域住民等からの情報が有効と考

えられるため、これらの情報を利用する体制の構築についても検討する。 

(6) 民間事業者等との連携 

下水道施設の被災状況調査及び復旧対策の実施にあたっては、業界団体を含む民間事業者への委

託が可能な業務については、あらかじめ協定を締結しておくなど民間事業者等の能力やノウハウの

活用を図る。 

(6) 災害時維持修繕協定の締結 

施設の維持修繕を的確に行う能力を有する者と災害時における維持・修繕に関する協定を締結す

ることで、下水道管理者以外の者でも維持又は修繕が可能となるような体制の構築を図る。 

(7) 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

災害発生時に資源が制約される中で事業を継続するために必要な計画(業務継続計画)を策定し、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより随時見直しに努める。 

２ 広報活動の推進 

下水道管理者は、下水道施設の被災箇所等を発見した場合の通報先、使用制限実施の可能性及び排水設

備に関する事項等について、平時から地域住民に対して広報活動を適切に行い、防災意識の啓発に努める。 
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３ 下水道施設の災害予防対策 

下水道管理者は、次により下水道施設の耐震性及び安全性を確保するとともに、地震により想定される

長時間の停電に備えられるよう努める。 

(1) 耐震性の確保 

  ア 耐震基準 

処理場、ポンプ場及び重要幹線についてはレベル２、その他の管路についてはレベル１地震動に

対応する構造とする。 

レベル１地震動：供用期間中に発生する確立が高い地震動 

レベル２地震動：供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動 

イ 耐震診断及び補強対策 

現在の米沢浄水管理センター（処理場）及び上新田中継ポンプ場は、昭和５６年に設定された新

耐震基準に適合しており、中田町中継ポンプ場はレベル２地震動に適合している。 

管渠について、平成１１年度以降の管渠はレベル１地震動に対応済みで、重要な幹線の一部はレ

ベル２地震動に対応している。 

今後増設する処理場施設及び重要な幹線についてはレベル２地震動に対応した構造とし、改築を

行う場合は必要に応じて耐震補強を実施していく。 

その他の耐震化未対応施設については、耐震補強対策の計画策定に努める。 

ウ 耐震計画、設計及び施工 

地震により被害が発生した場合に、少なくとも下水道としての根幹的な機能が保持できるよう、

次の事項について計画・設計時に十分考慮する。 

(ｱ) 管路施設は、地盤状況及び重要度に応じて、可とう性と伸縮性を有する継ぎ手を採用する。 

(ｲ) 処理場・ポンプ場における配管の基礎が異なる部分の接続部及び構造物から埋設配管に変

わる部分には、十分な可とう性と伸縮性を有する継ぎ手を採用する。 

エ 液状化対策 

 下水道施設における地震被害の形態や程度は、地震の特性、地形及び地盤条件によって大きく影

響される。特に、液状化が発生する地盤では被害程度が大きくなるとともに、殆ど全ての被害形態

が複合して発生する傾向がある。従ってこのような地域では、地盤改良又は杭基礎等により、施設

の被害を軽減する液状化対策を重点的に講ずる。 

(2) 安全性の確保 

ア 施設の点検パトロール 

日常の点検パトロールにおいて、地震発生時に被災する危険性が高い、漏水や湧水等何らかの変

状が発生している箇所を把握しておく。 

イ 維持補修工事及び補修記録の整備 

災害発生時の復旧作業に有効に活用できるよう、異常箇所の補修及び施設改良の記録を整備する。 

ウ 維持修繕基準の創設 

管渠のうち硫化水素による腐食の恐れの大きい箇所は、定量的な基準として５年に１回以上の点

検を実施する。また、腐食の恐れの大きい箇所の点検の方法や頻度を事業計画に記載する。 

(3) 長時間停電対策 

ア 非常用発電機（可搬式）の確保 

下水道施設の停電対応として、非常用発電機を整備しておくほか、建設会社及びリース会社等と

災害時における電源車や可搬式発電機の優先借受について協定を締結することを検討する 

イ 燃料の確保 

非常用電源及び車両用として、燃料供給業者と災害時における燃料の優先供給について協定の締

結を図る。 

なお、非常用電源の燃料は 72時間分の備蓄を目標とする。 
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４ 災害復旧用資機材等の確保 

下水道管理者は、緊急措置及び応急復旧を的確かつ迅速に行うため、必要な資機材を確保しておく。ま

た、独自に確保できない資材等については、一般社団法人山形県建設業協会や民間企業等と協力協定を締

結するよう努めるとともに、北海道・東北ブロックの下水道管理者及び地方共同法人日本下水道事業団等

の協力を得るなど広域的な支援体制の確立を図る。 
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第１１ 危険物等施設災害予防計画 

地震発生時における危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物及び放射性物質（以下「危険物等」という。）

に係る事故の発生又は災害による被害の拡大を防止するために、危険物等を取扱う施設及び大量輸送する

事業者等は、適正な維持管理等の保安措置を講じるとともに、保安教育及び防災訓練等により自主保安体

制の充実を図る。 

１ 危険物施設の安全対策 

(1) 施設構造基準等の維持 

ア 危険物取扱事業所は、危険物施設の位置、構造及び設備が、消防法の規定による技術上の基準に

適合した状態を維持しなければならない。 

イ 県及び消防機関は、危険物取扱事業所に対して、危険物施設が消防法に基づく技術上の基準に適

合した状態を維持し耐震性を確保すること、危険物保安監督者及び危険物施設保安員の選任並びに

予防規程の作成等危険物取扱者制度に関する諸事項の適正な運用について指導する。 

(2) 保安教育の実施 

県及び消防機関は、山形県危険物安全協会連合会等と協力し、危険物取扱事業所の危険物取扱者等

に対し、保安に関する講習会等を随時開催し、危険物保安意識の高揚と技術の向上に努める。 

(3) 防災訓練の実施 

危険物取扱事業所は、具体的な災害想定に基づき、隣接事業所との連携も考慮した実践的な防災訓

練等を実施する。また、自衛消防組織等の体制及び活動要領を整備するとともに、災害発生時に迅速

な対応をとることができるよう訓練を実施する。 

(4) 連絡体制の確立 

危険物取扱事業所は、被災した場合に備え、消防機関、警察等の関係機関及び関係事業所等との連

絡体制を確立する。 

２ 各施設に共通する安全対策 

事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並びに被

害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災

のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるものとする。 

３ 火薬類製造施設等の安全対策 

火薬類取扱事業所は、関係機関と連携して、保安体制の強化及び施設構造について関係法令で定める技

術上の基準等の遵守により、適正な保安措置を講ずるとともに、保安教育及び防災訓練を実施し、自主保

安体制を充実させることにより災害の未然防止を図る。 

(1) 施設構造基準等の遵守 

ア 火薬類関係事業者は、必要に応じ、施設構造について法令で定める技術上の基準に係る事項等を

点検・調査し、施設の適切な維持に努める。 

イ 火薬類関係事業者は、必要に応じ、施設の設置地盤の状況を調査し、耐震性の強化に努める。 

ウ 県は、火薬類の製造、販売、貯蔵及び消費等に係る施設について、保安検査及び立入検査を実施

し、火薬類取締法の基準に適合するよう指導する。 

(2) 保安教育及び防災訓練の実施 

ア 県は、火薬類関係事業者に対し、従業者への保安教育の実施を徹底させ、保安意識の高揚と保安

技術の向上に努める。 
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イ 火薬類関係事業者は、災害発生時に被害拡大防止措置を的確かつ迅速に実施できるよう、必要に

応じ、非常時を想定した防災訓練を行う。 

(3) 自主保安体制の充実 

ア 火薬類関係事業者は、保安教育計画に災害対応についても定め、保安教育を徹底する。 

イ 県は、火薬類関係事業者の自主保安体制の充実・強化を図るため、防災対策技術について指導す

る。 

(4) 連絡体制の確立 

火薬類関係事業者は、被災した場合に備え、消防、県警察等の関係機関及び関係事業所等との連絡

体制を確立する。 

４ 高圧ガス製造施設等の安全対策 

高圧ガスは、その特性において毒性や可燃性、爆発性等を持つものが多く、漏洩による被害の拡大につ

ながるおそれがあるので、高圧ガス関係事業所においては、法令上の基準等の遵守、自主保安体制の充実、

関係機関との連携による保安体制の強化及び保安教育・防災訓練の実施等により災害の未然防止を図る。

また、一般消費者等に対して、保安意識の一層の高揚を図る。 

(1) 法令上の基準等の遵守 

ア 高圧ガス製造施設、貯蔵所等 

(ｱ)  高圧ガス関係事業所は、高圧ガス保安法等に定める技術上の基準に基づき、施設・設備を適正

に維持するよう努める。 

(ｲ)  県は、高圧ガス関係事業所の保安検査及び立入検査を強化し、施設の位置、構造及び設備を高

圧ガス保安法の規定に適合した状態に維持させるとともに、定期自主検査の徹底、高圧ガスの取

扱等の適正化及び危害予防規程の作成等、安全管理体制の確立を指導する。 

イ 液化石油ガス販売事業者、一般消費者等 

(ｱ) 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に定

める施設設備等の技術上の基準に基づき、施設・設備等を適正に維持するとともに、一般消費者

等における充てん容器の転倒防止措置を徹底する。 

(ｲ)  県は、液化石油ガス販売事業者等の立入検査を強化し、液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律に定める供給設備等点検等の励行等の自主保安体制の確立を指導する。 

(2) 耐震対策の強化 

ア  高圧ガス製造施設、貯蔵所等 

(ｱ) 高圧ガス関係事業者は、高圧ガス保安法に定める高圧ガス設備等耐震設計基準に基づき、設備

を適正に維持するよう努めるとともに、当該基準適用前の設備についても状況把握を行い、必要

に応じ補強等を行う。 

(ｲ) 県は、設備の耐震性強化に関する情報を収集し、必要に応じて提供する。 

イ  液化石油ガス販売事業者 

液化石油ガス販売事業者は、供給設備等について、容器の転倒防止措置を徹底するとともに、耐

震基準に適合する安全機器の設置を推進する。 

(3) 耐震対策の強化 

ア 高圧ガス関係事業者は、高圧ガスの自主保安体制を確立するため、防災対策を含めた保安教育を

実施する。 

イ  県は、一般社団法人山形県ＬＰガス協会、山形県高圧ガス地域防災協議会、山形県高圧ガス協議

会、山形県冷凍協会及び山形県冷凍空調設備工業会（以下「高圧ガス関係団体」という。）の協力を

得て、高圧ガス関係事業所の保安係員、業務主任者等に対し、保安に関する講習会を開催し、高圧

ガスの自主保安体制の確立について指導、啓発に努める。 
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ウ  県は、一般消費者の保安意識の高揚を図るため、一般社団法人山形県ＬＰガス協会に対して、一

般消費者に対する保安教室を開催するよう指導する。 

(4) 防災訓練の実施 

県は、高圧ガス関係団体に対し、具体的な災害想定に基づき、一般消費者も含めたより実践的な防

災訓練を計画的に実施するとともに、県又は市町村が実施する防災訓練に参加するよう指導する。 

(5) 自主防災活動組織の整備 

高圧ガス関係事業者は、災害発生時に迅速な対応がとれるよう、自主防災活動組織の体制及び防災

資機材の整備に努める。 

(6) 連絡、応援体制の確立 

ア 高圧ガス関係事業者は、災害発生時に、迅速かつ的確に関係機関及び他の高圧ガス関係事業者の

協力が得られるよう連絡、応援体制を確立しておく。 

イ  高圧ガス関係団体は、災害発生時に、防災資機材の提供等、高圧ガス関係事業者の要請に対して

応援・協力できる体制の整備・充実に努める。 

５ 毒物劇物保管貯蔵施設の安全対策 

(1) 危害防止規程の充実 

毒物劇物営業者及び届出を要する毒物劇物業務上取扱者は、毒物劇物危害防止規程を整備して必要

な措置を講じる。 

県は、これらの事業者に対して監視指導を行う際、毒物劇物の貯蔵状況、毒物劇物危害防止規程等

を調査し、必要な場合はこれらの改善又は充実等を指示する。 

(2) 大量取扱者の指導 

県は、毒物劇物を大量に取扱う者の実態把握に努め、事故発生時の危害防止の対応について必要な

場合はこれらの改善又は充実等を指示する。 

６ 有害物質取扱施設等の安全対策 

県は、水質汚濁防止法又は大気汚染防止法に規定する特定事業場等に対して、法に基づく監視を行い、

有害物質等の公共用水域への流出若しくは地下への浸透又は大気中への放出の防止対策、その他事故時に

おける関係機関への連絡体制の整備等について指導する。 

また、水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に対しては、

次の措置を講じるよう指導する。 

(1) 耐震対策の強化 

水質汚濁防止法施行規則に定める構造基準に基づき、施設及び設備を適正に維持管理し、点検を

定期的に行う。 

(2) 非常時の対応マニュアルの整備 

有害物質の受入れ、飛散流出防止方法及び事故時の措置を明確に定めた管理要領を整備しておく。 

７ 放射線使用施設の安全対策 

国は、放射線使用事業所に対し、災害発生時における措置を放射線障害予防規程に定める等、法令に基

づき放射線使用施設を適正に維持管理するよう指導することとされている。 

県は、医療法に基づく医療監視を行い、放射線使用施設（医療機関）に係る規定を遵守するよう指導す

るとともに、施設管理者に、空間放射線量の増加並びに空気及び水中での放射能又は化学薬品等による人

的災害の防止のため、次の措置を講じるよう指導する。 
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(1) 放射線施設の対策 

ア 放射線施設については、放射性同位元素による汚染拡大防止や室外漏出防止のため、開口部、配

管及び配線に被害防止措置を施す。 

また、放射線源収納部については、転倒、移動及び落下防止措置をとるとともに、治療用線源又

はＣＴ（コンピューター断層撮影法）等による治療中、診断中の過度の照射防止措置をとる。 

イ 放射性同位元素保管容器及び廃棄物収納容器類については、接触、転倒、落下又は破損を防止す

る措置をとる。 

ウ 放射線施設の建物について耐震性の確保を図るとともに、非常用機材の作動点検及び有効期間の

確認並びに廃液貯留槽についての液量・濃度点検及び漏水検査を定期的に行う。 

(2) 非常用機器材の整備 

放射線による汚染事故等非常時に備え、放射線測定機器、放射線被ばく防護機材、汚染防止用具類、

消火器類及び非常用電源類等を整備する。また、放射性同位元素を緊急に収納・運搬できる鉛容器等

も併せて備えておく。 

(3) 連絡体制の確立 

放射線による汚染事故等、非常時における消防等関係機関との連絡体制を確立する。 

(4) 非常時活動マニュアルの整備 

放射線による汚染事故等非常時における対応として、放射線施設の使用禁止又は立入禁止区域の設

定及び消火方法等を定めたマニュアルを整備しておく。 

(5) 防災教育及び防災訓練の実施 

放射線施設従事者等に対し、防災計画の概要並びに非常用機材の種類、作動原理及び使用目的とそ

の効果を周知する。また、避難訓練、通報訓練及び点検訓練等を規模、形態に応じて定期的に実施す

る。 
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第 18 節 食料、飲料水及び生活必需品等の確保計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、市民環境部、上下水道部 

■関係機関 

 県、消防機関、市民（自主防災組織、町内会）、生活物資供給等協定事業所等 

１ 基本的な考え方 

 大規模災害における過去の教訓から、災害発生から 3 日～2 週間程度は被災地外から孤立した状態が続

くことが懸念される。そのため災害発生から被災地外からの支援活動が本格化するまでの間は、被災地の

地域内の備蓄物資及び地域内からの調達物資で避難生活を賄い、自立することが必要となる。 

 避難生活に必要な物資を確保するためには、自助・共助・公助の考え方に基づく役割分担が不可欠であ

り、避難生活に必要な食料や飲料水などの物資は、基本的に自助・共助の考え方に基づいて確保するもの

とする。そのうえで、市は、自助・共助の考え方に基づく物資の確保について、市民、事業所、地域コミ

ュニティー等への普及・啓発活動を行うとともに、公助の考え方に基づき、災害発生に備えた補完的かつ

広域的な備蓄・調達体制の確保に努める。 

 

【公的備蓄の留意点】 

 備蓄について、次の３点に留意して検討する。 

 １ 最低限、災害時の応援対策要員用の物資等について、備蓄・調達体制を確保 

 ２ 市民・事業所等では備蓄・調達しにくい物資等について、備蓄・調達体制を確保 

 ３ 要配慮者の避難生活に必要な物資等について、備蓄・調達体制を確保 

      出典：災害支援物資の備蓄・物流計画ガイドライン検討会報告書（総務省消防庁） 

 

(1)  市は、独自では食料等の確保が困難となった被災者の発生に備え、食料等の備蓄及び調達体制を

整備するとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠

点の登録に努める。 

県は、市町村への支援を目的として、必要な食料等の備蓄及び調達体制の整備を行う。 

(2)  市、県及び応急対策に関わるその他の防災関係機関は、必要に応じ、災害対策要員に係る食料等

の備蓄に努める。 

(3)  市は、住民の備蓄を補完するため、地震被害想定調査の結果等を参考に、避難所における生活者

数及び利用者数を予測し、必要な食料等を備蓄（流通備蓄を含む。）する。この際、孤立するおそれ

のある集落及び要配慮者に考慮して備蓄場所を選定する。 

(4)  市は、災害発生時に食料等の優先的供給を受けられるよう、あらかじめ市内又は近隣の関係業者

等と協定を締結するとともに、平常時から当該業者の食料等の供給可能量を把握するよう努める。 

(5)  県は、市町村の要請に対応するため、備蓄及び関係業者等との協定締結等により、災害発生時に

食料等を確実に供給できる体制を整備するとともに、物資調達・輸送調整支援システムを活用し、

あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め、市町村における食料等の備蓄状況を常に把握して

おく。 

(6)  市及び県は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災

害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 

(7)  消防庁は、必要に応じ、又は政府本部等若しくは被災地方公共団体からの要請に基づき、非被災

地方公共団体の被災者の生活の維持のため必要な毛布、携帯トイレ等の生活必需品等の備蓄物資に

ついて、非被災地方公共団体の協力等により、その供給の確保を図る。 
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２ 備蓄品の確保 

(1) 市及び県による備蓄品の確保 

  市及び県は、高齢者や乳幼児、性別、身体のサイズ等のきめ細かなニーズにも配慮し、次の品目を

中心に確保に努める。 

区  分 品目例（特に重要な品目） 

寝具 毛布、ダンボールベッド等 ほか 

外衣・肌着 下着 ほか 

身の回り品 タオル ほか 

炊事道具・食器 ほ乳瓶、同洗浄器 ほか 

医薬品 常備薬、救急箱 ほか 

日用品 ティッシュペーパー、ペーパータオル、ポリ袋、ポリバケツ、生理用品、紙お

むつ、大人用おむつ、おしりふき、使い捨て手袋、ごみ袋、燃料、弾性ストッ

キング ほか 

光熱材料等 懐中電灯、乾電池、ラジオ、温度計、カセットコンロ、カセットボンベ、ブル

ーシート、土のう袋 ほか 

トイレ トイレットペーパー、簡易トイレ ほか 

季節用品 （冬期）防寒着、カイロ、ストーブ、灯油 ほか 

（夏期）扇風機、殺虫剤、蚊取り線香、消臭剤 ほか 

感染症予防用品 マスク、アルコール消毒液、フェイスシールド、感染防護服、パーティション 

ほか 

 

(2) 各家庭における備蓄品の確保 

 市民は、災害が発生してから市や県等の災害応急対策が開始されるまでの期間（２週間分を目安に

最低３日分）の備えとして、次のとおり家庭での備蓄に努める。 

 なお、食料と飲料水の備蓄については、回転備蓄（ランニングストック）等により確保に努めると

ともに、生活用水の備蓄については浴槽に水を張っておくなど普段からできることに努める。 

 また、非常持出品については、リュックサックなどの袋に入れておき玄関などの直ぐに持ち出せる場

所に置いておくなど保管場所に留意する。 

 

【回転備蓄（ランニングストック）】 

 災害用として長期保存が可能な非常用食品を備蓄するのではなく、日常生活で食べている食品を

備蓄に利用する備蓄方法。 

 具体的には、普段から食べている食べ物をある程度多めに確保（ストック）しておいて、賞味期

限の近いものから食べ、食べたらその都度新しいものを追加補充しておき、常に一定の数を確保し

ておく備蓄方法。 
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＜各家庭における備蓄品の例＞ 

非常持出品 

非常食（２週間分を目安に最低３日分）、飲料水（持ち出し可能な分量）、携帯ラジ

オ、懐中電灯、予備の乾電池、ヘルメットか防災頭巾、ライター、マッチ、ローソ

ク、ティッシュペーパー、簡易トイレ、ナイフ、缶切り、スプーン、箸、お椀、コ

ップ、下着、靴下、救急薬品・常備薬、タオル、手袋、筆記用具、雨具、寝袋、毛

布、ビニール袋・ポリ袋、スリッパ、リュックサック 

貴重品類 

現金（小銭も必要）、車や家の鍵、携帯電話・充電器、預金通帳、印鑑、運転免許証、

健康保険証、マイナンバーカード、証書類、パスポート、在留カード・特別永住者

証明書、障がい者手帳等、予備メガネ・コンタクトレンズ等 

生活必需品 

非常時に役立つもの 

カセットコンロ、カセットボンベ、簡易トイレ、炊飯袋、衣類（着替え）、ウエット

ティッシュ、トイレットペーパー、アルコール消毒液、ラップ類、ダンボール、ロ

ープ、布製ガムテープ、マスク、笛（ホイッスル）、ポリタンク、テント、キャンプ

用品、バール、ジャッキ、ビニールシート、油性マジック、アイマスク、耳栓、は

さみ、使い捨て手袋、ごみ袋、温度計 ほか 

高齢者のいる家庭 

補聴器、老眼鏡、常備薬、大人用紙おむつ ほか 

女性のいる家庭 

生理用品、下着 ほか 

赤ちゃんのいる家庭 

粉ミルク、液体ミルク、哺乳ビン・同洗浄器、離乳食、スプーン、おんぶ紐、母子

手帳、紙おむつ、洗浄綿（おしり拭き）、バスタオル又はベビー毛布、着替え、ガー

ゼ又はハンカチ、ベビーカー（荷物運搬用としても役立つ）、玩具 ほか 

ペットのいる家庭 

名札（飼い主の連絡先入り、鑑札等）、ペットの写真、ケージ、えさ、飲料水、食器、

トイレ用品、動物用の薬 ほか 

季節用品 

（冬期）防寒着、携帯用カイロ、石油ストーブ、灯油 ほか 

（夏季）扇風機、殺虫剤、蚊取り線香、消臭剤 ほか 

 

＜各家庭における備蓄の留意点＞ 

水 

飲料水 
飲料水の必要量は、１人１日３リットルが目安で、非常持ち出し品の分とあわせて

２週間分を目安に最低３日分を確保する。 

生活用水 
浴槽に、常に水を張っておくなどの習慣をつけ、家庭で使用する生活用水を確保す

る。 

食料 

１ 乾パン・インスタントラーメン・レトルト食品・缶詰等即時に又は簡単に食べ

られる物を中心に確保する。 

２ 食料の備蓄に当たっては、アレルギーを含む摂取上の障害、腎臓病患者への低

たんぱく食品の提供等、高齢者や乳幼児、傷病者等の要配慮者に配慮し確保する。 

３ 回転備蓄に努め、年に一度は、賞味期限を確認しておく。 

４ 日常生活の食事で使用している米を活用できるように、炊飯袋を活用した炊き

出し方法を習得しておくよう努める。 

 

(3) 地域における備蓄品の確保 

 自主防災組織や町内会等は、各家庭における備蓄を推進するとともに、災害により地域が孤立する

おそれがある場合は、地域内での備蓄に努める。 

(4) 備蓄の周知 

 市は、市民に対し、災害が発生した場合の備えとして、各家庭、地域、事業所等における食料や飲
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料水などの備蓄の重要性とともに備蓄品の確保に努めるよう周知に努める。 

 また、災害時においても温かいごはんが食べられるように、炊飯袋を活用した炊き出し方法等の周

知に努める。 

３ 災害時における生活物資等の供給に関する協定の締結 

(1) 生活必需品 

市は、災害時において、速やかに食料・生活必需品等を調達するため、大型店舗、卸・小売等業者

と協定を結ぶことにより流通在庫を確保し、被災者に対し迅速な供給を行える体制づくりを進める。  

なお、応急生活物資の調達及び安定供給のため、山形県生活協同組合連合会及び米沢生活協同組合、

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター、イオン東北株式会社と協定を締結している。 

(2) 燃料 

市は、災害時において、速やかに石油類燃料（ガソリン・軽油・灯油）を調達するため、山形県石

油協同組合米沢支部と協定を締結し、災害時における燃料確保に努めている。 

県は、石油協同組合等と連携して、災害時にも対応可能な中核給油所や小口燃料配送拠点における

燃料の確保等を促進するとともに、中核給油所等の情報を市町村と共有するなど、災害時における石

油等の安定供給を確保するための体制を構築する。 

４ 備蓄場所等の整備 

 市は、住民の備蓄を補完するため、地震被害想定調査の結果等を参考に、避難所における生活者数及び

利用者数を予測し、必要な食料等を備蓄（流通備蓄を含む。）する。この際、孤立するおそれのある集落及

び要配慮者に考慮して備蓄場所を選定する。 

市は、各地区の防災拠点施設である小中学校等の施設内や施設付近に備蓄保管場所の整備を図り、可能

な限り分散して備蓄するように努める。 

(1) 備蓄保管場所整備済みの施設（プレハブ物置型） 

№ 施 設 名 サ イ ズ 整備年度 

1 東部コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

2 西部コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

3 南部コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 20年度 

4 北部コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

5 愛宕コミュニティセンター 4,420×2,630×2,380mm 平成 19年度 

6 万世コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

7 広幡コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

8 塩井コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

9 六郷コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

10 三沢コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

11 田沢コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

12 山上コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

13 旧上郷コミュニティセンター 4,420×2,630×2,380mm 平成 18年度 

14 南原コミュニティセンター 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

15 板谷集会所 民地につき設置不可（地区集会所内） 平成 25年度 

16 米沢市役所北側駐車場 4,420×2,210×2,375mm 平成 21年度 

17 米沢市立興譲小学校 敷地不足等の理由により設置不可 中部コミセン併用 

18 米沢市立東部小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

19 米沢市立西部小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 
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(2) 備蓄保管場所整備済みの施設（車庫併設型・社会教育課所管） 

 

 

 

 

 

 

５ 給水体制の整備 

(1) 給水体制 

 水道事業者等は、１人１日３ℓの水を確保することを目安に、地震被害想定調査等に示された上水道

断水率等を考慮し、耐震性を有する上水道運搬給水基地又は非常用水源からの拠点給水並びに給水車

等による運搬給水に必要な体制を整備する。 

 また、飲料水（ペットボトル等）の備蓄に努める。 

(2) ネットワーク化と情報の共有化 

 水道事業者は、給水に関する情報ネットワークを整備する等、情報の共有化に努める。 

(3) 給水拠点及びポイント 

 市では、災害時に備え、配水施設等の整備及び地下水源の保全を行っており、緊急時用水の確保に

努めている。 

 現在の給水拠点及びポイントは、次のとおりである。 

 

№ 施 設 名 サ イ ズ 整備年度 

20 米沢市立南部小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

21 米沢市立北部小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 26年度 

22 米沢市立愛宕小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 30年度 

23 米沢市立万世小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

24 米沢市立広幡小学校 敷地不足等の理由により設置不可 広幡コミセン併用 

25 米沢市立六郷小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

26 米沢市立塩井小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 26年度 

27 米沢市立窪田小学校 4,420×2,210×2,375mm 令和 3年度 

28 米沢市立三沢東部小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 25年度 

29 米沢市立三沢西部小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 25年度 

30 元米沢市立関根小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 27年度 

31 米沢市立上郷小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 27年度 

32 米沢市立南原小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 29年度 

33 元米沢市立関小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 28年度 

34 米沢市立松川小学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

35 米沢市立第一中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 30年度 

36 米沢市立第二中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

37 米沢市立第三中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 29年度 

38 米沢市立第四中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 31年度 

39 米沢市立第五中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 26年度 

40 米沢市立第六中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 28年度 

41 米沢市立第七中学校 4,420×2,210×2,375mm 平成 25年度 

№ 施 設 名 サ イ ズ 整備年度 

1 中部コミュニティセンター 3,000×2,250×2,500mm 平成 24年度 

2 松川コミュニティセンター 2,400×5,500×3,110mm 平成 23年度 

3 上郷コミュニティセンター 3,210×4,210×3,450mm 平成 31年度 

4 窪田コミュニティセンター 6,000×3,000×3,450mm 令和 3年度 
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＜給水拠点＞ 

施設名 所在地 配水量（ｍ３） 

笹野配水池 米沢市大字笹野町 15,500 

 

＜地下水源（緊急時用水）＞ 

施設名 所在地 配水量（ｍ３） 

広幡第１水源 米沢市広幡町成島 251 2,800 

 

＜給水ポイント（給水車、給水用ポリ袋等による飲料水の運搬）＞ 

施設名 所在地 給水対応地区 

興譲小学校 米沢市丸の内二丁目 1-18 中部地区 

東部小学校 米沢市東一丁目 6-102 東部地区 

西部小学校 米沢市直江町 5-34 西部地区 

南部小学校 米沢市門東町一丁目 2-31 南部地区 

北部小学校 米沢市中央七丁目 4-33 北部地区 

 

＜運搬給水用管路上応急給水栓及び直接給水用管路上応急給水栓＞ 

① 運搬給水用管路上応急給水栓 

場 所 所在地 

山形大学旧白楊寮跡前 米沢市城南五丁目 

丹工社塗装所前 米沢市立町 

セレモニーホール中田前 米沢市中田町 

 

② 直接給水用管路上応急給水栓 

場 所 所在地 

九里学園高等学校前 北東角路上 米沢市門東町一丁目 

米沢クリーンセンター 門扉北側歩道上 米沢市春日四丁目 
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第 19 節 文教施設における災害予防計画 

 

 

■関係部課局 

 教育委員会 

■関係機関 

 県、学校等 

 

 市教育委員会及び学校等施設の管理者等は、災害発生時において、学校の児童・生徒及び教職員等並び

に入館者・施設利用者及び施設職員等の安全を確保するとともに、施設及び収蔵物等を適切に保全するた

めに災害予防対策の推進を図る。 

１ 学校の災害予防対策 

(1) 学校安全計画の策定 

ア 策定 

 公立学校長は、県教育委員会が作成した「学校における危機管理の手引き：総論・学校安全編（平

成 22年 11月作成）」を参考とし、全ての教職員が学校安全の重要性を認識し、様々な取り組みを進

めることができるように、学校保健安全法第 27条で規定された安全教育、安全管理、安全に関する

組織活動を含む学校安全計画を策定・実施する。 

 また、県は、私立学校に対し、学校安全計画の策定について指導・助言する。 

イ 内容 

(ｱ) 安全教育に関する事項 

a 学年別・月別の関連教科等における安全に関する指導事項 

b 学年別・月別の指導事項 

(a) 特別活動における指導事項 

〇 学級（ホームルーム）活動における指導事項 

  （生活安全、交通安全、災害安全の内容についての題材名等） 

〇 学校行事（避難訓練、交通安全教室などの安全に関する行事）における指導事項 

〇 児童（生徒）会活動等での安全に関して予想される活動に関する指導事項 

(b) 課外における指導事項 

(c) 個別指導に関する事項 

c その他必要な事項 

(ｲ) 安全管理に関する事項 

a 対人管理の事項 

 学校生活の安全管理の事項 

b 対物管理の事項 

 学校環境の安全点検の事項 

(ｳ) 学校安全に関する組織活動の事項（研修含む） 

(2) 危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成 

 校長は、児童・生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険発生時において当

該学校の職員がとるべき措置の具体的な内容及び手順を定めた危険等発生時対処要領を作成する。 

(3) 学校安全委員会の設置 

 校長等は、学校安全計画に定められた事項等について、教職員の共通理解及び周知徹底を図るため、

学校安全委員会を設置する。 
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(4) 学校防災組織の編成等 

 校長は、学校防災組織の編成等にあたって、次の点に留意する。 

ア 学校防災組織の編成 

 災害発生時における教職員の役割分担を明確に定めておく。また、担当教職員が不在の場合の代

行措置も明確に定めておく。 

イ 教職員の緊急出勤体制 

 夜間、休日等の勤務時間外に災害が発生した場合に備え、事前に出勤体制を決め、教職員に周知

しておく。 

ウ 家庭との連絡 

 家庭訪問、保護者会等で、災害発生時の連絡先及び災害の規模や状況に応じた児童・生徒等の引

き渡しの基準等について、あらかじめ保護者と確認し徹底しておく。 

エ 施設、設備等の点検・整備 

(ｱ) 学校の施設、設備等については、定期的に安全点検を行い、危険個所、補修箇所等の補強・補

修を実施する。 

  特に、児童・生徒等の避難に際しての危険を防止するため、内壁・外壁の落下防止、窓ガラス

の飛散防止及び塀の倒壊防止等、必要な措置を講ずる。 

  また、防火扉、スプリンクラー等の設備の機能点検も、日頃から定期的に行っておく。 

(ｲ) 積雪時における避難路を確保するため、除雪を行うとともに、雪囲い用資材が倒れないように

しておく。 

オ 防災用具等の整備 

(ｱ) 医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ、メガホン及びロープ等必要な防災用具は、一定の場所に整備

し、教職員に周知しておく。 

(ｲ) 生徒名簿、部活動員名簿等を整備し、常に人員把握等ができるようにしておく。 

(5) 防災教育 

ア 校長は、児童・生徒等の発達段階に応じた内容・水準の防災教育を推進していくことにより、体

系的に学習できる体制を整備していく。 

 また、教職員に対しても、防災に関する研修等を行う。 

イ 市及び県は、学校と連携し、防災教育の推進を支援していく。 

(6) 防災訓練 

 校長は、児童・生徒及び教職員が災害発生時に安全かつ迅速に避難できるよう、防災訓練を計画的・

実践的に実施する。 

(7) 施設の耐震性の強化 

 学校施設は、児童生徒等が１日の大半を過ごす学習、生活の場であるばかりでなく、災害発生時に

は地域住民の避難場所の役割を果たすため、学校設置者は、校舎体育館等の施設について耐震診断を

実施するとともに、耐震性に問題がある建物については、十分な耐震強度の確保に努める。また、地

震に伴う電気、水道又はガスの供給停止並びに通信回線の途絶等が生じた場合も、教育活動等の早期

再開が可能となるように配慮する。 

２ 学校以外の文教施設及び文化財の災害予防対策 

 図書館、博物館及び体育施設等学校以外の文教施設は、学校と異なり不特定多数の者が利用する施設で

あることから、災害発生時にこれらの利用者を組織的に誘導し、避難させることが難しい。また、建築物

等の移動困難な文化財並びに貴重な美術品及び蔵書等を収蔵している施設の管理者は、これらの文化財を

災害による損傷・滅失から守る必要がある。 

これら施設の管理者は、このような事情を考慮して、次により災害予防対策を推進する。 
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(1) 防災計画の策定等 

 防災計画を策定するとともに、非常時の措置を定めたマニュアル等を整備し、訓練等を通じて職員

に周知しておく。 

(2) 自衛防災組織の編成 

 災害発生時における緊急活動に従事する自衛防災組織を編成し、あらかじめ職員の役割分担を定め

ておく。また、担当職員が不在の場合の代行措置を明確にしておく。 

(3) 避難体制の確立 

 災害発生時に、施設内の利用者等に状況を的確に伝達し、迅速・安全に施設外に避難させるため、

館内放送設備の充実に努めるとともに、避難経路の表示を増やす等の措置を講ずる。また、避難誘導

の手段及び方法について検討し、確立しておく。 

(4) 防災設備等の整備 

 施設、設備等については、基本的に学校に準じた安全対策をとる。また、文化財を保護するため、

次により防災設備等の整備を図る。 

ア 文化財としての価値や歴史的景観等を損なうことのないよう、その外観及び設置方法・設置場所

にも十分考慮して、自動火災報知設備、耐震性貯水槽、防火壁及び消防道路等の整備を促進する。 

イ 収蔵物を火災、浸水及び転倒等から守るため、消火装置や防火・防水扉を設置するとともに、展

示方法を工夫し、非常時の措置を定めておく。 
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第 20 節 要配慮者の安全確保計画 

 

 

■関係部課局 

 防災危機管理課、健康福祉部（社会福祉課、高齢福祉課） 

■関係機関 

 県、県警察、消防署、市消防団、コミュニティセンター、福祉関係機関（社会福祉施設、医療施設、

民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、介護保険事業者、在宅介護支援センター、障害者関係団体

等）、ＮＰＯ・ボランティア団体等、市民（自主防災組織、町内会）等 

 

 災害発生時に、自力避難等が困難な状況に置かれる高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、児童、妊産婦

及び外国人等のいわゆる要配慮者（以下、「要配慮者」という。）を適切に避難誘導し、被害を最小限にす

るため、市、防災関係機関、市社会福祉協議会、社会福祉施設、地域住民等が連携した支援体制の整備な

ど要配慮者の安全確保対策について定める。 

第１ 在宅の避難行動要支援者対策 

災害発生時に最も重要なことは、自らの身を守る「自助」であるが、その身体的特性等から「自助」が

困難な避難行動要支援者（以下、「要支援者」という。）については、周りの人々からの様々な支援が必要

である。 

東日本大震災を教訓とし、平成 25 年６月に改正された災害対策基本法においては、新たに避難行動要

支援者に係る名簿の作成を市町村に義務付けるなど、国として要支援者対策の強化が図られている。 

災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合、真に支援が必要な方へ適切な支援を公助、共助の

力で行うためには、市や警察署・消防署をはじめとする行政機関に加えて、町内会、自主防災組織、民生

委員・児童委員、コミュニティセンター、社会福祉協議会、消防団及び福祉事業者などの関係機関の十分

な連携による取り組みが重要である。 

このことから、災害時等における要支援者の安全と安心を確保するため、避難支援に係る関係機関の役

割、市及び地域等における平常時と災害時等の支援体制や連携方法、制度の普及促進方策などについて定

め、在宅の要支援者対策を推進する。 

１ 用語の定義 

(1) 避難行動要支援者の避難行動支援計画（全体計画） 

支援の対象となる避難行動要支援者についての考え方 （範囲）、 避難行動要支援者名簿の作成方

法等、支援に係る「自助」「共助」「公助」の役割分担、支援体制等について、地域の特性や実情に応

じて記述した計画であり、市防災計画の下位計画。 

(2) 要配慮者 

災害が発生した際に、必要となる情報を的確に把握し、災害から身を守るために安全な場所に避難

するなど、適切な防災行動をとることが困難な人や避難所での避難生活に一定の配慮及び支援が必

要な人を「要配慮者」といい、平成 25 年６月の災害対策基本法の一部改正で、具体的には高齢者、

障がい者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者（基本法第８条第２項第 15号） 

（その他の特に配慮を要する者とは、難病患者、妊産婦、外国人等が想定される。） 

(3) 避難行動要支援者（要支援者） 

要配慮者のうち、災害が発生し、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を図るため特に支援を必要とする者（基本法第 49条

の 10第 1項） 
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  (4) 避難支援等 

避難行動要支援者について避難の支援、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

災害から保護するために必要な措置 

(5) 避難支援等関係者 

消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の

実施に携わる関係者（基本法第 49条の 11第 2項） 

(6) 避難支援者 

事前に定められた個別避難計画に基づき、避難行動の支援を実施する者で、必ずしも災害対策基本

法で例示している避難支援等関係者に限定して考える必要はなく、地域に根差した幅広い団体の中

から地域の実情により決められた者（「避難行動要支援者の避難行動要支援に関する取組指針」） 

ただし、できる範囲での支援をお願いするものであり、避難行動要支援者の避難等に法的な責任や

義務を負うものではない。 

(7) 避難行動要支援者名簿 

避難行動要支援者について避難の支援、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（基本法第 49 条の 10 第 1 項

及び第 2項） 

２ 要配慮者対策の指針 

(1) 地域住民は、要配慮者への対応を他人事ではなく、自ら担うべき課題として行政との相互協力に

より解決するよう努める。 

(2) 地域住民は、要配慮者自らが避難行動能力の向上に努められるよう日頃から支援する。 

(3) 地域住民は、災害時の安全な避難誘導のために必要な人手の確保を日頃から手当てしておく。 

(4) 地域住民は、地域の実情に応じた必要な資機材を日頃より検討し準備する。 

３ 福祉のまちづくり 

地域ぐるみの支援体制づくりを実現するため、市域内の社会福祉施設、民間福祉団体、民生委員・児童

委員、各種相談員、社会福祉協議会相互の連携の充実に努める。 

併せて、高齢者や障がい者が道路、公園等の公共施設並びに商業施設、交通機関等において安全で快適

に利用できるよう指針を策定し、施設の改善、整備にあたっては関係方面に協力を求め、住み良く行動し

やすいまちづくりを推進する。 

４ 要支援者の安全対策 

(1) 要支援者支援体制の確立 

ア 地域コミュニティの形成等 

迅速な避難行動が困難な要支援者を災害から守るためには、地域社会の人々が互いに助け合う気

運が醸成されていることが必要であり、地域コミュニティの形成が要支援者の安全確保の基盤とな

る。 

このため、市は、地域の自主防災会・自治会等、消防団、社会福祉協議会、老人クラブ及び民間

ボランティア団体等による要支援者に対する声かけ運動、安否確認等の住民相互援助活動に対する

支援に努める。 

イ 要支援者情報の把握・共有 

ａ 市は、関係部局がそれぞれ把握している要支援者情報の共有に努めるとともに、自主防災会・

自治会等、消防団、民生委員・児童委員等福祉関係者等と幅広く連携を図り、要配慮者に対する
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支援のあり方や役割分担の調整に努める。ただし、個人情報に該当する部分については、基本法

第 49条の 10に則り、適切に取り扱う。 

ｂ 市は、災害の発生に備え「避難行動要支援者名簿」を作成し、平常時から関係部局、自主防災

会・自治会等、民生委員・児童委員等と名簿を共有し、災害時に活用できるように努める。 

ウ 計画の作成 

市は、災害発生時に要支援者の避難が円滑に行われるよう、要支援者支援の全体計画として「避

難行動要支援者避難支援計画」を作成するとともに、平常時から避難行動要支援者一人一人に対す

る「個別避難計画」を作成する。なお、「個別避難計画」の作成に当たっては、要支援者と避難支援

等関係者が入念に打合せを行うとともに、登録者の経年変化や支援内容等を適宜更新し実効性のあ

る計画を作成する。 

(2) 情報伝達、避難誘導体制の整備 

ア 情報伝達体制の整備 

市は、要支援者の特性に応じ、実効性のある情報伝達体制を整備する。 

この際、土砂災害警戒区域内や浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対しては、気象警報や避難

指示等の情報を、電話、ＦＡＸ、メール等により、直接施設の管理者等に伝達する体制を整備する。 

イ 避難支援者の明確化 

市は、自主防災会・自治会等の協力を得て、隣組長や民生委員・児童委員等の福祉関係者等と連

携し、個々の要支援者への情報伝達や避難誘導を支援する避難支援者の明確化を図る。 

ウ 情報伝達機器の整備、標識の整備等 

市及び福祉関係者等は、要配慮者の特性に応じた情報伝達機器の整備・導入を推進する。また、

市は、要配慮者からの情報伝達が迅速かつ円滑に行われるような体制を整備するとともに、外出中

の要配慮者の避難が容易となるよう、道路等の要所に避難所等への誘導標識等を設置するよう努め

る。 

エ 近隣住民等の共助意識 

市は、避難支援者、自主防災会・自治会等、民生委員・児童委員等が協力して、要支援者への情

報伝達、避難誘導を実施できるよう共助意識の向上に努める。 

５ 避難行動要支援者名簿の作成 

(1) 名簿作成の目的 

市内に居住する、要配慮者のうち、災害が発生し、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を図るため、特に支援を要する者

を把握し、避難行動要支援者の安否の確認及び生命又は身体を災害から保護するために必要な避難

支援等を実施するために「避難行動要支援者名簿」を作成する。（基本法第 49条の 10） 

(2) 避難行動要支援者名簿に掲載する対象者の範囲 

本計画における要支援者は、要配慮者のうち避難方法等について判断能力や身体能力を勘案し、次

に揚げる範囲の者で避難時に支援を希望する者とする。 

ただし、地域の避難支援等関係者の人数が限られていることから、社会福祉施設入所者や医療機関

に長期入院している患者については、支援対象者の所在が明確であり、当該施設関係者が支援するも

のであるため、「避難行動要支援者名簿」の対象は在宅者（一時的に入所、入院している者を含む）

のみとする。（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」） 

①介護保険法における要介護３～５の認定者 

②重度身体障がい者：身体障害者手帳１級から２級所持者 

③重度知的障がい者：療育手帳Ａ所持者 

④重度精神障がい者：精神障害者保健福祉手帳１級所持者 
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⑤障がい者総合支援法上のサービス給付を受けている難病患者、医療的ケア児・者 

⑥75歳以上の高齢者のみの世帯（単身世帯含む）の者 

⑦上記以外で避難支援を必要とする者で市長が認めた者 

なお、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものかについては、同居家族の有無

なども要件の一つになり得るものであるが、同居家族がいる場合であっても、時間帯等によって一人

となるケースや介護者が高齢者のみのケースなど、避難が困難な状況もあることから、同居家族がい

ることのみをもって要支援者から除外することは適切ではないことにも留意する。 

(3) 名簿作成に必要な個人情報の入手方法 

市は、基本法第 49条の 10に基づき、災害時等における要支援者の避難支援等を円滑に行うため、

健康福祉部が所有する情報を集約し、住民基本台帳の情報を加えて「避難行動要支援者名簿」を作成

する。 

なお、市が把握していない情報で名簿作成に必要があると認めるときは、避難行動要支援者本人や

家族、基本法に基づき山形県知事その他の者に対して情報提供を求めるものとする。 

(4) 「避難行動要支援者名簿」の作成・更新 

ア 「避難行動要支援者名簿」の作成及び更新の担当事務局は、社会福祉課とする。事務局は、庁内

関係課が所有する要支援者の要件に該当する者及び「避難行動要支援者名簿」への登録に同意を得

た者の情報を集約し、名簿を作成する。また、名簿に掲載する情報を有する担当課は、社会福祉課

に情報提供を行う。 

名簿には、基本法第 49条の 10第２項を基本として、以下の情報を掲載する。 

①宛名番号 

②氏名 

③生年月日又は年齢 

④性別 

⑤住所又は居所 

⑥電話番号その他の連絡先 

⑦避難支援等を必要とする事由 

⑧名簿提供同意の有無 

⑨町内会名 

⑩個別避難計画作成の有無 

⑪その他避難支援等の実施に必要な事項 

(5) 名簿の更新 

名簿は、年１回以上更新するものとする。 

ア 新たに本市に転入してきた要介護高齢者、障がい者等や、新たに介護認定や障害認定を受けた者

のうち、要支援者に該当する者を名簿に記載するよう準備するとともに、名簿に記載された者に対

して、平常時から名簿情報を提供することについての同意の確認を行う。 

イ 転居や死亡等により、要支援者の異動が住民登録の変更等により確認された場合は、名簿から削

除する。また、要支援者が病院への長期入院及び社会福祉施設等へ長期間の入所等をしたことを把

握した場合も名簿から削除する。 

ウ 上記ア、イ項の市の担当課で管理している基本情報以外の詳細情報等（登録希望者の詳細情報含

む。）については、要支援者からの変更届や避難支援等関係者からの情報提供により、更新を行う。 

(6) 名簿の保管 

名簿は電子データで作成し、防災危機管理課が管理するものとする。なお、名簿は、災害による電

源喪失やコンピュータの破損等を考慮し、紙媒体での情報も保管しておく。 
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(7) 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 

名簿の作成、管理、平常時並びに災害発生時における名簿の提供に際しては、個人情報保護法及び

米沢市個人情報保護条例の規定に基づき、適切な情報の管理を行うとともに、電子データの取扱いに

ついては米沢市情報セキュリティポリシーを遵守する。 

また、名簿の提供先についても、提供の原因となる災害における要支援者対策以外の用途に供する

ことのないよう、必要な措置を講じるものとする。 

６ 避難支援等関係者 

(1) 避難支援等関係者 

避難支援等関係者は、基本法において「消防機関、都道府県警察、民生委員法に定める民生委員、

社会福祉法に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関

係者」と規定されており、本市では次の者とする。 

①置賜広域行政事務組合消防本部 

②米沢市消防団 

③米沢警察署 

④民生委員・児童委員 

⑤コミュニティセンター 

⑥自主防災組織の長及び担当者※1 

⑦町内会長及び担当者※1 

⑧米沢市社会福祉協議会 

⑨地域包括支援センター 

⑩福祉専門職※2 

⑪福祉避難所協定施設（協定を締結している旅館ホテルを含む） 
※1 ⑥⑦の担当者とは、当該組織において防災や福祉に係る役員及び担当者とする。 

※2 介護支援専門員、相談支援専門員等 

(2) 避難支援者 

ア 避難支援者は、災害時等に要支援者の避難行動の支援を実施する者であるが、国から通知された

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」において、「避難支援等関係者に限定して考

える必要はなく、地域に根差した幅広い団体の中から、地域の実情により、避難支援者を決めるこ

と」及び「避難支援等関係者となりうる者をより多く確保するのに当たっては、年齢等にとらわれ

ず、地域住民の協力を幅広く得ること」と規定されている。 

市では、災害時等の場合に要支援者のもとへ駆け付け、避難支援ができる者とし、具体的には次

の者とする。 

①親族 

②近隣住民など町内会・自治会の構成員 

③自主防災組織の構成員 

④民生委員・児童委員 

⑤その他、避難支援が可能な者 

イ 避難支援等関係者の安全確保 

避難支援に当たっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を確保した

うえで、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行うものとする。 

ウ 避難支援等関係者の義務等 

避難支援はあくまで地域における助け合い・共助の活動であることから、避難支援等関係者には

必ず支援しなければならないという義務が課せられるものではなく、安全が第一であることを徹底

する。（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」） 
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エ その他 

前記、イ項ウ項をふまえ、避難行動要支援者に対し、避難支援等関係者は全力で避難支援等を実

施しようとするが、支援ができないこともあることを理解してもらうよう努める。 

(3) 避難支援者の選定 

避難支援者は、要支援者本人または本人の判断が困難な場合はその家族（以下「要支援者等」と

いう。）が、選定し依頼する。 

要支援者等による選定や依頼が困難な場合は、次のとおりとする。 

①要支援者等の意向を尊重したうえで、民生委員・児童委員、町内会及び自主防災組織な

ど地域の避難支援等関係者が、連携を図りながら調整に努める。 

②民生委員・児童委員、町内会・自治会及び自主防災組織など地域の避難支援等関係者間

で適任者を選定し、協力を依頼する。 

③この方策は原則であり、地域の状況に応じて変更可能とする。 

(4) 避難支援者の人数 

原則、要支援者一人につき複数人選定する。 

７ 要支援者の把握及び名簿情報の提供 

市は、災害時の犠牲者となりやすい要支援者の把握に努め、災害発生時に迅速な対応がとれるよう備え

る。 

在宅で介護を受けている要支援者についても、民生委員・児童委員、自主防災組織などの地域コミュニ

ティの協力を得て、常に最新の情報を把握する。 

なお、市は、取組指針及び支援指針に基づき、次の事項に留意し把握等を行う。 

(1) 要支援者の所在把握 

ア 市は、住民登録や福祉などの各担当部門が保有する情報から、事前に避難行動要支援者をリスト 

アップし、どのような避難行動要支援者がどこに住んでいるのかの所在情報を取りまとめる。 

また、平常時から避難行動要支援者と接している市の福祉部局、米沢市社会福祉協議会、民生委

員・児童委員、ケアマネージャー、介護職員等の福祉サービス提供者、障がい者団体・高齢者団体

等の福祉関係者との連携に努める。 

イ 市は、自主防災組織や、町内会・自治会等の地域コミュニティから積極的に連携・協力を得るな

ど、地域における共助の仕組を活かして所在把握を推進する。 

(2) 所在情報の管理 

ア 常に最新の情報を把握し、内容を更新の上、関係者で共有する体制を構築する。 

イ 災害時における関係機関の役割を踏まえ、避難行動要支援者情報の開示時期、開示先の対象機関、

開示範囲を定めておく。 

ウ 個人情報保護の観点から、データの漏洩防止等の適切な管理を行い、緊急時に必要最低限の情報

が取り出せるよう整備に努める。なお、災害による電源喪失やコンピュータの破損等を考慮し、紙

媒体での情報も保管しておく。 

(3) 避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

市は、同意書により、平常時からあらかじめ、支援者等関係者に名簿情報を提供することについて

同意した者の名簿情報を避難支援の実施に必要な限度で支援者等関係者に提供する。 

(4) 避難支援等関係者への平常時からの名簿提供に不同意であった者の名簿情報の提供 

市は、平常時からの支援等関係者への名簿情報の提供に同意しなかった者の名簿を作成し、災害が
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発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難支援のために名簿情報の提供が特に必

要であると市長が認めるときは、必要な限度で、支援等関係者に名簿情報を提供する。 

(5) 名簿情報の漏洩防止 

名簿情報には秘匿性の高い個人情報が含まれることから、名簿情報の提供を受けた者には秘密保

持義務が課されるほか、提供された名簿情報の漏洩を防止するため、以下のような措置を講ずるよう

指導する。 

ア 施錠可能な場所へ名簿を保管する。 

イ 名簿を必要以上に複製しない。 

ウ 団体である場合には、その団体内部で名簿を取扱う者を限定する。 

エ 使用後の名簿情報の廃棄・返却等を行う。 等 

なお、これらの措置は、平常時から名簿情報を保有しない者に対する災害発生時等の名簿情報の提

供についても同様とする。 

８ 個別避難計画の作成 

市は、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援が、迅速かつ適切に行えるよう、誰が、どのような支援

を行うのかを避難行動要支援者ごとに具体的に記載した個別避難計画が策定されるよう努める。 

個別避難計画の策定に当たっては、市は、実際に避難支援に携わる支援者等関係者と要支援者に関する

基本的な情報を共有した上で、これら関係者が中心となって、要支援者本人と避難場所、避難経路、避難

方法、情報伝達方法等について具体的に話し合いながら作成することを支援する。 

(1) 市は、地域の特性や実情を踏まえ、要支援者と支援者等関係者の具体的な打ち合わせを支援し、個

別計画の作成に努める。 

(2) 個別避難計画には、次の事項を記載するものとする。 

ア 名簿情報（氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必

要とする事由） 

イ 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る要支援者について避難

支援等を実施する者）の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

ウ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

エ 避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

(3) 平常時から要支援者と支援者等関係者が連携して、避難支援等の具体的な支援方法について打ち

合わせを行うよう努める。 

(4) 避難支援者等関係者（※６(1)参照）に、要支援者と実際に避難支援に携わる支援者の打ち合わせ

の調整役としてのコーディネーターとしての協力を求める。 

(5) 支援者等関係者、特に自主防災組織や自治会に、隣近所で声を掛け合うなど、日頃からのコミュニ

ケーションづくりに心がけるよう求める。 

(6) 個別支援計画の配付は、要支援者及び避難支援等関係者とし、個人情報の取扱いに配慮が必要とな

ることから、情報の有効活用及び個人情報の漏えい防止の視点から、次の点を説明し対応を求める。 

ア 災害時の適切な避難支援等を実施するため、必要に応じて情報の更新を行うこと。 

イ 情報の更新方法、時期について、事前に決めておくこと。 

ウ 情報の管理者（保有者）について、事前に決めておくこと。 

エ 情報の管理方法について、事前に決めておくこと。 

９ 個別避難計画作成の優先度の高い要支援者の範囲及び作成の進め方 

市は、個別避難計画の作成に当たっては、避難行動要支援者のうち、災害時に危険な区域内に住む計画

作成の優先度が高いと認められる者から、地域の実情を踏まえながら推進するものとする。 
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(1) 優先度の高い要支援者 

ア 土砂災害警戒区域（特別警戒区域）内に居住する者 

イ 災害発生時に孤立する可能性が高い区域内に居住する者 

 (2) 作成目標期間 

概ね５年以内 

(3) 作成の進め方 

  市は、避難支援等関係者の協力を得ながら、要支援者本人と相談の上作成する。 

10 個別避難計画の更新 

個別避難計画は、要支援者が災害時に迅速かつ適切な避難を行うための計画であるため、情報の更新を

定期的に行っていくことが重要である。具体的には、ハザードマップの見直しや更新、個別計画に変更が

生じた場合や本人等からの変更の申請があった場合は、その都度速やかに更新を行う。そのほかの場合は、

支援者等関係者の協力を得て更新に努める。 

11 支援体制の整備 

市は、取組指針や支援指針、手引きを参考とし、自主防災組織の育成及び指導を通じ、災害時における

情報伝達や救助、避難誘導等について、町内会・自治会等と連携し地域社会全体で要配慮者を支援するた

めの体制整備に努める。 

なお、体制づくりに当たっては、地域における生活者の多様な視点を反映させるため、要配慮者やその

家族、女性の積極的な参加が得られるよう努める。 

12 避難支援者の責任 

避難支援者は、あくまで善意と地域の支え合いの精神に基づき避難支援を行うものであり、避難支援等

関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前提となる。避難支援が必ずなされるこ

とを保証するものではなく、可能な範囲で行うもので、法的責任や義務を負うものではない。 

13 避難行動要支援者の移送 

市は、避難行動要支援者の身の安全が確認された後に、円滑に自宅や指定避難所から福祉避難所等へ移

送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努め

る。 

14 情報伝達、避難誘導体制の整備 

(1) 市は、要配慮者の特性に応じ、実効性のある情報伝達体制を整備する。 

(2) 避難支援等関係者が、名簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよ

う、高齢者等避難、避難指示の発令及び伝達に当たっては、高齢者や障がい者等にも分かりやすい

言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確に伝わるよう配慮するものとする。 

(3) 聴覚障がい者等への災害情報の伝達を効果的に行うための、緊急速報メールやＳＮＳ等の普及に

努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、自動消火装置及び火災報知器等の設置を推進する。 

(4) 避難支援者の明確化 

市は、町内会、自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員等福祉関係者等と連携し、個々の避難

行動要支援者への情報伝達や避難誘導を支援する避難支援者の明確化を図る。 
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(5) 標識の整備等 

市及び県は、要配慮者からの情報伝達が迅速かつ円滑に行われるような体制を整備するとともに、

外出中の要配慮者の避難が容易となるよう、道路等の要所に指定緊急避難場所への誘導標識等を設

置するよう努める。 

(6) 近隣住民等の役割 

市は、避難支援者、町内会、自主防災組織、民生委員・児童委員等が協力して、避難行動要支援者

への情報伝達、避難誘導を実施できるよう共助意識の向上に努める。 

15 相互協力体制の整備 

市は、米沢市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、介護支援専門員及び相談支援専門員等の福祉専門

職、障がい者団体・高齢者団体等の福祉関係者、避難行動要支援者の近隣住民（自主防災組織等）、ＮＰＯ・

ボランティア組織等との連携による避難行動要支援者に対する声かけ運動、安否確認等の住民相互援助活

動に対する相互協力体制を整備する。 

16 要配慮者に適した避難所等の確保 

市は、指定避難所を指定する際には、要配慮者の利用に配慮し、極力バリアフリー化された施設を選定

するよう努める。 

また、市は、要配慮者の中には避難所での生活が物理的に困難な者や、一般の被災者との共同生活が困

難な者が出てくることが想定されるため、要配慮者の特性等に配慮した福祉避難所の指定を推進する。 

17 防災教育、防災訓練の実施 

市及び県は、避難行動要支援者及び避難支援者に対して、次により防災教育及び防災訓練を実施するよ

う努める。 

ア 避難行動要支援者へのパンフレットの配布等による防災知識の普及 

イ 広報誌等による避難行動要支援者に関する支援の啓発、知識の普及等 

ウ 避難行動要支援者の避難訓練等を組み入れた防災訓練の実施 

18 その他留意事項 

市は、災害発生時に避難行動要支援者の避難が円滑に行われるよう次の事項に留意し、名簿及び個別避

難計画を作成する。 

ア 防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、地区防災計画や立地適正化計画を踏まえ、

災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作成すると

ともに、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象となる立地を限定し、住宅を安全な立

地に誘導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努める。 

イ 地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計画との

整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

努める。 

 

第２ 要配慮者利用施設等の避難行動要支援者対策 

水防法及び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では、過去の災害におい

て要配慮者が利用する施設で避難などが間に合わず多くの被害が発生した教訓から、浸水想定区域または

土砂災害警戒区域に位置し、防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成

及び訓練の実施状況を市に報告することが義務付けられている。 
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特に、寝たきりの高齢者や障がい者が多数入所している社会福祉施設等は、次の要支援者対策を推進す

るものとする。 

※  要配慮者利用施設における洪水時等の避難確保計画とは、要配慮者（高齢者や障がい者、子ども等）

の通所・入所施設や学校、病院等において、水害が発生するおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るための計画。 

１ 社会福祉施設等における要配慮者対策 

(1) 社会福祉施設等の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、次により施設における災害予防対策

を推進するとともに、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。 

ア 防災体制の整備 

(ｱ) 自衛消防組織の設置 

防火管理者の下に、施設の職員により構成する自衛消防組織を設置し、必要に応じて、情報

班、消火班、救出・救護班、安全指導班及び応急物資班等を置き、防災業務を担当させる。 

(ｲ) 職員動員体制の確立 

    災害発生時に職員を迅速に参集させるため、職員の緊急連絡体制及び初動態勢を整備する。

また、夜間における災害の発生等も考慮し、入（通）所者の状況及び建物の構造等を総合的に

勘案して、夜間における職員の配置体制を整備する。 

(ｳ) 情報連絡、応援体制の確立 

   消防機関等との非常通報装置（ホットライン）の設置に努めるほか、必要に応じて、消防機

関、県警察、医療機関及び近隣施設等との連絡会議を設置や、災害時の施設利用者の受入れに

関する事前の取り決めなどにより、災害発生時の救助・協力体制の整備に努める。なお、その

内容を、県に情報提供するよう努める。 

   また、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア及び近隣施設等から、災害発生時における施設入所

者の避難等について応援が得られるよう、普段から協力関係の構築に努める。 

イ 社会福祉施設相互間の応援協力体制の確立 

  近隣施設との相互応援協力体制を整え、日頃から受入れ可能な余裕スペースの確認に努める。 

ウ 防災教育、防災訓練の実施 

  職員及び入（通）所者に対し、日頃から防災意識の啓発に努めるとともに、地域の自主防災組織、

消防機関等の協力、参加を得て、自力避難困難者の避難誘導や救出・救護訓練等を重点とした防災

訓練を実施するよう努める。 

また、被災状況等により、施設に長くとどまれないなどのため、入（通）所者の避難誘導の対応 

に加え、必要に応じあらかじめ保護者等との間で災害の規模や状況によって引渡しの基準や条件を

詳細に決めておく。 

エ 施設、設備等の安全性強化 

建築基準法による新耐震基準施行（昭和 56年）以前の施設について耐震診断を実施し、必要に応

じて計画的な改修に努める。 

また、日頃から、備品等の落下・転倒防止措置、危険物の安全点検等を行うとともに、施設、設

備等の安全性の強化・維持に努める。 

オ 食料等の備蓄 

社会福祉施設等の管理者は、地震災害に備えて、最低３日間、推奨１週間分の食料・飲料水、慢

性疾患用医薬品、高齢者・障がい者用仮設トイレ、避難用テント、福祉用具及び避難生活用具等を

備蓄するとともに、必要に応じて井戸、耐震性貯水槽及び備蓄用倉庫、非常用電源設備等の整備に

努める。 

カ 要配慮者の受入体制の整備 

災害時に要配慮者を緊急に受け入れられる体制の整備に努める。 
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 (2) 市及び県は、次により社会福祉施設における災害予防対策を支援する。 

ア 社会福祉施設相互間の応援協力体制の確立 

 災害発生時における緊急入所並びに社会福祉施設等の被災に伴う転所等に備えるため、施設相互

間のネットワークの形成に努める。 

イ 防災教育、防災訓練への支援 

 社会福祉施設等の管理者が実施する防災教育、防災訓練の支援に努める。 

ウ 要配慮者の受入体制の整備 

     社会福祉施設等が要配慮者を緊急に受け入れた場合に支援する体制の整備を図る。 

２ ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）の体制整備 

県は、被災市町村から派遣要請を受けた場合、避難所の高齢者、障がい者等の生活機能の低下の防止の

ため、ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）を派遣することができるよう、組織の構築や派遣のための研修実

施など体制整備を行う。 

３ 外国人の安全確保対策 

(1) 情報伝達、避難誘導体制の整備 

国境を越えた社会経済活動が拡大し、在日外国人、訪日外国人が増加している。 

市及び県は、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人

と、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを踏

まえ、以下により在日外国人、訪日外国人のそれぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や、

円滑な避難誘導体制の構築に努める。 

(2) 防災教育、防災訓練の実施 

 市及び県は、国際交流関係団体、ＮＰＯ・ボランティアの協力を得て、日本語の理解が十分でない

外国人のために、多様な言語で記述した防災に関するパンフレット等を作成・配布する等、外国人に

対する防災知識の普及に努める。 

 また、防災訓練の実施に際しては、外国人の参加を呼びかける。 

(3) 案内標示板等の整備 

 近年、グローバル化が進む中で、言語に依存せず情報を伝えることが可能なピクトグラムの重要性

が高まっていることから、平成 25年の災害対策基本法改正に伴い、内閣府より「災害種別図記号によ

る避難場所表示の標準化の取組」が公表されている。 

市は、避難場所や避難経路の標示等、災害に関する案内板等について、これまでの多言語の併記標

示を改め、ピクトグラムを用いた案内板等の設置に努める。 

(4) 災害ボランティアの養成 

 市及び県は、外国人を対象とした専門の災害ボランティアを養成し、派遣体制を整備するとともに、

隣接県との相互派遣を推進するためのネットワークの構築を図る。 
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第 21 節 帰宅困難者対応計画 

 

■関係部課局 

 市民環境部、教育委員会 

■関係機関 

 市民（自主防災組織、町内会）、各種施設管理者及び企業（防火管理者、危険物取扱者、病院・福祉施

設、ホテル、大規模小売店舗等）、交通関係機関等 

 

 災害時には通勤や通学、出張、買物、旅行等の理由などで、一時的に市内にとどまることを余儀なくさ

れる人々が帰宅困難者として発生することが予想される。市は、これら帰宅困難者に対し、防災関係機関、

事業所等と連携して各種の対策を講ずる。 

１ 災害情報の提供及び事前対策の普及啓発 

 市及び防災関係機関は、開設した指定緊急避難場所や指定避難所等に関する情報や、鉄道等の交通機関

の運行状況や復旧予定に関する情報を、駅や交番における張り紙、放送機関からの放送等により、迅速に

情報提供できる体制の整備を図るよう努める。 

 また、帰宅が困難となった場合や、家族の無事が確認できた人については、しばらく待機あるいは翌日

まで帰宅を待つなど、無理に帰宅せず勤務している各事業所等にとどまり、事業所であれば災害時の行動

指針に従って情報収集に当たるなど、防災活動の一翼を担いながら、帰宅への道の復旧を待つよう指導す

る。 

２ 事業所における帰宅困難者対策の推進 

 災害発生当日に帰宅することが困難な者等は、事業所等に留まり事態の推移をうかがう等の行動が予想

されることから、事業所等においては、一定期間従業員が滞在できるよう、水、食料、毛布、災害用トイ

レなどの備蓄に努める。 

 また、従業員が外出中に災害が発生した場合には、無理に帰社せず、一時待機したり自宅に近い場合に

は帰宅したりする等の行動ルールをあらかじめ事業継続計画などに明確化するように努める。 

３ 学校における帰宅困難者対策の推進 

 学校防災マニュアルを策定し児童・生徒及び教職員等の安全確保を図る。 

４ 駅やバスターミナルなど交通施設における帰宅困難者対策の推進 

 災害が発生した場合、帰宅しようとする人が駅舎やバスターミナル等へ集まり混乱した事態の発生が予

測されるため、交通関係機関は、施設の安全対策を推進するとともに、これら帰宅困難者への一時的な待

機スペースの提供など適切な対応に努める。 

５ 観光等での来訪者における帰宅困難者対策の推進 

 市内に旅行や出張等で訪れているときに災害に遭遇して帰宅が困難になった帰宅困難者については、市

民同様、近隣の指定避難所において受入できるよう検討する。 

 なお、通信や交通機関が復旧し、帰宅が可能になった時は、速やかに情報の周知に努める。 

 外国人の帰宅困難者については、言葉によるコミュニケーションギャップが大きいことから、孤立によ

るストレスが大きくなることが考えられるため、国内旅行者以上に配慮した対策を検討する。 
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第 22 節 積雪期の震災予防計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、企画調整部、建設部 

■関係機関 

 国、県、警察署、消防機関、スキー場施設管理者 

 

 積雪期の地震は、他の季節に発生する地震に比べより大きな被害を及ぼすことが予想されることから、

積雪期の地震被害を軽減するため、市及び各関係機関が実施する総合的な雪対策について定める。 

１ 克雪対策 

(1) 道路の雪対策 

ア 道路除排雪体制の強化 

(ｱ) 一般国道、県道、市町村道及び高速自動車道の各道路管理者は、相互に連携し除排雪を強力に

推進する。 

(ｲ) 市、県及び国は、除雪区間の伸長と除雪水準の向上を図るため、除雪機械の増強を推進する。 

イ 積雪寒冷地に適した道路整備 

(ｱ) 市、県及び国は、冬期交通確保のため、堆雪スペースを備えた広幅員道路やバイパスの整備を

推進する。 

(ｲ) 市、県及び国は、雪崩等による交通遮断を防止するため、スノーシェッド、雪崩対策施設及び

防雪柵等の道路防雪施設の整備を推進する。 

(2) 除排雪施設等の整備 

 市は、道路、家屋及び家屋周辺の除排雪を推進するため、流雪溝等の除排雪施設や地域住民による

除排雪活動に必要な除雪機械等の整備を推進する。 

(3) 雪崩防止対策の推進 

 市、県及び国は、雪崩から市民の生命・財産を守るため、雪崩防止保安林及び雪崩防止施設の維持

管理、雪崩防止林の造成及び雪崩防止施設の整備を推進する。 

(4) 住宅除雪体制の整備 

ア 克雪住宅の普及等 

 市及び県は、屋根雪荷重による地震発生時の家屋倒壊を防止するため、克雪住宅の普及を促進す

る。また、市は、こまめな雪下ろしの励行等の広報活動を積極的に行う。 

イ 要配慮者世帯に対する助成等 

 市は、自力による屋根雪処理が困難な要配慮者世帯の除雪負担を軽減するため、除雪費用に対す

る助成制度を推進する。 

 市は、県及び関係機関と連携し、地域の助け合いやボランティアを活用した支援体制の確立を図

るとともに、安全な雪下ろしの普及啓発やボランティア保険の加入を促進するなど、ボランティア

活動の安全性を確保する。 

(5) 消防水利の整備 

 市は、積雪の多い地域において多段式消火栓の整備を推進するとともに、消火栓周囲の除排雪に努

める。 
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２ 緊急活動対策 

(1) 緊急輸送道路の確保 

 市、県及び国の各道路管理者は、相互に協議して、積雪期の地震の初動活動に必要な緊急輸送道路

を設定し、優先的に道路除排雪を行うとともに、積雪寒冷地に適した道路整備を推進する。 

(2) 通信手段の確保 

 市は、積雪期の災害による通信途絶に備え、通信施設・設備の耐震化を推進するととも      

に、孤立するおそれのある山間地域集落に対して、孤立防止衛星携帯電話を配備し、通信手段を確保

する。また、地域住民による情報収集、伝達方法等の体制の確立を図るよう努める。 

(3) 雪上交通手段等の確保 

 積雪期の初動活動では、道路交通の確保が困難となることが予想されるため、市は、雪上車やスノ

ーモービル等の確保に努める。 

(4) 避難所の整備 

 ア 集落単位での避難所の整備 

山間豪雪地においては、集落間の交通が途絶する可能性があり、救助活動の遅延も予想される 

ので、市は、集落センター等の避難所の耐震性を強化するとともに、食料及び救助資機材等の整

備に努める。 

また、臨時ヘリポートの整備等、ヘリコプターによる航空輸送体制の整備に努める。 

イ 避難所の寒冷対策 

市は、積雪寒冷期の使用をも考慮して避難所を指定するとともに、その運営に当たっては特に 

被災者の寒冷対策に留意し、避難所で使用する暖房設備、燃料及び携帯暖房品等の整備、備蓄に

努める。 

(5) 積雪期用資機材の整備 

 市は、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダ

ンプ、スコップ及び救出用スノーボート等）の整備に努める。 

３ スキー客対策 

 多数のスキー客が集中するスキー場で大規模な地震が発生した場合、リフト、ゴンドラ施設及びロッジ

等の損壊並びに雪崩の発生等により、多数のスキー客が被災することが懸念される。 

 このため、スキー場施設管理者は、大規模地震が発生した場合のリフト、ゴンドラ利用者等の安全確保

やスキー客の一時避難対策等が的確に行えるよう、夜間営業時をも考慮した体制を整備する。市は、スキ

ー客の救助や避難所への誘導等についての対応を確立する。 

４ 総合的雪対策 

 県は、雪対策の総合的かつ長期的推進を図るため、「山形県雪対策基本計画」及び「山形県雪対策アクシ

ョンプラン」に基づき、市町村及び関係機関と相互に協力し、より実効性のある雪対策の確立と雪による

障害の解消に努める。 
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第 23 節 業務継続計画 

 

 

■関係部課局 

 市民環境部、産業部 

■関係機関 

 事業所、商工会議所 

 

 市及び事業者は、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続を確保するため、

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定に努める。 

（ＢＣＰ…Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ） 

１ 業務継続計画の概要 

 業務継続計画（ＢＣＰ）とは、災害発生時に短時間で重要な機能を再開し、業務を継続するために事前

に準備しておく対応方針を計画として策定するものであり災害に即応した要員の確保、迅速な安否確認、

バックアップシステムやオフィスの確保などを規定する。 

２ 本市の業務継続計画 

 市は、平常時から災害に備えて救出体制や災害医療体制の整備などを行い、災害が発生した場合に、市

民の生命、財産を守ることを目的に、救助、救出や救護などの応急活動を迅速に実施するため、地域防災

計画を策定している。 

 このような災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一定のレベル

を確保するとともに、全ての業務が早期に再開できるよう、災害時においても市の各部局の機能を維持し、

被害の影響を最小限にとどめる業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、迅速な復旧体制を構築する。 

 今後、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・

点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の改訂などを行う。 

 詳しくは「資料編」の「米沢市業務継続計画【ＢＣＰ】」を参照のこと。 

３ 事業者の事業（業務）継続計画 

 事業者は、事業活動に対する被害の最小化と事業活動の継続を図り、製造やサービス等の事業活動を早

期に復旧するため、事業（業務）継続計画（ＢＣＰ）の策定に努める。 

 災害に備えることにより、地震が発生しても事業の継続と迅速な復旧が図られるとともに、顧客や従業

員の安全が確保される。また、地域貢献・地域との共生を通じて事業所の所在する地域の早期復興にもつ

ながる。 

 このため、市及び県は、事業者団体等を通じて、事業者が事業（業務）継続計画（ＢＣＰ）の策定が促

進されるよう普及啓発を図るとともに実効性の高い方策が盛り込まれるよう計画策定への支援を行う。ま

た、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、防災訓練への積極的参加を呼びかけ、防災に関するア

ドバイスを行う。 
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第２章 震災応急計画 

第１節 災害対策本部 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、自衛隊、指定地方行政機関、指定地方公共機関、指定公共機関、米沢市社会福祉協議会 

 

 市長は、基本法第 23条の２の規定に基づき、以下の状況に該当し、必要があると認めるときは、災害対

策本部を設置し、配備基準に応じて各班の担当職員を配備する。 

１ 災害対策本部の設置基準等 

(1) 災害対策本部の設置 

 市長は、次の基準により米沢市災害対策本部を設置する。 

ア 市内で震度５強以上の地震が観測されたとき 

イ 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 

ウ 市長が特に必要と認めたとき 

 (2) 市長の職務代理者 

 応急対策における市長の固有事務において、市長が不在又は連絡が取れない場合、次の順序で職務

を代理する。（米沢市長の職務代理者等に関する規則第１条）。 

第１順位  副市長 

第２順位  総務部長 

(2)  災害対策本部の設置場所 

災害対策本部（本部室）は、市庁舎に設置する。 

災害対策本部（本部員会議室）  庁議室 

〃  （応急対策室）   ３０３会議室 

ただし、市庁舎が建物損壊等により機能を全うできないときは、市長（本部長）の判断により、状

況に応じ、次の施設に災害対策本部を設置する。 

第１順位  すこやかセンター（米沢市西大通一丁目５－６０） 

(4) 災害対策本部の組織及び所掌事務 

  災害対策本部の組織及び部の所掌事務は、「米沢市災害対策本部運営規程」及び「災害時職員行動

マニュアル」に定めるところによる。 

(5) 災害対策本部の廃止 

 市長は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、若しくは災害発生後における応急措

置が完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止する。 

(6) 災害対策本部の設置及び廃止の県等への報告 

 市長は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちにその旨を県（防災危機管理課）へ報告す

るとともに、県警察及び消防機関等に通報する。 

災害対策本部を設置したときは、本部室前に「米沢市災害対策本部」等の標識を掲示する（廃止す

る場合は撤去）。 
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(7) 災害救助法が適用された場合の体制 

 市長は、当該市町村に災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて、災害救助法に基づく

救助事務を執行する。 

＜災害対策本部設置（又は廃止）の通知先及び方法＞ 

通知･公表先 通知及び公表の方法 

本部員・班員 庁内放送、一般電話、電子メール、ホームページ等 

関係機関 一般電話、ＦＡＸ、電子メール、ホームページ等 

報道機関 一般電話、ＦＡＸ、電子メール、ホームページ等 

市 民 等 報道機関、広報紙、ＳＮＳ、ホームページ等 

２ 本部員会議 

(1) 招集 

本部長は、災害対策に関する重要事項等の協議を行うため、本部員会議を招集する。この場合、意

見聴取・連絡調整のため、必要に応じ関係機関や外部の専門家等の出席を求めることができる。 

(2) 協議事項 

 本部員会議の所掌事務等（米沢市災害対策本部運営規程第２条） 

ア 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること 

イ 被害状況の調査及び報告に関すること 

ウ 水防、消防その他緊急措置に関すること 

エ 災害救助その他民生安定に関すること 

オ 災害時の衛生対策に関すること 

カ 災害時の応急の教育に関すること 

キ 災害時の飲料水の供給に関すること 

ク 災害時の輸送対策に関すること 

ケ 災害応急復旧に関すること 

コ その他災害応急対策に関すること 

(2) 構成 

 本部員会議は、本部長、副本部長、及び本部員を持って構成する。 

本 部 長 市 長 

副本部長  副市長 

本 部 員 

教育長、病院事業管理者、総務部長、企画調整部長、市民環境部長、健康福祉部

長、産業部長、建設部長、市立病院事務局長、会計管理者、上下水道部長、教育

管理部長、教育指導部長、議会事務局長、置賜広域行政事務組合消防本部米沢消

防署長 

３ 職員の動員配備体制 

 災害対策本部が設置される以前の状態においては、状態に応じ副市長を本部長、総務部長を副本部長と

する災害警戒本部を設置し震災に備える。災害警戒本部の配備等については、次のとおりとする。 

(1) 災害警戒本部 第１配備体制 

動員基準 

1 震度４の地震が観測されたとき 

2 気象警報が発表されたとき 

3 吾妻山の噴火警戒レベルが２になったとき 

動員職員 
防災危機管理課、土木課、森林農村整備課（動員基準１のみ）のあらかじめ

定める職員 
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体 制 【設置場所】防災危機管理課 

活動の内容 

災害時職員行動マニュアルによる 

・被害情報等の収集活動を行う。 

・県への被害報告 

・所管施設の被害情報等の収集・報告活動を行う。 

・警戒パトロールの実施 

配備の解除 
・災害の発生の危険がなくなったと判断したとき 

・災害警戒本部第２配備への移行又は災害対策本部が設置されたとき 

 

(2) 災害警戒本部 第２配備体制 

動員基準 

1 土砂災害警戒情報が発表されたとき 

2 市内の水位観測所の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見

込まれるとき 

3 吾妻山の噴火警戒レベルが３になったとき 

動員職員 

(1) 副市長 

(2) 災害警戒本部の本部員 

(3) 総務課、政策企画課、秘書広報課、環境生活課、防災危機管理課、社会

福祉課、高齢福祉課、観光課、農政課、森林農村整備課、土木課、都市

計画課、建築住宅課、教育総務課、社会教育課、スポーツ課、学校教育

課のあらかじめ定める職員 

(4) 本部員の指示する職員 

体 制 

【設置場所】市庁舎（庁議室） 

【組織体制】 

本 部 長：副市長 

副本部長：総務部長 

本 部 員：教育長、病院事業管理者、総務部長、企画調整部長、市民環

境部長、健康福祉部長、産業部長、建設部長、市立病院事務

局長、会計管理者、上下水道部長、教育管理部長、教育指導

部長、議会事務局長、置賜広域行政事務組合消防本部米沢消

防署長 

活動の内容 

災害時職員行動マニュアルによる 

【事務局】・被害情報等の収集活動を行う。 

・県への被害報告 

・報道機関への対応 

・災害警戒本部会議の開催 

※市長へ報告 

【関係課】・所管施設の被害情報等の収集・報告活動を行う。 

・警戒パトロールの実施 

・市民への広報活動 

配備の解除 
・災害の発生の危険がなくなったと判断したとき 

・災害警戒本部第３配備への移行又は災害対策本部が設置されたとき 

 

(3) 災害警戒本部 第３配備体制 

動員基準 

1 震度５弱の地震が観測されたとき 

2 台風接近時（東北地方）に気象警報が発表されたとき 

3 吾妻山の噴火警戒レベルが４になったとき 

4 災害が発生するおそれがあるとき 

動員職員 (1) 副市長 
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(2) 災害警戒本部の本部員 

(3) 総務課、財政課、政策企画課、秘書広報課、環境生活課、防災危機管理

課、社会福祉課、子育て支援課、子ども家庭課、健康課、高齢福祉課、

商工課、観光課、農政課、森林農村整備課、土木課、都市計画課、建築

住宅課、会計課、業務課、水道課、下水道課、市病総務課、市病医事課、

教育総務課、文化課、社会教育課、スポーツ課、学校教育課のあらかじ

め定める職員 

(4) 本部員の指示する職員 

体 制 

【設置場所】市庁舎（庁議室） 

【組織体制】 

本 部 長：副市長 

副本部長：総務部長 

本 部 員：教育長、病院事業管理者、総務部長、企画調整部長、市民環

境部長、健康福祉部長、産業部長、建設部長、市立病院事務

局長、会計管理者、上下水道部長、教育管理部長、教育指導

部長、議会事務局長、置賜広域行政事務組合消防本部米沢消

防署長 

活動の内容 

災害時職員行動マニュアルによる 

【事務局】・被害情報等の収集活動を行う。 

・県への被害報告 

・報道機関への対応 

・災害警戒本部会議の開催 

※市長へ報告 

【関係課】・所管施設の被害等の収集・報告活動を行う。 

・警戒パトロールの実施 

・市民への広報活動 

配備の解除 
・災害の発生の危険がなくなったと判断したとき 

・災害対策本部を設置されたとき 

 

(4) 災害対策本部の職員配備体制 

災害対策本部が設置されたときの配備は次のとおりとし、米沢市災害対策本部運営規程に定める

事務を行う。 

動員基準 

1 震度５強以上の地震が観測されたとき 

2 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 

  ・市内の水位観測所の水位が避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき 

3 市長が特に必要と認めたとき 

  ・大雪警報が発表された場合、又は積雪深が 150cm を超える恐れがあ

る場合のいずれかに該当し、積雪による交通機関の混乱、建物の倒

壊、農林業への被害等、市民生活に大きな影響を及ぼすと判断した場

合等 

動員職員 
地震時は、全職員 

※風水害時は市長、副市長、災害対策本部員及び本部員の指示する職員 

体 制 

【設置場所】市庁舎（庁議室） 

【組織体制】 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長 



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

128 

本 部 員：教育長、病院事業管理者、総務部長、企画調整部長、市民環

境部長、健康福祉部長、産業部長、建設部長、市立病院事務

局長、会計管理者、上下水道部長、教育管理部長、教育指導

部長、議会事務局長、置賜広域行政事務組合消防本部米沢消

防署長 

連絡室長：市民環境部長 

副 室 長：防災危機管理課長 

連 絡 員：関係課の課長補佐 

活動の内容 

災害時職員行動マニュアルによる 

【事務局】・被害・避難情報等の収集活動を行う。 

・県への被害報告 

・職員の登庁・安否確認、職員体制の整備 

・災害対策本部会議の開催 

【全課で災害対応の実施】 

・所管施設の被害情報等の収集活動を行う。 

・各課等の職員の登庁・安否の確認 

・各職員登庁時の被害情報の取りまとめ 

・災害応急対応の実施 

・上記情報の事務局への報告 

配備の解除 
・災害の発生の危険がなくなったと判断したとき 

・市長が認めたとき 

４ 職員動員の方法 

(1) 勤務時間中 

ア 職員動員の伝達は、庁内放送及び緊急連絡網等により、総務部総務課長が行い、あらかじめ指定

した職員（以下「指定職員」という。）を迅速に招集し、災害対策業務に従事させる。 

イ 来庁者がいる場合は、安全な場所に避難させる。 

ウ 職員の家族等が被災した場合は、上司に報告し、指示を受ける。 

エ 庁舎外で勤務中（出張、会議等）の場合は、所属の職場と連絡をとり、上司の指示を受ける。

職場と連絡が取れない場合は直ちに帰庁する。 

また、市主催の会議・イベント時は、参加者を安全な場所に避難させるなどして周囲の安全確保

に協力するとともに、上司に連絡して指示を受ける 

(2) 勤務時間外 

ア 指定職員は、勤務時間外に災害の発生を覚知したとき、防災危機管理課担当職員からの情報、テ

レビ、ラジオ等から気象等に関する注意報・警報等の情報を得たときは、当該情報の内容に応じて、

配備基準に従い、所属長の指示を待つことなく速やかに登庁する。 

イ 市内に震度５強以上の地震が観測されたときは、全職員が自主的に出勤する。 

※「災害時職員行動マニュアル（参集編）」による。 

５ 災害対策本部設置時の留意点 

(1) 災害対策本部においては、市職員及び各応援要請による対策業務従事者等の健康状態を把握し、

随時事務を交代させるなどして、職員等の健康を損なうことのないよう留意する。 

(2) 自ら又は家族が被災した職員は、その旨を所属長に連絡するとともに、家族の避難及び病院への

収容等必要な措置をとった後に登庁する。 

(3) 交通の混乱・途絶等により登庁できない職員は、所属長に連絡をとりその後の指示を受ける。 
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(4) 居住地周辺において、倒壊家屋からの救出活動や初期消火活動が実施されている場合は、状況判

断のうえ必要に応じて当該活動に参加し、その旨を所属長に連絡する。 

ただし、災害対策本部に従事する職員（本部員、事務局員、応急対策であらかじめ定められた職

員等）は、参集することを最優先として状況を判断する。 

６ 災害対策本部における職員応援 

(1) 本部 

ア 災害応急対策の実施にあたって人員が不足する部局等は、他の部局等から応援を受ける。 

イ 市の組織全体をもってしてもなお人員が不足する場合は、「大規模災害時の山形県市町村広域相

互応援に関する協定」を締結している被災していない市町村に対し職員の派遣を要請し、応援を受

ける。なお、被害が広域的かつ甚大であると判断される場合は、市独自て協定を締結している他県

の市町村に応援を求めることができるほか、県を通じて他県からの応援の調整を依頼する。 

(2) 退職者等の人材確保 

発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含む。）や

民間の人材の確保方策をあらかじめ整え、協力を求める。 

７ 大規模災害時における市の行政機能の確保状況の把握及び県への報告 

(1)   市は、大規模災害により被災した場合、自らの行政機能の確保状況を的確に把握するため、①ト

ップマネジメントは機能しているか、②人的体制（マンパワー）は充足しているか、③物的環境（庁

舎施設等）は整っているかの３点を把握し、県に報告する。 

(2)  具体的には、平成 29年総務省通知に基づき、震度６弱以上の地震を観測した全ての市町村（以下

「報告対象市町村※１」という。）において、上記①～③の事項について、市町村行政機能チェック

リスト（「以下「チェックリスト」という。）に必要事項を記入し、県防災危機管理課※２に原則とし

てＦＡＸ※３により報告する。 

※１ 地震以外の災害又は震度６弱未満の地震により被災した市町村であっても、都道府県又は総

務省から必要に応じて報告を求める場合があること。 

※２ 被災状況等により都道府県の担当部署に連絡がとれない場合には、総務省自治行政局市町村

課に直接報告する。 

※３ ＦＡＸ以外の通信手段（県防災情報システム等）を使用する場合には、県との間であらかじめ

通信手段を定めておく。また、被災状況等によりＦＡＸを使用できない場合には、使用可能な通

信手段（電話等を含む。）を使用する。 

(3)  被害状況、災害対策本部設置などの対応状況については、災害発生直後から、都道府県・消防庁

に「災害概況報※４」により逐次報告することとされているところ、チェックリストの第１報につい

ては、上記報告後、可能な限り速やかに（原則として発災後 12 時間以内）報告する。 

(4)  第２報以降は、既に報告した内容に異動が生じた場合に速やかに提出する。特に、行政機能が極

度に低下している又は低下のおそれのある場合には、第２報以降も県と緊密に連絡を取る。 

※４ 「火災・災害等即報要領」（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号）に基づき一定基準

以上の災害が発生した場合に、当該災害が発生した地域の属する市町村・都道府県から提出する

こととなっているものを指す。 
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８ 災害緊急事態の布告及び緊急災害対策本部の設置等 

(1) 災害緊急事態の布告 

内閣総理大臣は、収集された情報により、国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼす異常かつ

激甚な非常災害が発生しており、当該災害に係る災害応急対策を推進し、国の経済の秩序を維持し、

その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の必要があると認めるときは、直ちに災害緊急

事態の布告及び緊急災害対策本部の設置（既に設置されている場合を除く。）を行う。 

(2) 災害緊急事態への対処 

内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告があったときは、政府が一体となって、災害応急対策を推進

し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため、速やかに必要な閣

議請議等の所要の手続を行い、災害緊急事態への対処に関する基本的な方針（以下「対処基本方針」

という。）を定める。 

内閣総理大臣は、災害緊急事態への対処に当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政

各部を指揮監督する。 

＜内閣総理大臣が布告に基づき指揮監督する応急対策活動＞ 

ア ライフライン施設に関する応急対策活動 

イ 救助・救急活動 

ウ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣 

エ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣 

オ 広域後方医療活動 

カ 緊急輸送活動 

キ 資機材の調達 

ク 広域避難収容活動 

ケ 調達、供給活動 

コ 防疫活動 

サ 消防機関による応援 

シ 交通規制 

内閣総理大臣は、災害緊急事態の布告があったときは、社会的・経済的混乱を抑制するため、国民

に対し、必要な範囲において、生活必需品等国民生活との関連性が高い物資又は燃料等国民経済上重

要な物資をみだりに購入しないこと等必要な協力を求めることとし、協力を求められた国民は、これ

に応ずるよう努める。 

(3) 災害緊急事態の布告 

県は、国が現地において、現状の把握、被災地のニーズ等の情報共有を行うために開催する連絡会

議及び、調整困難な災害対応、進捗が遅れている災害対応等における関係者間の役割分担、対応方針

等の調整を行うため開催する調整会議において、自らの対応状況や被災市町村等を通じて把握した被

災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を行うよう努める。 

９ 業務継続性の確保 

市、県及び防災関係機関は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、

災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対

応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものと

する。 

また、市、県及び防災関係機関は，自ら保有するコンピュータシステムやデータのバックアップ対策

を講じるとともに，企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを促進する。 
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加えて、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ、必

要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変

化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うものとする。 

特に、市及び県は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこと

となることから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職

員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時

にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の

整理について定めておく。 

市及び県は、特に、災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災

時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。 

10 複合災害への対応 

(1) 市及び県、防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響

が複雑化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識

し、災害対策本部の運営にあたる。 

(2) 複合災害が発生した場合において、災害対策本部が複数設置された場合は、要員の相互派遣、合

同会議の開催等に努める。現地災害対策本部についても、同様の配慮を行う。 

(3) 市及び県、防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念

される場合には、要員・資機材の配分に留意するとともに、外部からの支援を早期に要請すること

も検討しておく。 

(4) 市及び県、防災関係機関は、複合災害を想定した机上訓練を行うとともに、地域特性に応じて発

生可能性が高い複合災害を想定（積雪時の地震、地震の後の大雨等）し、要員の参集、合同の災害対

策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。 
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第２節 広域応援計画 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、自衛隊、指定地方行政機関、指定地方公共機関、指定公共機関、消防機関 

 

市は、大規模災害が発生した場合に、速やかに災害応急活動等が実施できるよう、あらかじめ相互応援

協定を締結するなど、広域的な応援体制の整備を図る。相互応援協定の締結にあたっては、同時被災を避

ける観点から、近隣の団体に加えて、遠方にある団体との協定締結も考慮するものとする。 

また、市域において、被害が軽微だった場合、市は避難者の受入や物資・人的応援の拠点として、被災

地の救援、復旧・復興に取り組むものとする。 

１ 県に対する要請（基本法第 30 条、第 68 条） 

(1) 市長は、応急措置を実施するため必要があると認める場合は、知事に対して次により応援又は県が

実施すべき応急措置の実施を要請する。 

なお、知事は、被災状況により被災市長が応援要請ができないと判断される場合、要請を待つこと

なく応援するものとする。 

県は、県内で災害が発生した場合で、被災により市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可

能になったときは、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、警戒区域を設定し、災害応

急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区

域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権

限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに

現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、

当該市に代わって行う。 

ア 連絡先及び方法 

防災危機管理課（災害対策本部が設置された場合は同本部）に対し、口頭（防災行政無線、電 

話を含む）又は文書（ファクシミリを含む。）により連絡、口頭による場合は、事後速やかに文書

を送付する。 

(ｱ) 応援要請事項 

a 応援を必要とする理由 

b 応援を必要とする場所 

c 応援を必要とする期間 

d その他応援に関し必要な事項 

(ｲ) 応急措置要請事項 

a 応急措置の内容 

b 応急措置の実施場所 

c その他応急措置の実施に関し必要な事項 

イ  知事は、被災市町村長から応援の要請等を受けた場合は、県が実施する応急措置との調整を  

図りながら、最大限協力する。 

(2) 被災市町村長は、応急対策又は災害復旧のため必要がある場合は、知事に対し、次の事項を明ら

かにして、指定地方行政機関又は指定公共機関（特定公共機関に限る。）からの職員派遣のあっせん

を要請する。 

ア 派遣を要請する理由 
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イ 派遣を要請する職員の職種別人員 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣について必要な事項 

２ 他の市町村に対する要請（基本法第 67 条） 

(1) 市長は、応急措置を実施するため必要があると認める場合は、「大規模災害時の山形県市町村広域

相互応援に関する協定」等に基づき、他の市町村長に対して応援を要請するとともに、県に報告する

ものとする。 

(2) 上記(1)の応援を求められた市町村は、災害応急対策のうち、消防、救助等人命に関わるような災

害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限り、応援を行う。災害応急対策

の実施については、応援に従事する者は、被災市町村の指揮の下に行動する。 

なお、応援を要請された市町村長は、県が必要により行う市町村間の調整に留意して、必要な応援

を行う。 

(3) 市長は、市町村間相互の応援・協力が円滑に行われるよう、必要に応じ事前に協定を結ぶ等その体

制を整えておく。 

(4) 各団体に対する応援の要請は、次の事項を明記した文書により行うが、緊急を要する場合は、電話、

防災無線等によって要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

ア 災害発生の日時及び場所 

イ 災害の規模 

ウ 応援を必要とする理由 

エ 作業の内容 

オ 応援を必要とする職種及び所要人員 

カ 作業予定期間 

キ 作業に従事する場所 

ク 集合場所 

ケ 集合場所までの道路経路 

コ その他必要な事項 

３ 応急対策職員派遣制度 

総務省では、平成 30 年４月より、大規模災害発生時に全国の地方公共団体の人的資源を最大限活用し

て、被災市町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣のしくみである「応急対策職員派遣制度（旧

被災市区町村応援職員確保システム）」を運用している。市と県は、本制度に基づき、必要と認められる場

合は、国へ応援要請を行う。 

４ 指定地方行政機関等に対する要請 

 (1) 市長は、災害応急対策又は災害復旧のため、必要があるときは、指定地方行政機関の長又は特定公

共機関に対し、次の事項を明らかにして、当該機関の職員の派遣を要請する。 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣について必要な事項 

(2) 指定地方行政機関の長又は特定公共機関は、市町村長から職員の派遣要請を受けた場合は、その所

掌事務に支障のない限り、適任と認められる職員を派遣する。 
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５ 民間団体等に対する要請 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実施するため、必要があると認める場合は、民間団体に協力

を要請する。 

６ 知事に対する自衛隊の災害派遣要請依頼 

(1) 被災市町村長は、災害の発生に際し当該市町村の住民の生命又は財産を保護するため、必要がある

と認める場合は、知事に対し自衛隊の派遣要請を依頼する。 

(2) 被災市町村長は、災害状況から事態が切迫し、かつ、通信の途絶等で県との連絡が物理的に不可能

な場合に限り、直接自衛隊に災害の状況等を通知することができる。その場合は、事後、知事に対し

速やかに通知しなければならない。 

７ 支援体制の構築に係る留意点 

(1) 市町村は、県内他市町村における大規模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ関係市町村等に

より締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。 

(2) 県及び市町村は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

(3) 市町村は、県、防災関係機関及び国との密接な連携のもと、迅速な意思決定を行うために、関係機

関相互で情報共有を図るよう努める。 

(4) 市及び県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、活

用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努める。 

８ 消防の広域応援 

(1) 県内市町村相互の広域応援体制 

市は、自らの消防力では対応できない場合は、「山形県広域消防相互応援協定」に基づき、協定締結

市町村長に応援を要請する。 

知事は、災害に際して緊急の必要がある場合は、県内の他の市町村長又は市町村の消防長に対し応

援等の指示を行うことができる。 

(2) 都道府県に対する応援要請及び応援受入体制 

ア 市長は、「山形県広域消防相互応援協定」に基づく応援をもってしても対処できない場合は、知事

に対し、他都道府県への応援要請を依頼する。 

イ 知事は市長から応援を求められた場合又は県内の消防力をもってしても対処できないと認めた

場合は、消防組織法第 44条に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の出動を要請する。 

ウ 市長又は知事は、緊急消防援助隊の応援が決定された場合は、「山形県緊急消防援助隊受援計画」、

各消防本部緊急消防援助隊受援計画及び「山形県緊急消防援助隊航空部隊受援計画」に基づき、応

援受入体制を整備する。 

９ 広域応援・受援体制 

市、県及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関

係機関から応援を受けることができるよう、相互応援協定により、応援先・受援先の指定、応援・受援に

関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制，応援機関の活動拠点、応援要員の

集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等の広域応援・受援に係る内容についてあらかじめ定めてお

くなど、実効性の確保に努め、必要な準備を整える。その際、近隣の地方自治体に加えて、大規模な災害

等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮する。 

市、県及び防災関係機関は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開、

宿営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及びこれらの拠点等

に係る関係機関との情報の共有に努める。 



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

135 

市及び県は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整

等を行うための受援体制の整備に努める。特に、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。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

適切な空間の確保に配慮するものとする。 
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第３節 被災県等への広域応援計画 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、消防機関 

 

他の都道府県（以下「他県等」という。）での大規模な地震発生時に、迅速かつ的確な広域応援を行うた

め、他県等への広域応援について定める。 

１ 被災県等への広域応援計画フロー 

 

２ 広域応援体制 

市、県及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関

係機関に対して応援を行うことができるよう、応援先の指定、応援に関する連絡・要請の手順、災害対策

本部との役割分担・連絡調整体制，応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・

輸送体制等の広域応援に係る内容についてあらかじめ定め、必要な準備を整える。 

３ 被災した他県等への広域応援活動 

市及び県は、大規模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ定めた応援・受援体制又は関係地方公共

団体により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。また、県及び市町村は、職

員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努める。 

市及び県、防災関係機関は、国と密接に連携しながら、迅速な意思決定を行うために、関係機関相互で 

情報共有を図るよう努める。また、災害応急対策のため被災地に派遣された職員は、相互に連携して活動

するものとする。 

(1) 県の対応 

ア 被災した他県等からの要請を受け、県内市町村に対し、他県等への応援要請を行う。 
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イ 県は、被災した他県等への広域応援活動を円滑に実施するため、防災関係機関と連携しながら、

あらかじめ定めた「山形県広域支援対策活動マニュアル」に従って対応する。 

ウ 総務省の「応急対策職員派遣制度」に基づき、必要に応じて応援職員を派遣する。また、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマ

スク着用等を徹底するものとする。 

(2) 市町村の対応 

市は、被災した他県等への広域応援活動を円滑に実施するため、マニュアルを定め、応援要請があ  

った際には、迅速に応援活動を行う。 

(3) 防災関係機関の対応 

防災関係機関においては、県及び市町村と連携しながら、円滑な応援活動が実施できるよう、必要 

な対策を講じておき、応援要請があった際には、迅速な応援活動を行う。 

(4) 消防の対応 

被災地市町村の属する都道府県知事の要請に基づき、消防庁長官から、消防組織法第 44 条に基づ

く緊急消防援助隊の出動の求め又は指示があった場合は、「緊急消防援助隊山形県隊応援等実施計画」

及び「緊急消防援助隊山形県大隊（航空小隊）応援等実施計画」に基づき、迅速な応援活動を行う。 
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第４節 広域避難計画 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、消防機関 

 

地震による大規模な災害発生時に、自治体の区域を越えて住民が避難する「広域避難」が円滑に行われ

るよう、発災時の具体的な避難又は避難受入れの手順等について定める。 

１ 広域避難計画フロー 

(1) 他の自治体への広域避難 

 

(2) 他県等からの避難受入れ 
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２ 他の自治体への広域避難要請 

(1) 広域避難 

ア 県内の市町村は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、当該市町村の区域外への広域的な避難、

指定避難場所の提供が必要であると判断した場合は、次の方法により広域避難の協議を行う。 

(ｱ) 県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接、受入れを要請する。 

(ｲ) 他の都道府県（以下「他県等」という。）への広域避難については、県に対し他県等との協議を

求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、他県等の市町

村に協議することができる。 

イ 県は、県内の被災市町村から他県等への広域避難の協議の要請があった場合、他県等と協議を行

う。 

ウ 県は、市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる受入市町村及びその受入能力（施

設数、施設概要等）等、広域避難について助言する。 

エ 内閣府及び消防庁（非常本部等が設置された場合は同本部）は、県から要請があった場合には、

受け入れ先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体における被災住民の受入能力(施設数、

施設概要等)等、広域避難について助言を行う。 

オ 国は、市町村及び当該市町村を包括する都道府県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議

を行うことが不可能な場合は、広域一時滞在のための協議を当該市町村に代わって行う。また、市

町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがな

いときは、市町村の要求を待たないで、当該市町村に代わって行うこととなる当該市町村を包括す

る都道府県に代わって、国が、広域一時滞在のための協議を行う。 

(2) 広域一時滞在 

ア 県内の被災市町村は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、当該市町

村の区域外への広域的な避難、指定避難所及び応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した場合

は、次の方法により広域一時滞在の協議を行う。 

(ｱ) 県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接、受入れを要請する。 

(ｲ) 他県等への広域一時滞在については、県に対し他県等との協議を求めることができる。 

イ 県は、県内の被災市町村から他県等への広域一時滞在の協議の要請があった場合、他県等と協議

を行う。また、被災市町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの

要求を待ついとまがないときは、当該被災市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のための協議

を当該市町村に代わって行う。 

ウ 県は、市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる受入市町村及びその受入能力（施

設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言する。 

エ 内閣府及び消防庁（政府本部等が設置された場合は同本部）は、県から要請があった場合には、

受け入れ先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体における被災住民の受入能力(施設数、

施設概要等)等、広域一時滞在について助言を行う。 

オ 国は、市町村及び当該市町村を包括する都道府県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議

を行うことが不可能な場合は、広域一時滞在のための協議を当該市町村に代わって行う。また、市

町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまがな

いときは、市町村の要求を待たないで、当該市町村に代わって行うこととなる当該市町村を包括す

る都道府県に代わって、国が、広域一時滞在のための協議を行う。 

(3) 広域避難者への配慮 

ア 県及び市町村は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを

容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の地方公共

団体が共有する仕組みの円滑な運用・強化を図る。 
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イ 県、市町村及び防災関係機関は、被災者のニーズを十分把握し、以下の情報など被災者等に役立

つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。なお、その際、要配慮者、在宅での避難者、応急

仮設住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行

う。 

(ｱ) 被害の情報 

(ｲ) 二次災害の危険性に関する情報 

(ｳ) 安否情報 

(ｴ) ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況に係る情報 

(ｵ) 医療機関等の生活関連情報 

(ｶ) 各機関が講じている施策に関する情報 

(ｷ) 交通規制に関する情報 

(ｸ) 被災者生活支援に関する情報 

(4) 広域避難に係る事前の備え 

ア 市町村は、大規模災害に伴う広域避難及び広域一時滞在に関する手順、移動方法とともに、他の

地方公共団体との 応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における被災

住民の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など具体的な対応内容をあらか

じめ定めておく。また、あらかじめ策定した計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上

で、広域避難を実施するよう努める。 

イ 県は、防災関係機関と連携しながら、市町村が行う広域避難の事前の対策について助言を行う。 

３ 他県等からの避難受入れ要請への対応 

(1) 受入れ要請に係る協議 

ア 県は、被災した他県等から受入要請があった場合には、市町村における被災住民の受入能力（施

設数、施設概要等）等、広域一時滞在について、市町村と協議する。なお、市町村は、指定避難

所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供することについても定める

など、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ選定しておくよう

努める。 

イ 県は、協議が整い次第、要請を行った他県等にその旨を伝える。 

(2) 避難者への情報提供 

市、県及び防災関係機関は、他県からの被災者のニーズを十分把握し、相互に連絡をとりあい、以 

下の情報など被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。なお、その際、要配慮

者、在宅での避難者、応急仮設住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外

国人に配慮した伝達を行う。 

ア 被害の情報 

イ 二次災害の危険性に関する情報 

ウ 安否情報 

エ ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況に係る情報 

オ 医療機関等の生活関連情報 

カ 各機関が講じている施策に関する情報 

キ 交通規制に関する情報 

ク 被災者生活支援に関する情報 
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第５節 自衛隊災害派遣計画 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、自衛隊 

 

大規模災害発生時における自衛隊の災害派遣活動を迅速・円滑に行うため、その活動内容、派遣要請手

続き及び受入れ体制等について定める。（基本法第 68条の２第１項） 

１ 自衛隊の災害派遣基準等 

自衛隊の災害派遣は、次の３原則が満たされることを基本として実施される。 

(1) 公共性の原則 

公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性があること 

(2) 緊急性の原則 

差し迫った必要性があること 

(3) 非代替性の原則 

自衛隊が派遣される以外に他の手段がないこと 

２ 自衛隊災害派遣による救援活動の区分及びその概要等（自衛隊法第 83 条） 

(1) 救援活動 

救援活動区分 内       容 

(1)被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被害状況を

把握する。 

(2)避難の援助 
避難指示等が発令され、避難、立退き等が行われる場合に、避難者の誘導、

輸送等を行い、避難を援助する。 

(3)遭難者等の捜索・

救助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、他の救援活動に優先して捜索・救

助活動を行う。 

(4)水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対し、土のうの作成、運搬及び積込み等の水防活動を

行う。 

(5)消防活動 

火災に対し、利用可能な消防車その他の消防用具（空中消火が必要な場合は

航空機）を用いて、消防機関に協力し、消火に当たる（消火薬剤等は、通常関

係機関の提供するものを使用する。）。 

(6)道路又は水路等交

通路上の障害物の

排除 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物等により交通に障害がある場合は、

それらの啓開又は除去に当たる。 

(7)応急医療、救護及

び防疫 

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う（薬剤等は、通常関係機関の

提供するものを使用する。）。 

(8)人員及び物資の緊

急輸送 

緊急患者又は医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を

行う（航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められる場合に行う。）。 

(9)給食及び給水 
被災者に対し、給食及び給水を実施する（緊急を要し、他に適当な手段がな

い場合）。 
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(10)救援物資の無償

貸付又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡等に関する省令」（昭和 33 年

総理府令第１号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救

恤（きゅうじゅつ）品を譲与する。 

(11)危険物の保安及

び除去 

自衛隊の能力上対応可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措

置及び除去を行う。 

(12)その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて、所要の

措置をとる。 

(2) 陸・海・空各自衛隊の装備区分等による活動内容 

自衛隊区分 活   動   内   容 

陸上自衛隊 
車両、ボート、航空機及び地上部隊等による状況把握、人員・物資の輸送、

通信応援、その他各種災害の救援活動 

海上自衛隊 艦艇又は航空機による状況把握、人員・物資の輸送及び通信応援等 

航空自衛隊 主として航空機による状況把握、人員・物資の輸送 

３ 自衛隊災害派遣要請の手続き（自衛隊法施行令第 106 条） 

(1) 知事が自衛隊に対して行う災害派遣要請等 

ア 知事は、自ら収集した情報、県警察の災害情報及び自主的な活動による自衛隊の災害情報等に基

づき、自衛隊による救援活動が必要と認める場合は、自衛隊に対して自衛隊法第 83 条第１項に基

づく災害派遣を要請する。 

イ 派遣要請は、自衛隊法施行令第 106 条に基づき、次の事項を明らかにした文書により行う。 

ただし、緊急を要する場合は、防災行政無線、電話、ファクシミリ又は口頭により要請し、事後

速やかに文書を送付する。 

(ｱ) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(ｲ) 派遣を希望する期間 

(ｳ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(ｴ) その他参考となるべき事項 

ウ 知事は、事態の推移により、救援活動の必要が無くなったと判断した場合は、その旨を自衛隊に

連絡する。 

(2) 市長の知事に対する派遣要請依頼 

ア 市長は、知事に対して法第 68 条の２第１項に基づく自衛隊の災害派遣要請依頼を行うときは、

次の事項を明らかにし、県（防災危機管理課）に文書により行うものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、防災行政無線、電話、ファクシミリ又は口頭により行い、事後速 

やかに文書を送付するものとする。なお、防災行政無線又は電話により口頭の依頼した場合は、速

やかにファクシミリで関係文書を送付するものとする。災害派遣要請書（様式第 50号） 

(ｱ) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(ｲ) 派遣を希望する期間 

(ｳ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(ｴ) その他参考となるべき事項 

イ 市長は、知事に対して災害派遣要請を行った場合には、法第 68条の２第２項に基づき、必要に応

じて、その旨及び本市の災害の状況を自衛隊に通知することができる。 

  この場合、市長は速やかにその旨を知事に通知するものとする。 

(3) 市町村長の自衛隊に対する緊急通知（基本法第 68条の 2第 2項・第 3項） 

市長は、通信の途断等により知事に対して自衛隊の災害派遣要請依頼ができない場合は、法第 68条

の２第２項に基づき、その旨及び災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。

この場合、市長は事後速やかにその旨を知事に通知するものとする。 
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４ 自衛隊の自主派遣（自衛隊法第 83 条第２項） 

(1) 自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとまがないと

きは、自衛隊法第 83条第２項に基づき、要請を待つことなく、次の基準により部隊等を派遣する。 

ア 関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると

認められること 

イ 知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができず、直ちに救援の措置をとる必要がある

と認められること 

ウ 自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであると

認められること 

エ 上記に準じ特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがないと認められること 

(2) 自衛隊は、大規模な災害が発生した際には、被災直後の地方公共団体は混乱していることを前提に、

災害時の活動が円滑に進むよう、活動内容について「提案型」の支援を自発的に行い、関係省庁の協

力も得て、自衛隊に対するニーズを早期に把握・整理するものとする。 

(3) 自衛隊は、知事の要請を待たずに部隊等の災害派遣を行った場合においても、できる限り早急に知

事に連絡し、密接な連絡調整のもとに、適切かつ効率的な救援活動の実施に努める。 

(4) 知事の要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事が派遣要請をした場合は、派遣当初から知事の

派遣要請に基づく救援活動を実施したとみなす。 

５ 自衛隊が災害派遣を決定した場合の手続き 

(1) 自衛隊は、知事の派遣要請又は自主決定により部隊を派遣した場合は、次の事項を防災行政無線、

電話又はファクシミリ等で速やかに知事に連絡する。 

ア 派遣部隊名及び人員等の派遣規模 

イ 指揮官の官職及び氏名 

ウ 部隊の受入れに必要な体制 

エ その他必要な事項 

(2) 知事は、自衛隊から災害派遣の連絡を受けたときは、速やかに派遣地の市町村にその内容を連絡す

る。 

６ 自衛隊災害派遣部隊の受入れ体制の整備 

 市長は、派遣された自衛隊が直ちに効果的な災害救助を実施できるように、次により可能な限り受入体

制を整える。 

(1) 他の防災関係機関との競合重複の排除 

市長、知事及びその他の防災関係機関の長は、自衛隊の活動と他の防災関係機関の活動が競合重複

しないよう調整し、効率的な作業分担を定める。 

(2) 作業計画及び資機材の準備 

市長及び知事は、自衛隊の支援活動が円滑に実施できるよう、次の事項について可能な限り調整の

とれた作業計画を定めるとともに、資機材の準備及び関係者への協力を求めるなど、十分な措置を講

ずる。 

ア 作業箇所及び作業内容 

イ 作業の優先順位 

ウ 作業実施に必要な図面の確保 

エ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所の確保 

オ 派遣部隊との連絡責任者（窓口の一本化）、連絡方法及び連絡場所の決定 
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(3) 受入れ施設等の確保 

市長及び知事は、自衛隊の派遣部隊を受入れるために、次の施設等を確保する。 

ア 事務室 

イ ヘリコプターによる派遣部隊のためのヘリポート（１機あたり） 

・小型機（ＯＨ－６）：周囲に仰角 10度以上の障害物が存しない直径 30ｍ以上の空地 

・中型機（ＵＨ－１）：周囲に仰角８度以上の障害物が存しない直径 50ｍ（応急の場合 30ｍ）以

上の空地 

・大型機（ＣＨ－47）：周囲に仰角６度以上の障害物が存しない直径 100ｍ以上の空地 

ウ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

エ 幕営地又は宿泊施設（米沢市役所駐車場、道の駅米沢駐車場、学校、コミュニティセンター等） 

７ 自衛隊災害派遣部隊との協議、調整 

県は、自衛隊の派遣部隊と協議し、対策の緊急性、重要性を判断して救援活動の優先順位を定め、自衛

隊活動が効果的に実施されるよう調整を行う。 

８ 災害派遣部隊の撤収 

市長は、派遣要請の目的が達成したとき、又は救援活動の必要がなくなったときは、派遣部隊及び防災

関係機関と協議の上、速やかに口頭、又は電話により知事に対し撤収の要請を行う。 

なお、事後速やかに災害派遣部隊の撤収要請書（様式第 51号）を提出する。 

９ 救援活動経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として派遣を受けた市（災害救助法が適用された場合は、県）

が負担するものとし、その内容は概ね次のとおりとする。 

(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等の購入費、

借上料及び修繕料 

(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料 

(4) 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた損害の補償（自衛隊装備に係るものを除く） 

(5) その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と市長が協議する。 

10 派遣要請先及び連絡窓口 

災 害 派 遣 の 要 請 先 電 話 番 号 

陸上自衛隊第６師団 

（第３部防衛班） 

電話 0237－48－1151 内線 5075 

（夜間・休日 当直 内線 5207・5019） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0237－48－1151 内線 5754 

海上自衛隊舞鶴地方総監部防衛部 

（作戦室） 

電話 0773－62－2250 内線 2224 

電話 0772－62－2255（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0773－64－3609（直通） 

航空自衛隊中部航空方面隊司令部 

（防衛部運用課２班） 

電話 04－2953－6131 内線 2233 

（夜間・休日当直 内線 2204） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 04－2953－6131 内線 2269 
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第６節 情報収集伝達関係 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、警察署、消防機関 

 

 災害が発生した場合、市民の生命を守り、被害を最小限に止めるため最善の応急対策をとらなければな

らない。被災情報の収集・伝達及びその集約は、災害応急対策の基幹となるもので、その後の災害対策の

成否を決定することから、迅速かつ的確な情報の収集・伝達が求められる。 

 市及び防災関係機関は、相互の連携の下に「迅速な情報収集」、「情報の共有化」に努め、県及び関係機

関への伝達、また、市民への情報伝達を行う。 

（連絡系統図、電話番号等については、「資料編」参照） 

１ 災害時優先電話・連絡責任者の指定等 

(1) 災害時優先電話 

 大規模災害の発生時には、平常時に比べて数十倍といった極めて膨大な通信量が発生し、交換機等

の処理能力を超えてしまうおそれがある場合には、電気通信事業者が交換機のシステムダウン等によ

る通信ネットワーク全体への影響を回避し、災害対策機関や警察機関、消防等の重要通信を確保する

ために、一般の通信回線を規制することがある。 

 そのため、市及び防災関係機関は、緊急時に優先して回線がつながる災害時優先電話として利用で

きるように、事前に東日本電信電話株式会社山形支店等から災害時優先電話の指定を受け、これを利

用する。 

(2) 連絡責任者 

 市及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保するため、連

絡責任者を定める。 

 連絡責任者は、各所属及び関係機関相互の通信連絡を統括する。 

(3) 市民 

 大規模災害の発生時には、輻輳による混乱等による通信等への支障が生じるため、市民は災害用伝

言ダイヤル「１７１」、携帯版災害用伝言板、ＳＮＳ等の活用により通信を確保する。 

２ 有線通信網の有効利用 

(1) 市庁舎の通信設備の確保 

 市は、停電時においても、災害対策本部となる市庁舎における電話の使用を可能とするため、電話

交換機器に非常用電源を備え、通信を確保する。 

 また、災害発生時には、市内外から多数の安否確認や問合せの電話が市に集中することが予想され、

災害対応業務に支障をきたすおそれがあることから、内容により適切に振り分けをする自動応答によ

る電話対応が可能なよう整備に努める。 

(2) ファクシミリの優先利用 

 災害対策本部・出先機関・防災関係機関相互間における指令の伝達及び報告等の通信には、原則と

してファクシミリによる文書通信を行う。 
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(3) 災害時優先電話の利用 

 市は、緊急時に優先して回線がつながる災害時優先電話として、利用できるように、事前に東日本

電信電話株式会社山形支店から災害時優先電話の指定を受け、これを利用する。 

(4) 警察・消防機関通信の利用 

ア 警察有線電話通信網 

 市は、警察本部を中心に各警察署及び交番を結ぶ警察有線電話通信網を活用する協力体制を図る。 

イ 消防機関通信 

 消防機関に消防業務用として、消防専用回線を含む有線電話通信網が整備されているので、市は、

その活用について協力体制を図る。 

３ 有線通信が途絶した場合の体制 

(1) 県・近隣市町及び防災関係機関との連絡 

ア 県防災行政無線を活用 

  県関係機関、市町村・消防及び県内防災関係機関、消防庁及び地域衛星通信ネットワークに加入

している都道府県等の間の連絡 

イ 消防防災無線の活用の要請 

  消防庁及び都道府県防災担当課との連絡 

ウ 国土交通省多重無線回線の活用の要請 

  国土交通省関係機関、県土整備部及び総合支庁建設部等の間の連絡 

エ 山形県内非常通信ルートの活用 

東北地方非常通信協議会策定の「山形県内非常通信ルート」（下記参照） 

オ アマチュア無線連盟山形県支部に対して協力を要請（※ボランティアであることに配慮のこと。） 

(2) 通信手段の運用順位 

ア 災害発生時には、県防災行政無線を中心に使用し、電気通信事業者の設備が利用可能かどうか

確認しながら、確保可能な通信手段の拡大を図る。 

イ 県防災行政無線が使用不能となったときは、応急復旧を図りつつ、電気通信事業者設備及び国

土交通省多重無線回線等、他機関の通信施設への応援要請により通信を確保する。 

ウ 県防災行政無線に加え、電気通信事業者設備や国土交通省多重無線も使用不能となった場合

は、東北地方非常通信協議会策定の「山形県内非常通信ルート」の活用、又は(一社)アマチュア

無線連盟山形県支部への応援要請により通信を確保する。 

 

＜非常通信ルートの概要＞ 

東北地方非常通信協議会策定の「山形県内非常通信ルート」 

１ 災害時における円滑な通信を確保するための非常通信ルートは、県から内閣府向けの中央通信ル

ート、並びに県から市町村向けの地方通信ルートが設定されている。 

２ 県と内閣府間の非常通信ルートは、通常の消防ルート、電力ルート（岩手、秋田の２県）を策定

している。 

３ 県と市町村間の非常通信ルートは、県防災行政無線網の途絶に備えて、東北地方非常通信議会構

成員の東北地方整備局、各警察本部並びに東北電力㈱の自営通信網（有無線）経由で構成してい

る。 

４ 災害発生時の通信連絡 

(1) 県防災行政無線の運用 

県（防災危機管理課）は、災害発生時に情報の収集、伝達を迅速かつ円滑に行うため、「山形県

防災行政無線運用規程」に基づき、必要により通信統制を行う。 
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ア 回線統制 

全回線又は任意の回線について発着信を統制し、一斉通報を行う。 

イ 通話統制 

任意の話中回線に緊急割込み通話を行うほか、その回線の強制切断を行う。 

(2) 電気通信事業者の設備利用 

ア 災害時優先電話の使用 

災害発生時には輻輳等による通信障害が予想されるため、防災関係機関は、あらかじめ東日本

電信電話株式会社等に申請を行い承諾を得た災害時優先電話を活用する。 

イ 衛星携帯電話の使用 

加入電話が使用不能となった場合は、県（危機管理課）及び各総合支庁等に設置した衛星携帯

電話を活用する。 

(3) 他機関の通信施設の利用 

ア 市、県、水防機関、山形地方気象台及び日本赤十字社山形県支部は、災害に関する緊急の通信

を行う必要がある場合は、電気通信事業法第８条、基本法第 57条、消防組織法第 41条又は災害

救助法第 11条に基づき、東日本電信電話株式会社山形支店等の電気通信事業者、市町村、山形

県警各警察署、県内各消防本部、東北地方整備局各河川国道事務所、酒田海上保安部、山形地方

気象台、東日本旅客鉄道株式会社山形支店又は東北電力株式会社山形支店の所有する通信設備

を利用することができる。 

イ 知事は、市町村からの依頼又は自らの判断により必要と認めた場合、自衛隊に対する災害派遣

要請の一環として通信支援を要請する。 

ウ 県、市町村及び防災関係機関は、災害等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

に、他に手段がない場合などは、東北地方非常通信協議会策定の「山形県内非常通信ルート」の

活用により通信を確保する。 

エ 県、市町村及び防災関係機関は、防災情報連絡のための防災行政無線等の通信手段に支障が生

じた場合、東北総合通信局に連絡するものとし、東北総合通信局は必要な措置を講じる。 

オ 県は、必要に応じ、「アマチュア無線による災害時応援協定」に基づき、被災地や避難場所等

との連絡について、アマチュア無線連盟山形県支部に対して協力を要請する。その際、アマチュ

ア無線がボランティアであることに配慮する。 

５ 通信施設の被害対応 

(1) 県防災行政無線の応急復旧計画 

県（防災危機管理課）は、県防災行政無線の疎通状況の監視及び機能確認を行うとともに、支障

が生じた施設の復旧を行うための要員を直ちに配備する。 

また、災害時の無線局運用時における通信輻輳により生じる混信等の対策のため、必要に応じ通

信運用の指揮要員等を災害現地に配置し、通信統制を行う等により通信の運用に支障をきたさない

よう努める。 

(2) 通信機器の応急調達 

市、県等の防災関係機関は、災害発生時に利用する通信機器が不足する場合は、東北総合通信局

及び電気通信事業者に通信機器の貸与等を依頼する。また、災害発生による通信設備の電源供給停

止時の応急電源（移動電源車）について、必要に応じ、東北総合通信局に貸与を要請する。 

６ 県への報告要領 

(1) 「山形県災害報告取扱要領」による。（「様式編」様式第１号～15号参照） 

(2) 県・近隣市町及び防災関係機関との連絡 

ア 県防災行政無線を使用 
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イ 山形県内非常通信ルートの活用 

ウ 国土交通省多重無線回路の活用の要請 

エ 消防防災無線の活用の要請 

オ アマチュア無線連盟山形県支部に対して協力を要請 

 

＜概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜非常通信ルート＞ 

優先順位 非常通信ルート 非常通信受付機関 住所 
担当部署 

ＮＴＴ電話番号 

１ 米沢市－（県防災行政無線）－県庁 県防災危機管理課 山形市 023-630-2230 

２ 
米沢市－東北地方整備局山形河川国道

事務所米沢国道維持出張所－県庁 

東北地方整備局山形河川国道

事務所米沢国道維持出張所 
中田町 260-2 0238-37-5300 

３ 
米沢市－東北電力㈱米沢営業所－東北

電力㈱山形支店－県庁 
東北電力㈱米沢営業所 門東町 3-2-40 0238-22-9465 

４ 米沢市－米沢警察署－県警本部－県庁 米沢警察署 城北 2-3-19 
0238-26-0110 

（内線 290） 

 

 

＜建設ルート（整備局ルート）＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②河川国道事務所は伝達文を県庁河川部署又は防

災部署にファクシミリ送信 

③県庁防災部署は、直接又は河川部署経由で河川

国道事務所とファクシミリ送受信 
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＜電力ルート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜警察機関ルート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常通信用紙（記載例 往路）の様式は、様式第 16号参照） 

 

(3) 市出先機関等との連絡 

 市防災行政無線（移動系）等を利用して行う。 

(4) 携帯電話・メールの利用 

 緊急時の通信として、携帯電話、電子メール（携帯も含む）を活用する。 

(5) アマチュア無線・タクシー無線の有効活用 

 市内の民間アマチュア無線局等の協力を得て、災害状況の収集・伝達を行う。 

(6) 衛星携帯電話等の利用 

 必要があれば、民間からの衛星携帯電話等の借り上げを行う。 
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第７節 地震情報等伝達計画 

 

 

■災害対策本部 

 防災危機管理課 

■関係機関 

 県、気象庁 

 

 地震による被害を最小限にとどめるため、市、県、国及び放送機関等の防災関係機関が、地震情報を迅

速かつ正確に市民に伝達するための方法について定める。 

１ 地震に関する情報の種類と内容 

(1) 緊急地震速報 

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

地震速報（警報）を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、緊急地震速報は、テレビ、

ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）経由に

よる市区町村の防災行政無線等を通して住民に伝達される。 

市は、住民への緊急地震速報の伝達に当たっては、市町村防災行政無線を始めとした効果的かつ確

実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努める。 

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、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、地震による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、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強い揺れの到達に原理的

に間に合わない場合がある。 

(2) 地震情報の種類と発表基準及び内容 

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

検知時刻を速報。 

震源に関

する情報 

・震度３以上 

（津波警報又は注意報を発表した場合は発

表しない） 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動がある

かもしれないが被害の心配はない」旨を付加して、

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・注意報発表又は若干の海面変

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毎の観測した震

度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、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

ていない地点がある場合は、その地点名を発表。 

※地震が多数発生した場合には、震度３以上の地

震についてのみ発表し、震度２以下の地震につい

ては、その発生回数を「その他の情報（地震回数に

関する情報）」で発表。 
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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もとに、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。 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度３以上 高層ビル内での被害の発生可能性等について、地

震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等

を発表（地震発生から約 20～30分後に気象庁ホー

ムページ上に掲載） 

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 

・ 都市部等、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）を概ね 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。 

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等 

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。 

２ 地震情報等の発表 

 市内に係わる地震情報等は、気象業務法第 15条に基づき、気象庁から発表され、山形地方気象台を経由

して、山形県、関係機関、市及び市民へと伝達される。 

(1) 警報等の基準変更 

 山形地方気象台は、地震発生後、大雨により土砂災害の発生が懸念される場合、大雨注意報・警報

基準及び土砂災害警戒情報基準を変更することがある。 

(2) 山形県の津波予報区及び地震情報に用いる地域名称 

ア 津波予報区図 

東北地方における津波予報区は次の図のとおりとなっており、山形県が属する津波予報区の名称

は「山形県」である。 
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イ 地震情報に用いる地域名称 

山形県における地震情報に用いる震度の地域名称の区分は図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地震観測所 

 市内に設置されている地震観測所は、次のとおりである。 

観測点名称 米沢市金池 米沢市林泉寺 米沢 米沢市駅前 
米沢市アルカ

ディア 

設置場所 米沢市役所 第二中学校 口田沢地内 第一中学校 
上郷ふれあい

公園 

所在地 
金池五丁目 

2－25 

林泉寺二丁目 

2－5 

大字口田沢 

1216番地の 3 

駅前四丁目 

3－51 

アルカディア

一丁目地内 

設置者 
山形県 

（消防庁） 

防災科学技術

研究所 

防災科学技術

研究所 
気象庁 気象庁 

設置計測器 計測震度計 強震計 高感度地震計 計測震度計 多機能型地震計 

観測開始 1996.12.1 1996.6.3 2000.10.1 1996.4.1 2012.7.3 

観測点コード - YMT015 YMTH07 - ARCADI 

北緯 - 37.9043 37.8960 37.5470 37.5480 

東経 - 140.0996  140.0278 140.7300 140.8600 

標高(m) - 252.0 352 - - 

深度(m) - - 200 - - 
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第８節 災害情報の収集・伝達計画 

 

 

■災害対策本部 

 防災危機管理課 

■関係機関 

 県、県警察、消防機関 

 

 災害発生時に、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、防災関係機関が行う被災状況等の情報収

集及び伝達については、次のとおりとする。 

１ 災害情報収集・伝達計画フロー 

２ 被害状況等情報収集活動の概要 

  防災関係機関は、次により、被害状況等を把握するため情報収集活動を実施する。 

地震等の大規模災害が発生した場合、道路の損壊、橋の落下、建物の倒壊等により、陸上からの情報

収集は、困難を極めることが予想されるが、ヘリコプターによる情報収集は、県、県警本部、自衛隊が

状況に応じ連携して実施する。 

(1) 市 

ア 災害情報ごとに、その収集、報告に係る責任者、調査要領及び実施方法等を定めるとともに、全

体の総括責任者を選任し、災害情報の収集、総括及び報告にあたらせる。 

イ 消防機関と連携し、地域の自主防災組織の協力を得て、管内における人的被害、建物被害、ライ

フラインの被災状況及び医療機関の被災状況等に係る情報を収集する。 

(2) 県 

ア 被災地の市町村及び県出先機関を通じて被害情報を収集し、被害規模等の把握に努める。 

情報の収集に当たっては、画像及び地図情報等の視覚的情報を積極的に収集し、より実質的な

被害の把握に努める。区域内の市町村において通信手段の途絶等が発生し、被害情報等の報告が
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なされないと判断する場合等にあっては、調査のための職員の派遣、ヘリコプター、無人航空機

等の機材や各種通信手段の効果的な活用等により、あらゆる手段を尽くして被害情報等の把握に

努める。 

イ 国及び県は、情報収集で得た航空写真･画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早

期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

ウ 被災市町村から県への被災状況報告ができない場合には、県職員が情報収集にあたる。 

なお、あらかじめどのような内容をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収集要領を作 

成するよう努める。 

エ 人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）については、県が一元的に集約、調整を行う。その

際、県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に収集し、一方、関係機関は県に

連絡する。当該情報が得られた際は、県は、関係機関との連携のもと、整理・突合・精査を行い、

直ちに消防庁へ報告する。また、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。 

(3) 県警察本部 

警察署、交番・駐在所、パトロールカー、警察ヘリコプター及び無人航空機等を通じて被災地の情

報を収集する。 

(4) 自衛隊 

ア 震度５強以上の大規模な地震が発生した場合、自衛隊は情報収集活動を行う。 

イ 震度５弱以下の地震が発生した場合は、状況による。 

３ 災害発生直後の情報収集・伝達 

(1) 県本部（防災危機管理課）への「第一報」情報等の提供 

県内で、大規模な災害や事故等が発生し、以下のような場合、各防災関係機関は直ちに県本部（防災

危機管理課）へ情報を提供するものとする。（大きな状況変化時も同じ。） 

ア 大規模な災害発生初期において、住民の死傷、火災発生、建物倒壊、土砂災害発生等、被害程度

を概観する上で重大な情報（「第一報」）を把握した場合 

 
イ 人命救助、被害拡大阻止（火災発生・延焼、土砂災害等）の救援に関する情報を発する場合 

ウ 被害が甚大で通信網が混乱し、通常の情報収集伝達体制が機能しない場合 

(2) 各機関における情報収集・伝達 

ア 市 

(ｱ)  市は、当該地域において震度４以上を観測する地震が発生した場合は、人的被害、建物被害

状況並びに火災、津波及び土砂災害の発生状況等の情報を収集し、置賜総合支庁に報告する。 

ただし、緊急を要する場合には、県本部（防災危機管理課）に直接報告する。発災直後で被

害状況を十分に把握できない場合は、数値報告に代えて、災害の具体的状況や個別の災害情報

等の概括情報を報告する。 

防災危機管

理課 
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なお、通信途絶等により県本部（防災危機管理課）との連絡がとれない場合は、直接総務省

消防庁に報告する。 

(ｲ)  市は、災害が同時多発し又は多くの死傷者が発生し、消防機関への 119 番通報が殺到した場

合には、その状況を最も迅速な方法により、直ちに県本部（防災危機管理課）及び総務省消防

庁に報告する。 

(ｳ)  収集内容 

被害の情報収集を行う場合は、次の事項を中心に行う。 

① 災害の原因 

② 災害が発生した時間 

③ 災害が発生した場所又は地域 

④ 被害の程度 

⑤ 災害に対してとられた措置 

⑥ 今後の見通し 

⑦ その他必要な事項 

この場合、市民の生命・身体に関する事項については、できるだけ詳細に、かつ速やかに連絡

するものとする。 

また、災害が当初の段階であり、被害情報を十分に把握できない場合は、数値報告に代えて、

災害の具体的状況、個別の災害情報などの概括情報を県（防災危機管理課）に報告する。 

イ 県 

(ｱ)  県支部（総合支庁）及び関係出先機関は、管内の市町村及び防災関係機関と緊密に連携して

災害情報の収集に努め、その情報をとりまとめて県に報告する。 

(ｲ)  県は、これらの情報及び直接受信した情報を総合的に整理・分析し、その被害状況をとりま

とめるとともに、必要に応じ、調査班を派遣し現地調査を行う。 

(ｳ)  県は、必要に応じ、第３編第１章第４節「自衛隊災害派遣計画」に基づき、自衛隊に対し航

空機等による被害状況の把握を要請する。 

(ｴ)  県本部（防災危機管理課）は、とりまとめた被害状況を総務省消防庁に報告するとともに、

関係機関に報告又は通報する。 

なお、発災直後で被害状況を十分に把握できない場合は、数値報告に代えて、災害の具体的

状況や個別の災害情報等の概括情報を報告する。 

また、各部局は、必要に応じて所管事項に関する災害情報等を関係省庁へ報告する。 

(3) 防災関係機関 

防災関係機関は、災害情報の収集・報告に係る責任者を定める。災害が発生した場合には、把握し

た被害情報を、関係機関へ迅速に報告又は通報する。特に医療機関では、被害状況及び急患受け入れ

の可否等の情報を、救急搬送する可能性のある消防本部に迅速に連絡する。 

また、日本赤十字社山形県支部は、医療救護班及び心のケアチームの活動について、県(医療政策課、

障がい福祉課)と連絡調整を行う。 

(4) 孤立集落に係る情報収集対策 

道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、国、指定公共

機関、県、市は、それぞれの所管する道路のほか、通信サービス、電気、ガス、上下水道等のライフ

ラインの途絶状況を把握するとともに、その復旧状況と併せて、県及び孤立集落が属する市町村に連

絡する。また、県及び孤立集落が属する市町村は、当該地域における備蓄の状況、医療的援助が必要

な者など要配慮者の有無の把握に努める。 
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４ 災害応急対策活動実施時の情報収集・伝達 

(1) 県本部（防災危機管理課）への直接の情報伝達等 

県本部において、迅速に被害状況を把握し応急対策を決定していくため、災害対策本部活動期間を

通して、次のとおり情報提供（防災情報システム及び電話またはＦＡＸによる）を行うものとする。

なお、図中の太矢印は主要な情報の伝達ルートを示す。 

ア 市・消防が次の情報を把握した場合 

人的被害（死者、行方不明者、負傷者）、住家、市管理の庁舎、公の施設、市立福祉施設・保育所、

市管理の土木施設、上水道、公共下水道及び農業集落排水に係る被害とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 各機関における活動 

ア 市町村 

(ｱ) 置賜総合支庁及びその他の関係機関の協力を得て、地域内の詳細な被害状況を調査する。 

(ｲ) 把握した被害状況、応急対策活動状況及び災害対策本部の設置状況等について置賜総合支庁

（総務課防災安全室）を通じて県本部（防災危機管理課）に報告する。 

(ｳ) 避難所を開設したとき又は避難住民により自主的に避難所が開設されたときは、これらの避

難所との通信手段の確保に努めるとともに、職員を派遣して、避難者の数や状況、必要な食料及

び日常生活物資等の情報を効果的に収集する。 

イ 県 

(ｱ) 被災地の県出先機関は、管内の市町村等と協力して、所管事項に関する被害状況や応急対策の

実施状況を各部局所管課へ報告する。 

(ｲ) 各部局主幹課は、所管事項に関する被災状況及び応急対策実施状況をとりまとめ、県本部（危

機管理課）へ報告する。 

(ｳ) 県支部（総合支庁）は、市町村から報告された災害情報を、県本部（防災危機管理課）へ報告

する。 

(ｴ) 中央省庁への報告 

a 県本部（防災危機管理課）は、とりまとめた被害状況を消防庁に報告する。 

b 県本部（防災危機管理課）及び各部局は、県が実施する応急対策活動の実施状況等を被災市

町村等に連絡する。 

c 各部局は、必要に応じ、所管事項に関する詳細な被害情報及び応急対策活動の実施状況等を

関係省庁へ報告する。 

d 国が非常災害対策本部等を設置した場合は、各部局は関係省庁を通じて非常災害対策本部等

へ応急対策の実施状況等を随時報告する。 

ウ 県警察本部 

(ｱ) 警察署、交番・駐在所、パトロールカー及び県警ヘリコプターからの報告に基づき被害状況を

把握する。 

(ｲ) 把握した被害情報や警備、救助に関する活動状況等を県本部（防災危機管理課）及び関係機関

に連絡する。 

(ｳ) 交通規制を実施した場合は、県、市町村及び関係機関へ連絡するとともに、ラジオ、テレビ及

び交通情報板等を通じて周知徹底を図る。 

エ 医療機関 

被災状況及び急患受入れ可否等の情報を、保健所を経由して県（健康福祉企画課）に報告する。 

県本部 

防災危機管理課 
米沢市・消防機関 

県支部 

【置賜総合支庁】 
関係部局 
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５ 災害報告の種類 

(1) 被害報告の種類 

被害報告は、人的被害、物的被害、被害状況及び被害金額等を取りまとめて報告するもので、おお

むね次の区分により行う。 

ア 災害速報    災害の発生に伴い、被害の概況調査に基づいて報告する。 

イ 災害中間報告  災害発生後から応急措置終了まで、被害状況の変動に伴い、逐次報告する。 

ウ 災害確定報告  応急措置終了後、１０日以内に被害状況の確定調査に基づいて報告する。 

(2) 災害年報 

市長は、毎年１月１日から１２月３１日までの災害による被害状況について、翌年１月３１日現在

で明らかになったものを取りまとめ、災害年報として２月１５日までに報告するものとする。 

６ 被害情報の収集 

(1) 被害情報の収集区分 

被害情報の収集における調査は災害の種別や規模、内容により対応が異なってくるが、おおむね次

の区分により実施し、各様式にまとめる。（「様式編」参照） 

人的被害 
死者、行方不明者、負傷者 人的被害情報（様式第２号） 

避難の状態 住民避難情報（様式第４号） 

建物被害 住家被害、非住家被害 住家・非住家被害情報（様式第３号） 

土木関係被害 
道路規制情報、道路被害 道路規制情報（様式第５号） 

河川、砂防施設被害、橋梁被害 河川被害情報（様式第６号） 

土砂災害被害 がけ崩れ、地すべり、土石流 土砂災害情報（様式第７号） 

ライフライン被害 
上下水道施設被害、電力施設被害、 

電信電話施設被害、ガス施設被害 
ライフライン被害情報（様式第８号） 

その他被害 

農林被害、鉄道被害、文教施設被

害、ブロック塀等被害、商工業被

害、医療機関等の被害 

その他被害情報（様式第９号） 

(2) 被害情報の時系列収集区分 

区 分 収集事項 収集要領 

災 害 速 報 

（第一段階） 

・人的被害 

・火災状況 

・住家被害状況 

・住民避難状況 

・主要道路・施設被害状況 

・ライフライン施設被害状況 

・医療機関被害状況 

・災害発生直後に実施 

・迅速性を第一とし、市内の被害状況を把握 

・警察機関、消防機関を主体とした関係機関から

情報を収集 

・職員の出動途上における情報収集 

・市民、自主防災組織等からの通報、聴取 

災 害 速 報 

（第二段階） 

・第 1 段階調査事項 

・非住家被害状況 

・公共施設被害状況 

・都市施設被害状況 

・農林商工業被害状況 

・常に被害状況の把握に努め逐次対策本部会議

へ報告 

・第 1 段階の調査事項を詳細に把握 

・現地調査を行う 

・被害の数量的（金額等）把握 

概算集計報告 

（第三段階） 

・被害状況を概算集約 ・応急対策終了後７日以内 

・被害状況を数量的に概算集計 

復旧進捗報告 

（第四段階） 

・復旧事業の発注進捗状況 ・各部局において発注している復旧工事を把握 

(3) 調査上の注意 

 災害現場を調査する場合は次の項目について注意して行う。 
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ア 原則として車は使用せず、バイク・自転車・徒歩等の手段を用いて現地に向かう。（被害の程度

による。） 

イ 米沢市防災行政無線等の連絡手段を確保した上で調査に向かい、人命に関わる緊急事態等を発

見した際は、速やかに災害対策本部に連絡し、指示を受ける。 

ウ 災害対策本部、各班においては、調査に向かった職員の状態を常に把握しておく。（防災無線番

号、携帯電話番号、調査場所等） 

(4) 被害情報の掌握 

災害により被害が発生した場合における各部門別の被害の状況は、それぞれの所管事項に関し関係

各班においてとりまとめ、対策本部（総務班）に報告する。 

ア 応急対策等の措置を要する緊急の情報を入手したときは、これを関係班長に伝達する。 

イ 班長が掌握した被害の状況は、本部連絡員を通じて総務班に報告する。 

ウ 総務班は災害報告（様式第 14号）等を作成し、被害の概要をまとめる。 

７ 防災情報システムの活用 

災害情報は防災情報システムを中心に収集するとともに、県からの情報伝達及び各端末保有機関の情 

報共有手段としてシステムを活用する。 

８ 被害関連情報の発信 

県は、収集された災害関連情報等を集約し、必要に応じ、市町村、自衛隊、ライフライン・公共交通

機関、国（非常災害対策本部を含む）及びその他の災害応急対策に関わる防災関係機関に随時伝達する。 

国及び県は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を国を含む防災関係機関と共有を図る。 

９ 消防庁への火災・災害等即報基準 

消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 22条の規定に基づき、消防庁長官が求める消防関係報告の

うち、火災・災害等に関する即報を報告すべき火災・災害等の即報基準は次のとおりとする。 

(1) 消防庁への即報基準 

火災・災害等即報要領（ 昭和 59年 10月 15日付け消防災第 267号消防庁長官通知）」については以

下のとおり。（抜粋） 

区 分 即 報 基 準 

１ 火災等

即報 

(1)一般基準 火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該

当するおそれがある場合を含む。）について報告すること。 

1) 死者が３人以上生じたもの 

2) 死者及び負傷者の合計が 10人以上生じたもの 

(2)個別基準 次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっ

ても、それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそ

れがある場合を含む。）について報告すること。 

ア 

火災 

ア)建物火災 

1)特定防火対象物で死者の発生した火災 

2)高層建築物の 11階以上の階、地下街又は準地下街にお

いて発生した火災で利用者等が避難したもの 

3)大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象

物の火災 

4)特定違反対象物の火災 

5)建物焼損延べ面積 3,000㎡以上と推定される火災 

6)損害額１億円以上と推定される火災 
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区 分 即 報 基 準 

イ)林野火災 

1)焼損面積 10ヘクタール以上と推定されるもの 

2)空中消火を要請又は実施したもの 

3)住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高

いもの 

ウ)交通機関の火災 

 船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

1)航空機火災 

2)タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

3)トンネル内車両火災 

4)列車火災 

エ)その他 

 以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特

殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの 

（例示） 

・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 

石油コ

ンビナ

ート等

特別防

災区域

内の事

故 

1)危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 

・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵

し、又は取り扱う施設の火災又は爆発事故 

2)危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を

必要とするもの 

3)特定事業所内の火災（ 1)以外のもの。） 

ウ 

危険物

等に係

る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以

下「危険物等」という。）を貯蔵し又は取り扱う施設及び危

険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの（イの石油コ

ンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

1)死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が

発生したもの 

2)負傷者が５名以上発生したもの 

3)周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発

により周辺の建物等に被害を及ぼしたもの 

4)500 キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏え

い事故 

5)海上、河川への危険物等流出事故 

6)高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、

火災・危険物等の漏えい事故 

エ 

原子力

災害等 

1)原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及

び放射性物質又は放射線の漏えいがあったもの 

2)放射性物質を輸送する車両において、火災の発生した

もの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原

子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

3)原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）

第 10条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射

線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの 

4)放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放

射性同位元素又は放射線の漏えいがあったもの 

オ 可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、

社会的に影響度が高いと認められるもの 
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区 分 即 報 基 準 

その他

特定の

事故 

カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

(3)社会的影

響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道

機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報

告すること。 

２ 救急・

救助事故即

報 

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがある場

合を含む。）について報告すること。 

1)死者５人以上の救急事故 

2)死者及び負傷者の合計が 15人以上の救急事故 

3)要救助者が５人以上の救助事故 

4)覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

5)消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故 

6)消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

7)自衛隊に災害派遣を要請したもの 

8)上記１)から 7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に取り上げられ

る等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響が高いことが判明した時点で

の報告を含む。） 

（例示） 

・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・バスの転落による救急・救助事故 

・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生

した救急・救助事故 

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域におい

て同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべき救急・

救助事故 

３ 武力攻

撃災害等即

報 

次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式を用い

て報告すること。 

1)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法律第

112号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生

ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

2)国民保護法第 172 条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、武

力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的被害 

４ 災害即

報 

災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含

む。）について報告すること。 

(1)一般基準 1)災害救助法の適用基準に合致するもの 

2)都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

3)災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害

は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じ

ているもの 

4)気象業務法第 13条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特

別警報が発表されたもの 

5)自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2)個別基準 ア地震 1)地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度

５弱以上を記録したもの 

2)人的被害又は住家被害を生じたもの 
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区 分 即 報 基 準 

イ津波 1)津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

2)人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ風水

害 

1)崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家

被害を生じたもの 

2)洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、

人的被害又は住家被害を生じたもの 

3)強風、竜巻等の突風等により、人的被害又は住家被害を

生じたもの 

エ雪害 1)積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたも

の 

2)積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたも

の 

オ火山

災害 

1)噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

2)火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3)社会的影

響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に

取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告する

こと。 

(2) 消防庁への直接即報基準 

 特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当するおそれがある場合を含

む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

区 分 即 報 基 準 

１ 火災等

即報 

ア 

交通機関の火

災 

消防庁への即報基準表の１火災等即報の（2）個別基準のア火災のウ）交

通機関の火災に同じ。 

イ 

石油コンビナ

ート等特別防

災区域内の事

故 

消防庁への即報基準表の１火災等即報の（2）個別基準のイ石油コンビナ

ート等特別防災区域内の事故 1)危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は

爆発事故、2)危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要と

するものに同じ。 

ウ 

危険物等に係

る事故（イの

石油コンビナ

ート等特別防

災区域内の事

故を除く。） 

1)消防庁への即報基準表の１火災等即報の（2）個別基準のウ危険物等に

係る事故 1)死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生し

たもの、2)負傷者が５名以上発生したものに同じ。 

2)危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の

施設内又は周辺で、500平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

3)危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次

に該当するもの 

①海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

②500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

4)市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えい

で、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

5)市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

エ 

原子力災害等 

消防庁への即報基準表の１火災等即報の（2）個別基準のエ原子力災害等

に同じ。 

オ 

ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

カ 

爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの（武

力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 
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２ 救急・

救助事故即

報 

死者及び負傷者の合計が 15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

1)列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

2)バスの転落等による救急・救助事故 

3)ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

4)映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

5)その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

３ 武力攻

撃災害即報 

消防庁への即報基準表の３武力攻撃災害即報の 1)武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）第２条第４項に規定する災害、すなわ

ち、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放

出その他の人的又は物的災害、2) 国民保護法第 172条第１項に規定する緊急対処事態にお

ける災害、すなわち、武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負

傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的被害に同じ。 

４ 災害即

報 

1)地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わ

ない。） 

2)消防庁への即報基準表の４災害即報の(2)個別基準のイ津波、ウ風水害及びオ火山災害の

うち、死者又は行方不明者が生じたもの 

  



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

163 

 

第９節 広報計画 

 

 

■災害対策本部 

 防災危機管理課 

■関係機関 

 県、県警察、消防機関 

 

 地震による災害発生時に、迅速かつ的確に避難行動及び救援活動を実施し、流言飛語等による社会的混乱

を防止するために、県、市町村、防災関係機関及び報道機関等が、協力して行う広報活動について定める。 

１ 基本方針 

(1) 広報活動の目的 

災害発生時における広報活動の目的は、被災者の避難行動及び関係者の救援活動が迅速かつ的確に

行われるよう、その判断を助けるとともに、流言飛語等による社会的混乱を防止することにある。ま

た、災害に対する社会的な関心を喚起し、救援活動又は復興事業に対する社会的な協力を促進する効

果もある。 

(2) 広報活動の対象者 

被災地の住民及び滞在者並びに被災地外の被災地関係者 

(3) 広聴活動の展開 

被災者等の意見・要望を積極的に取り入れ、災害応急対策や復旧活動に反映させるため、様々な手

段を使って広聴活動を展開する。 

２ 市が行う広報 

(1) 役割 

主に被災者に対する直接的な広報活動を行う。 

(2) 広報の内容 

災害発生後、直ちに広報活動を開始し、住民に対して災害に対する正しい情報を提供することによ

り、混乱の発生防止に努めるものとする。 

 

区 分 内        容 

災害情報 
気象警報、災害の発生予想、災害の規模、発生日時・場所及び二次災害の危険性の有無

等とする。 

被害情報 
人的・建物被害の発生及び拡大状況、ライフラインの被害状況、出火防止・人命救助協

力の呼び掛け、被災者の安否等個人情報も含むものとする。 

避難情報 
避難指示、避難誘導及び避難者の状況、市避難所の開設状況、混乱防止の呼び掛けも含

むものとする。 

救護情報 
食料、飲料水及び生活必需品の供給並びに医療機関の活動状況等の救護救助の状況等と

する。 

復旧情報 道路・橋りょう及びライフライン（電気、ガス、水道、電話等）の復旧状況等とする。 

生活情報 
教育・保育に関する情報、災害廃棄物の処理に関する情報、罹災証明書の発行、生活再

建支援に関する情報、入浴・トイレ等の生活関連情報とする。 
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(3) 広報の手段 

市は、広報活動の実施主体として災害情報を迅速に収集、確認、整理し、庁内で共有する。上記の

広報内容を報道機関に公表するとともに、市民等に対し広報車（コミュニティセンター）、防災行政無

線（同報系）、緊急速報メール、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、テレビ、ラジオ、防災ラジオ、

ホームページ、掲示板、広報紙（定期・臨時）及びＳＮＳ（Facebook、ＬＩＮＥ、Twitter）等の情報

伝達手段を活用して広報活動を行う。 

(4) その他 

市は、さまざまな環境化にある市民等及び職員に対して災害に関する情報が確実に伝わるよう、関

係事業者の協力を得つつ、手段の多重化、多様化を検討する。 

３ 報道実施機関と相互連絡体制 

(1) 災害広報の実施内容 

 防災関係機関は、災害発生後、速やかに市民及び報道機関に対し、被害の状況及び復旧の見込み、

当面の応急的措置に関する広報活動を行う。 

 また、憶測による人心不安やデマ情報による社会秩序の混乱を最小限にとどめるとともに、災害に

対する社会的な関心を喚起し、救援活動又は復興事業に対する社会的な協力を促進する効果もあるた

め様々な手段を使って広報活動の取り組みに努める。 

 なお、各防災関係機関は、その管轄事項で市民に必要となる事項を広報する。 

(2) 実施機関と相互連絡体制 

 各災害の広報活動に関係する機関は、災害情報の一元化及び共有化を行うため、相互に連絡を取り

合う。（防災関係機関連絡先は、「資料編」参照） 

(3) 広報活動の時系列区分 

 災害広報活動は、時系列区分を基本として実施するものとし、各段階においての広報は、次の事項

を重点として行う。 

 

時系列 広  報  内  容 

第１段階 

災害発生直後 

 

地震発生後 

概ね３～４時間以内 

〇災害に関する情報、地震発生情報（震度、規模等） 

〇避難情報の発令 

〇二次災害防止の避難指示 

〇市内の被害状況の概況 

〇市の活動体制及び応急対策実施状況に関すること 

・災害対策本部の設置 

・避難所、救護所の設置 

・その他必要な事項 

第２段階 

災害応急対策 

初動期 

 

地震発生後 

概ね２日以内 

〇人的・建物被害、公共施設・公共土木施設の被害状況 

〇ライフラインの被害状況と使用に関する注意 

〇交通規制情報 

〇避難所に関する情報（避難者数等） 

〇市民等の安否情報 

〇水や食料、生活物資供給に関する情報 

〇保育所の休園や学校の休校等に関する情報 

〇社会福祉施設等の稼動状況、受け入れ状況に関する情報 

〇災害廃棄物の処理に関する情報 

〇その他、応急対策に必要な情報 

第３段階 

災害応急対策 

本格稼動期 

〇被災相談に関する情報（罹災証明書の発行等） 

〇被害状況及び応急対策実施状況に関すること 

・避難所・救護所の開設状況 
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地震発生後 

概ね３日目以降 

・応急給水、応急給食及び物資配給等の実施状況 

・生活再建、仮設住宅、医療、教育及び復旧・復興計画に関する情報 

〇生活関連情報 

・ライフラインの復旧状況 

・食料品、燃料、生活必需品の供給状況及び不足している物資等 

・道路交通状況 

〇その他、復旧・復興対策に必要な情報 

(4) 同報系防災行政無線の整備及び活用 

 同報系防災行政無線は、屋外スピーカーや戸別受信機を通じ、避難場所、防災拠点及び各家庭にお

いて、市民が防災情報を迅速かつ正確に取得するための重要な手段となっている。市は、この同報系

防災行政無線を活用することにより防災対策の向上を図るものとする。 

(5) 災害及び広報の記録・保存 

 市は、広報活動資料及び災害を記録した写真、その他関係資料等を収集し保存する。 

４ 報道機関への発表 

市は、本市の被害状況、応急対策状況、復旧状況等を市民等へ迅速、円滑、的確に伝達するため、報道

機関への情報提供を行うものとする。 

対象とする報道機関は、市内に放送局を持つテレビ、ラジオ各局及び記者クラブ加盟の各新聞社とする。 

（米沢記者クラブ名簿は、資料編１７参照） 

(1) 手段と順序は、次のとおりとする。 

① 第１段階 電子メール 

② 第２段階 ＦＡＸ 

③ 第３段階 本庁舎３階の記者倶楽部室又は秘書広報課において文書配布する（ＦＡＸが不通の

場合）。 

(2) 市は、報道関係機関に対する発表は、記者会見場を適宜設置し、定期的に実施する。 

(3) 市は、緊急を要しかつ放送以外に有効な通信、伝達手段が取れない場合は、原則として県を通じて

放送機関に対して放送要請を行う。なお、要請は、放送依頼の理由、内容及び日時等を明らかにし、

誤報防止のため極力文書で行う。 

５ 被災者等への情報伝達活動 

(1) 被災者への情報伝達 

市及び県は、被災者のニーズを十分把握し、地震の被害、余震の状況、二次災害の危険性に関する

情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、

それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者

に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するよう努める。 

なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した伝達を行う。 

市及び県は、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることにかんがみ、情報を提

供する際に活用する媒体に配慮する。 

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する

情報についてはチラシの貼り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提

供がなされるよう努める。 

(2) 県民への的確な情報伝達 

県及び市は、県民全体に対し地震の被害、余震の状況、安否情報、交通施設等の復旧状況、支援物

資の取扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達する。 
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６ 安否情報の提供 

市及び県は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者の権利利益を不当に侵害す

ることのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に

支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

市及び県は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係地方公共団体、消防機関、県警

察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中に、配偶者からの暴力を受け加

害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者等が含まれる場合は、その加害者に居所が知られることの

ないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底する。 

(1) 市は、死亡者、行方不明者等の個人に関する情報を把握し、安否情報として提供する。なお、行

方不明者等の安否情報については、必要により報道機関の協力を得て公表する。 

(2) 県は、市と連携して、「災害発生時における情報の公表に関するガイドライン」により安否情報を

提供する。 

(3) 通信事業者は、地震災害により通信設備が被害を受け電話が輻輳し繋がりにくくなった場合、被

災地内外からの安否確認に対応するため、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板等を開設する。 

７ 広報活動実施上の留意点 

(1) 市は、避難所等において視覚・聴覚障がい者等にも情報が十分に伝わるよう、必要に応じて、点

字、音声、ラジオによる伝達、文字や絵を組み合わせた情報の伝達、掲示板、文字放送テレビの設

置、手話通訳者、誘導員等の配置等の措置を講ずる。 

(2) 市及び県は、外国人の被災者のために、関係機関と協力して、通訳者の配置、図やイラストの使

用、多言語及びピクトグラムによる表示・放送等の措置に努める。 

(3) 市及び県は、被災地から一時的に退去した被災者にも、生活再建及び復興計画等に関する情報が

十分に伝わるよう、情報伝達経路の確保に努める。 

８ 広聴活動 

広域的災害発生時において、甚大な被害が生じた場合には、人心の動揺、混乱により社会不安のおそれ

があるため、被災者の生活相談や援助業務等の広聴活動を行い、応急対策・復旧対策に住民の要望等を反

映させることとする。 

(1) 実施体制 

① 平常時の広聴機能に加え、被災者の要望等を把握するため、必要に応じて市庁舎の市民相談室

に臨時の相談窓口を設置するものとする。 

② 業務の所管は、「災害時職員行動マニュアル（本編）」の定めるところによる。 

③ 臨時相談窓口を設置した場合は、その旨を十分に広報する。 

(2) 要望等の処理 

① 相談要望、苦情等を聴取し、速やかに各機関に連絡し、早期解決に努力する。 

② 処理方法の正確性を図るため、聴取用紙等を備える。 
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第 10 節 避難計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、秘書広報班、学校教育班 

■関係機関 

 警察署、消防機関、市民（自主防災組織、町内会） 

 

 地震後さらに続いて起こる地震、地震に伴う建物倒壊、火災や土砂崩れなど複合的な災害から地域住民

の生命・身体等を保護するための、住民等の自主的な避難並びに市及び防災関係機関が実施する避難活動

等について定める。 

１ 避難所及び避難場所の整備 

市は、基本法第 49条の４から第 49条の９までの規定に基づき、災害の危険が切迫した緊急時において

市民等の安全が確保される指定緊急避難場所を確保するため市避難場所を指定し、避難者が避難生活を送

るための避難所を確保するため指定避難所及び福祉避難所を指定する。 

また、地区集会所や事業所等の了解を得て予め定めた屋内の施設を一時避難所（地区避難所）、同様に屋

外の施設を地区避難場所として活用する。 

なお、避難者を受け入れる施設としては指定避難所及び地区避難所を基本とするが、一定の時間の経過

に伴い、災害及び避難者の状況、当該施設が本来持つ役割その他の事情を考慮し避難所の集約を図るほか、

特定の地区又は他市町村からの大人数の避難者及び帰宅困難者が発生した場合等の対応のため、大規模な

市有施設等を避難所として開設するものとする。 

２ 避難所及び避難場所の指定 

(1) 指定避難所の指定 

市は、避難者を一定期間受け入れて保護するため、基本法第 49条の７の定めるところにより、同

上第１項に定める指定避難所として、本市に所在する施設で、法の基準を満たす次に掲げるもののう

ちから、市避難所を指定するものとする。なお、耐震性が確保されていない施設については、原則と

して指定しないものとする。 

ア コミュニティセンター 

イ 公民館 

ウ 小学校の体育館等 

エ 中学校の体育館等 

オ 市営体育館、武道場 

カ 県立高校の体育館等 

キ 私立高校の体育館等 

ク 国立大学法人が設置する大学の体育館等 

ケ 県が設置する短期大学の体育館等 

コ 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて市避難所を開設する必要がある施設 

この場合において、学校を市避難所として指定するときは、学校が教育活動の場であることに配慮

し、学校施設の避難所等としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利

用方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。以下避難場

所を指定する場合も同様とする。 

 

※市指定避難場所については、「資料編」参照 
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(2) 指定避難場所の指定 

市は、災害による危険から避難してきた住民等が、危険が去るまでの間、一時的に滞在するため、

基本法第 49条の４の定めるところにより、同条第１項に定める指定緊急避難場所として、災害の種

別ごとに、この市に所在する施設で、法の基準を満たす次に掲げるもののうちから、一時避難場所を

指定するものとする。 

ア コミュニティセンター 

イ 公民館 

ウ 小学校の体育館、グラウンド等 

エ 中学校の体育館、グラウンド等 

オ 市営体育館、武道場 

カ 県立高校の体育館、グラウンド等 

キ 私立高校の体育館、グラウンド等 

ク 国立大学法人が設置する大学の体育館、グラウンド等 

ケ 県が設置する短期大学の体育館、グラウンド等 

コ 市が管理する公園、児童遊園、緑地及び公共空地等 

サ 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて一時避難所を開設する必要がある施設 

(3) 市避難所及び市避難場所の受入人数 

市避難所及び市避難場所の受入人数は、避難者の居住に有効な面積のうち１人あたり４平方メー

トル以上、市避難場所は避難者の滞在に有効な面積のうち１人あたり２平方メートル以上を確保す

ることを基準に算定するものとする。 

３ 地区避難所及び地区避難場所の活用 

(1) 地区避難所 

地区避難所は、地区集会所又は自主防災組織（自主防災組織が設立されていない場合にあっては、

町内会・自治会。この節において同じ。）が施設管理者から避難所としてあらかじめ了承を得た施設

（周辺の民間施設等）で、災害発生時において避難所として有効に活用することができるものとす

る。 

なお、地区避難所は、耐震性が十分でない地区避難所にあっては地震の際に、浸水想定区域、土砂

災害警戒区域その他災害の危険が及ぶことが想定される区域内の地区避難所にあっては、それぞれ

洪水、土砂災害その他災害の際に、活用しないこととする。以下地区避難場所においても同様とする。 

(2) 地区避難場所 

地区避難場所は、地区集会所の広場又は自主防災組織が施設管理者から避難場所としてあらかじ

め了承を得た場所（周辺の民間施設等）で、災害発生時において避難場所として有効に活用すること

ができる場所とする。 

(3) 地区避難所及び地区避難場所の確保、開設及び運営 

地区避難所及び地区避難場所の確保、開設及び運営については、原則として自主防災組織が主体と

なり行い、市は、必要に応じ可能な範囲において、その支援に努めるものとする。 

(4) 市避難所への集約 

地区避難所の運営はおおむね３日間を基本とし、その状況に応じ、指定避難所への避難者の集約を

図るものとする。 

４ 大規模な市有施設の活用 

(1) 米沢市営体育館 
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次に掲げる場合は、大人数の避難者を受け入れる避難所として、米沢市営体育館を活用するものと

する。 

ア 災害の発生後一定時間が経過し、各地区に開設した指定避難所の避難者を集約する場合におい

て、大人数の避難者を受け入れる必要が生じた場合。 

イ 風水害又は土砂災害が発生し、又は発生するおそれがあり、その地区内の指定避難所又は地区

避難所への避難が困難である場合において、当該地区に居住する者等を一体として受け入れる

必要が生じた場合 

ウ 他市町村から本市に大人数の避難者が避難する場合 

５ 市民等の自主的な避難 

 地震発生時においては、その人的被害を最小限に抑えるために気象や地域の状況に注意し、行政の出す

避難指示等に的確に対応することが必要である。また、最悪孤立しても救助を待つまでの間、最低限の食

料、飲料水の備蓄や携帯ラジオ等の用意を自ら行うものとする。 

(1) 自主的避難の開始 

 市民等は、危険が切迫し又は現実に被災したことにより自主的に避難する場合は、近隣住民にも状

況を伝達するとともに、市へ避難先、避難人数等を連絡するように努める。 

 また、危険の切迫により避難する際は、できるだけ近隣住民がまとまって行動し、高齢者等の要配

慮者の安全確保と避難の補助等を心掛ける。 

(2) 市の支援措置 

 市は、市民等から自主的避難を開始した旨の連絡を受けた場合は、直ちに職員等を被災地あるいは

危険が切迫している地域に派遣し、避難行動の支援及び指定避難所の開設等の措置を行う。指定避難

所は、あらかじめ鍵の所有者（市職員、学校関係者、施設管理者等）を把握しておき、市民が自主的

に避難してきた場合に、直ちに受け入れられるようにしておく。 

６ 行政の避難指示等に基づく避難 

(1) 危険の覚知及び情報収集 

ア 市、県及び防災関係機関は、地震等の情報を収集するとともに、所管区域内のパトロールを強化

して危険箇所の把握に努めることで、避難指示等を適切なタイミングで発令するよう留意する。 

国及び県は、市から求めがあった場合には、避難指示等の対象地域、判断時期等について助言す

る。 

また、県は、時機を失することなく避難指示等が発令されるよう、市に積極的に助言する。 

市は、避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確保に努める。 

イ 市及び県は、その後の地震活動による建築物等の倒壊及び宅地の崩壊に関して、建築技術者等に

よる被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い、必要に応じて応急措置を行

うとともに、災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する。また、県は、

建築技術者等の派遣により、積極的に市の活動を支援する。 

ウ 土砂災害防止法第 28 条、第 29 条及び第 31 条に基づき、大規模な土砂災害が急迫している状況

において、市が適切な避難指示の発令の判断等を行えるよう特に高度な技術を要する土砂災害につ

いては国が、その他の土砂災害については県が、被害の想定される区域・時期を調査し、情報を市

町村に通知するとともに、一般に周知する。市は、その情報を基に速やかに避難指示を発令する。 

エ 県は、避難者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共

機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、避難者

の運送を要請する。 
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(2) 警戒レベル及び避難情報の説明 

警戒 

レベル 
避難情報 状 況 住民等がとるべき行動等 

１ 
早期注意情報 

（気象庁が発表） 

気象状況の悪化の

おそれ 

災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害

への心構えを高める。 

２ 
大雨・洪水注意報 

（気象庁が発表） 
気象状況の悪化 

自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅等の災害リスク、指

定緊急避難場所・指定避難所の場所や避難経路、避

難のタイミング等を再確認する。 

３ 
高齢者等避難 

（市町村長が発令） 
災害のおそれあり 

高齢者等（※）は危険な場所から避難 

（※）避難を完了させるのに時間を要する住宅又は

施設を利用する高齢者等及びその人の避難を支

援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を

控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の

準備、自主的に避難するタイミング。 

４ 
避難指示 

（市町村長が発令） 
災害のおそれ高い 

危険な場所から全員避難 

（立退き避難又は屋内安全確保） 

５ 
緊急安全確保 

（市町村長が発令） 
災害発生又は切迫 

命の危険 直ちに安全確保 

指定避難所等への立退き避難することがかえって

危険である場合、緊急安全確保する。 

(3) 避難実施の決定及び必要な措置 

ア 避難指示等の実施者 

 避難指示等の発令は、基本法第 60条に基づき、原則として市長が実施する。 

市は、避難指示等を発令する際に、国又は都道府県に必要な助言を求めることができるよう、連

絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の

確保に努め、必要な準備を整えておく。 

避難指示等の発令は、市長の他、法令に基づき知事、警察官、海上保安官、災害派遣を命ぜられ

た部隊等の自衛官が実施する場合もある。 

具体的には、次の表のとおり。 

実施責任者 指示等 災害の内容 実施要件 根拠法 

市長 指示 災害全般 
生命・身体の保護、災害拡大の防止のため

特に必要があると認めるとき 
基本法第 60条他 

警察官 指示 災害全般 

市長等が避難のための措置を行ういとま

がないとき、あるいは市長から要請があっ

たとき 

基本法第 61条 

警察官職務執行

法第 4条 

自衛官 指示 災害全般 
警察官がその場にいない場合は警察官職

務執行法第４条の執行権限を有する。 
自衛隊法第 94条 

知事又はその命

を受けた職員※ 
指示 

洪水及び 

地すべり 

著しい危険が切迫していると認められる

とき  

水防法第 22条 

地すべり等防止

法第 22条 

消防長又は消防

署長  

区域を設定

し立入制限 
火災 

火災の延焼拡大・ガス飛散の拡大が急速

で、人命に著しく危険が切迫している場合 

消防法第 23 条の

2 

※ 知事は、災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長の

事務を、市長に代わって行う｡ 

(4) 避難指示等の判断基準 

市民の生命・身体の保護、災害拡大の防止のため特に必要があると認めるとき。 

（具体的には） 

ア 豪雨、台風等の災害に関する通報があり、避難を要すると判断された場合 
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イ 避難判断水位（高齢者等避難の判断の目安）、はん濫危険水位（避難指示等の判断の目安）に達し、

避難を要すると判断された場合 

ウ 土砂災害警戒情報、特別警報が発令され、避難を要すると判断された場合 

エ 地すべり等により著しい危険が切迫している状況 

オ 火災が随所に発生し、人的災害が予測される地域 

カ 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

キ 余震の発生による危険地域（ガケ崩れの恐れ、池等の堤の決壊の恐れ等） 

ク 各種火山情報が出され避難を要すると判断される状況 

ケ 避難路の断たれる危険のある地域 

(5) 伝達方法 

伝達の区分 発信者 要請先 手 段 等 

ア 防災行政無線 

（同報系） 

災害対策本部 一斉放送又は該当地域への放送 

イ 緊急速報メール 災害対策本部 携帯電話キャリア 携帯電話、スマートフォンへの緊急速報

メール送信（Docomo、au、 Softbank） 

ウ インターネット 災害対策本部 市公式ホームページ 

ＳＮＳ（Facebook、LINE、Twitter等） 

Ｌアラート（公共情報コモンズ） 

エ 車両 災害対策本部 市、各コミュニティ

センター 

拡声器付車両（防犯パトロール車、コミ

セン広報車）を動員 

オ 放送 災害対策本部 放送事業者 放送協定等に基づき放送要請 

㈱ニューメディア（９ｃｈ割込み・エフエムＮＣＶ 83.4MHz） 

カ 広域消防・市消

防団 

災害対策本部 消防署・市消防団 消防無線 → 消防車の巡回 

キ サイレン 災害対策本部 市消防団 市消防団のサイレン塔（手動） 

ク 電話 災害対策本部 防災行政無線（同報系）の電話応答サー

ビス（0238-23-8767） 

ア 市は、避難行動要支援者への避難指示等にあたっては、あらかじめ指定した避難支援者、地域の

消防団、自主防災組織等を通じ確実に伝達する。 

イ 市は、危険の切迫性に応じ避難指示等の伝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、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などにより、市民の積極的な避

難行動の喚起に努める。 

 (6) 具体的な発表内容 

ア 発令者 

イ 発令日時 

ウ 避難情報の種類 

エ 対象地域および対象者 

オ 避難場所 

カ 避難の時期・時間 

キ 避難すべき理由 

ク 住民のとるべき行動や注意事項 

ケ 避難経路または通行できない経路 

(7) 避難誘導 

市は、避難誘導に当たっては、避難場所及び避難経路や避難先、災害危険箇所等（浸水想定区域、

土砂災害警戒区域、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。 

市、消防機関及び県警察による誘導にあたっては、可能な限り町内会、職場、学校等を単位とした

集団避難に努める。 
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また、避難行動要支援者の避難誘導等が避難行動要支援者名簿及び個別計画に基づき適切に実施さ

れるよう必要な措置を講じる。 

市 

・地域又は自主防災組織、町内会単位に避難集団を形成するため、米沢警察署及び消防機関

の協力を得て、指定避難所等に誘導員を配置して市民等誘導する。 

・必要に応じて、県に対し自衛隊の災害派遣要請を依頼し、避難への応援を依頼する。 

消防機関 

・避難指示等が発令された場合は、被害の規模、道路橋梁の状況、火災の拡大方向及び消防

隊の運用を勘案し、最も安全と思われる方向を市及び警察署に通報する。 

・避難が開始された場合は、消防吏員及び消防団員をもって市民の避難を誘導する。 

県警察 ・避難誘導にあたっては、避難道路の要所に誘導員を配置して避難者の通行を確保する。 

(8) 避難道路の安全確保 

ア 市は、迅速かつ安全な避難を確保するため、職員を派遣し、道路管理者及び警察官等の協力を得

て、避難道路上にある障害物を排除する。 

イ 市は、必要に応じて、県知事に対して、車両及びヘリコプター等の支援を要請する。 

７ 警戒区域への立入制限・禁止及び区域外への退去命令 

(1) 警戒区域設定の権限 

 災害の種類に応じた警戒区域設定権者は次のとおりである。 

 ただし、知事は、市長が事務の全部又は大部分を行うことができないと認める場合は、警戒区域設

定の全部又は一部を代行する。 

災害種別 設定権者 実施の基準 

災害全般 

市長又はその委任を受

けて市長の職権を行う

市の職員 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、特に

必要があると認めるとき。（法第 63条）。 

警察官 

市長又はその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場

にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき。（法第 63

条） 

災害派遣を命じられた

部隊等の自衛官 

市長又は市長の職権を行うことができる者がその場にいない

場合に限る。（法第 63条） 

火 災 

消防長・消防署長 

ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し

た場合で、火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ人命又

は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときに

火災警戒区域の設定（消防法第 23条の２） 

消防吏員・消防団員 火災の現場において消防警戒区域の設定（消防法第 28条） 

警察官 
火災の現場において消防警戒区域の設定について、消防吏員又

は消防団員が火災の現場にいないときに限る。（消防法第 28条） 

水 災 

水防団長・水防団員 

消防機関に属する者 

水防上緊急の必要がある場所において、警戒区域を設定（水防

法第 21条） 

警察官 
水防団長、水防団員、消防機関に属する者がいないとき、又は

これらの者から要求があったとき。（水防法第 21条） 

(2) 警戒区域の設定と周知 

 警戒区域の設定は、権限を有する者が現場においてバリケードや規制ロープの展張等の事実行為と

して行うとともに、警戒区域内への立入りの制限・禁止及び区域内からの退去については、拡声器等

による呼びかけや看板等の設置により周知を図る。 

 また、警察官又は自衛官が、市長に代わって警戒区域の設定を行った場合は、直ちにその旨を市長

に通知しなければならない。 

(3) 避難所への受入れ 

 市長は警戒区域の設定により一時的に居所を失った市民等がある場合、必要に応じて避難所を開設
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しこれらの者を受入れる。 

８ 帰宅困難者、外国人、旅行者等土地不案内者に対する避難情報等の提供 

(1) 帰宅困難者に対する避難情報等の提供 

 市、県及び公共機関は、公共交通機関が運行を停止するなど自力で帰宅することが困難な帰宅困難

者に対し、「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段につ

いて平時から積極的に広報するとともに、多様な手段、経路を通じて避難所に関する情報や道路状況、

鉄道等の交通の運行、復旧状況等帰宅手段に関する情報を提供するよう努める。 

(2) 外国人、旅行者等土地不案内者に対する避難情報等の提供 

 市、県及び公共機関は、地理に不案内で、かつ日本語の理解も十分でない外国人及び地理に不案内

な旅行者、出張者に対し多様な言語及び手段、経路を通じて避難所に関する情報や鉄道等の交通の運

行、復旧状況等移動手段に関する情報を提供するよう努める。 
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第 11 節 避難所運営計画 

 

 

■災害対策本部 

 環境生活班、社会福祉班、教育総務班、社会教育班、文化班、スポーツ班、学校教育班 

■関係機関 

 県、社会福祉協議会、市民（自主防災組織、町内会）、ボランティア等 

 

 市は、災害が発生した場合に、開設する避難所の的確かつ円滑な運営を図る。 

１ 避難所運営計画フロー 

 

 

 

 

 

避難所への受入れと必要な措置 

避難所の開設 

開設初期に必要な措置 

開設に関する周知及び報告 

 

避難所の運営管理 

運営管理体制の確立 

情報伝達 

物資・サービスの提供 

 

避難後の状況の変化に応じた措置 

避難者が増え続ける場合 

更に危険が迫った場合 

危険が去った場合 

避難が長期化する場合 

２ 避難所への受入れと必要な措置 

(1) 避難所の開設 

 市は、住民に避難指示等を発令した場合、又は避難場所に避難した住民を、家屋の倒壊等によりさ

らに避難所へ受け入れる必要が生じた場合は、指定避難所の管理者に連絡し、原則として屋内施設に

避難者を受け入れるよう指示するとともに、速やかに市職員を指定避難所に派遣し、迅速な開設に努

める。なお、避難所の開設に当たっては次の事項に留意する。 

ア 災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。なお、避難

所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 

イ 避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を

適切に県に報告し、県はその情報を国（内閣府等）に共有するよう努める。併せて、令和２年にお

ける新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策徹底や、避

難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入

れた開設・運営に努める。 

ウ 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要配慮者のため、必要に応じて福祉

避難所を開設する。 

地震発生等 
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エ 特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページやアプリ

ケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努める。 

オ 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、

ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーショ

ン等の多様な手段を活用して周知するよう努める。特に、要配慮者に配慮して、被災地域以外の地

域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 

さらに、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等要配慮者に配慮して、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。 

カ 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる 場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討する。 

キ 災害救助法が適用された場合の開設期間は、原則として災害発生の日から７日以内に限られるが、

期間を延長する必要がある場合は、知事に要請し所要の手続き(知事は内閣総理大臣の同意を得た

うえで期間を定める。)をとる必要がある。 

(2) 避難所指定職員（行政担当者） 

本部長（市長）は、指定避難所を開設し市民を受入したときは、指定避難所ごとに指定避難所及び

避難者の管理並びに災害対策本部との連絡を行うための避難所指定職員（行政担当者）を置くものと

する。避難所指定職員は、市職員のうちからあらかじめ本部長（市長）が命ずるものとする。 

指定避難所の対応にあたっては、避難所開設運営マニュアル等を利用する。 

(3) 避難所の運営 

ア 指定避難所の運営については、自主防災組織、町内会等の地域組織、防災士、ボランティア、避

難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力を得て行う。 

イ 自主防災組織、町内会等の地域組織、防災士、ボランティア、外部支援者等は、指定避難所の運

営に関して市に協力するとともに、役割分担を確立し、相互扶助の精神により秩序ある避難生活の

維持に努める。 

ウ 被災者が自主的、自発的に指定避難所の運営組織を立ち上げ、指定避難所生活のルール作りや生

活環境を向上するための活動を行えるよう、市や施設管理者が支援を行う。自主運営組織を立ち上

げる際には、女性の参画を求めるとともに、若年、高齢者、障がい者等の意見を反映できるものと

する。 

エ 指定避難所は、地域の防災拠点としての性格も合わせ持つことから、発電機や電気自動車等を活

用した非常電源確保に務めるとともに、ライフラインの支障などにより物資の確保が困難な被災者

への物資の配布拠点となることも考慮して、運営を行う。 

オ 災害時において、感染症の発生や拡大がみられる場合は、保健所とも連携し、避難所において必

要な感染症対策を講じるものとする。 

カ 指定避難所におけるペットの避難スペースを確保するとともに、獣医師会等関係団体から必要な

支援を受けられるよう連携に努める。 

(4) 開設初期に必要な措置 

ア 避難者数の把握 

 市は、避難住民の代表者等と協力して、避難者の受付台帳を作成し、避難者の人数及びその内訳

（男女別・年齢別等）を把握する。また、避難所以外で生活している被災者も想定されるため、こ

れらの被災者に係る情報の把握に努める。（民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービ

ス事業者等は、要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について市に提供するよう努

める。） 

イ 避難所の運営リーダーの選出 

 市は、避難所の避難者、地域住民、施設管理者、自主防災組織及びボランティア等の中から統率

力、実行力及び判断力を有する者を運営リーダーとして選出する。 
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ウ 物資等の調達 

 市は、避難所の状況を確認後、必要とする物資等の調達を早急に行う。なお、初期段階で特に必

要な物資としては、次のようなものが考えられるが、早期に調達することが困難な状況も想定され

ることから、避難所毎又はその近傍の地域完結型の備蓄施設を確保し、必要最低限の物資を備蓄し

ておくように努める。特に、災害発生時に孤立化が懸念される集落においては、重点的に備蓄を行

うよう努める。 

(ｱ) 食料品（パン、おにぎり等すぐ食べることのできるもの） 

(ｲ) 毛布 

(ｳ) 日用品（マスク、消毒液、紙コップ、紙皿及び割り箸） 

(ｴ) 医薬品 

(ｵ) 生理用品 

(ｶ) 暖房器具、カイロ（冬期の場合） 

(ｷ) 簡易トイレ（トイレットペーパー） 

(ｸ) 飲料水 

(ｹ)  燃料 

エ 通信手段の確保 

 市は、避難所との通信手段として、令和 3年度に防災行政無線（移動系）を整備している。 

   オ 避難所以外で生活している被災者への配慮 

     市及び県は、避難者の事情により避難所外で車中泊を行っているなどやむを得ず避難所に滞在す

ることができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実

施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(5) 開設に関する周知及び報告 

 市は、指定避難所を開設した旨を速やかに住民等に周知徹底するとともに、警察機関及び消防等関

係機関に設置場所及び設置期間等を周知し、避難所に受け入れるべき者を誘導し保護する。 

 また、避難所開設に係る次の事項を県に速やかに報告する。 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 開設箇所数及び避難所の名称 

ウ 避難者数 

３ 避難所の運営管理 

 市は、避難所となった施設の管理者等の協力を得て、次により避難所が円滑に運営されるよう管理する。 

(1) 運営管理体制の確立 

 市は、避難施設の管理者及び避難所の運営リーダーと協議し、女性を含めた避難所運営委員会を設

置し、運営管理に協力を依頼する。避難所の運営に際しては、「米沢市避難所開設・運営マニュアル」

に従い、市、施設管理者及び女性を含めた避難者の三者が協力して避難所を運営する。 

 ただし、大規模かつ突発的な災害や休日の夜間や早朝などの場合に際しては、避難してきた市民は

初期の避難者の中から代表を選んで応急的に避難所の開設と運営を行う組織を作り、この組織のもと、

行政担当者や施設管理者が不在の場合でも、無秩序な施設への侵入を防ぎ、避難所の安全確認後に、

避難者を施設内へ誘導する。 

 なお、避難者は自らによるお互いの助け合いや協働の精神に基づき、適切な運営に努める。 
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＜避難所運営の流れ＞ 

【①初動期】(災害発生直後) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②展開期～安定期】 

 

 

 

 

 

 

 

【③撤収期】(周辺の電気・ガス・水道復旧後) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 情報伝達 

 市は、避難所運営委員会と協力し、避難者に対して被害状況、安否情報及び生活情報等を口頭で説

明するほか、テレビ、ラジオを設置することなどにより情報を提供する。 

また、東日本電信電話株式会社山形支店に対し、特設公衆電話の設置を要請し、避難所における通

信手段の確保に努める。 

(3) 物資・サービス等の提供 

 市は、「避難所運営委員会」を通して避難者のニーズを把握し、必要な物資・サービスを提供する。

また、日本赤十字社も奉仕団を避難所に派遣し、物資・サービスの提供に努める。 

 

＜避難所運営の注意点＞ 

事務所の設置 
避難所内に「事務所」の看板を設置し、避難した市民に対して事務所責任者の所在

を明らかにする。 

避難者名簿の作成 

避難した市民の受入れを行った際には、各世帯単位で名簿を作成する。 

避難所の管理者は、避難者名簿及び避難状況を速やかに整理し、災害対策本部への

報告及び避難所において掲示板等への掲示を行う。 

また、行方不明者については災害対策本部の指示により捜索方針を決定する。 

（救助実施記録日計票（様式第 24号）、避難所収容者名簿（様式第 25号）、避難所

設置及び収容状況簿（様式第 26号）） 

                                                            

 

                                                  

 

 

                                

 

 

応急的な避難所運営組織の立上げ 

                                

                           
避難所の安全確認 

避難所の開設 

行 政 担 当 者 

施 設 管 理 者 初 期 避 難 者 

 

         

                                              

                                                    

                                    

 

米沢市 

災害対策

本部 

行 政 担 当 者 

施 設 管 理 者 

後方支援 本格的な避難所運営組織の設置 

避難所運営 

委員会の設立 

 ～本格運営 

避 難 者 代 表 

 
避難所運営委員会 

  ―→ 避難者の減少に伴い委員会の解散 

 
避難所縮小 

避難所閉鎖 

行 政 担 当 者 

施 設 管 理 者 

避 難 者 代 表 

自主防災組織 
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居住区域に基づく 

割り振り 

可能な限り町内会ごとにまとまるよう指示する。さらに、まとまりごとに代表者、

食料運搬係、連絡係等を選出する。 

ルールの確立と 

明示 

避難所におけるルールを決め、順守するように避難した市民等に周知する。その際、

張り紙などにして避難所内に明示しておく。 

４ 避難後の状況の変化に応じた措置 

(1) 避難者が増え続ける場合 

 市は、地区外からの避難者の流入等により、避難所の受け入れ可能人員を超えるおそれがあると判

断した場合は、受け入れ人員に余裕ある他の避難所又は新たに開設する避難所で受け入れられるよう

手配し、避難者にその旨を伝達するとともに、必要に応じて移動のための車両等を手配する。 

 また、市の避難所だけでは不足する場合、又は要配慮者を市以外の社会福祉施設等に避難させる必

要がある場合は、被災地外の市町村に被災者の受入れを要請し、又は県（置賜総合支庁及び福祉事務

所）にあっせんを依頼する。 

(2) 更に危険が迫った場合 

 市は、被害が拡大し、避難所にも危険が及ぶと判断したときは、必要に応じ県及び県警察等に避難

者移動用の車両、舟艇及びヘリコプター等の提供を依頼する等、輸送手段を確保し、速やかに避難者

を他の安全な避難場所等へ再避難させる。また、県は、必要に応じ自衛隊に協力を要請する。 

(3) 危険が去った場合 

 市は、被害の拡大が沈静化した場合は、避難所運営委員会を通して避難者に連絡するとともに、避

難指示等を発令していた場合は、その解除について、関係機関と協議して判断する。 

避難者は、避難所から退去する場合は、必ず避難所に届け出る。また、避難所運営委員会は、避難

者の退去状況を、逐次市に連絡する。 

(4) 避難が長期化する場合 

 市は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、ホテル・旅館

等への移動を避難者に促すとともに、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅

速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避

難所の早期解消に努める。 

５ 避難所運営に係る留意点 

(1) 市のとるべき措置 

ア 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努め、同行避難があ

った場合の対応について具体的な検討を進めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支

援が受けられるよう、平時から連携に努めるものとする。また、発災時には、同行避難の状況につ

いて把握に努める。 

イ 指定緊急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、適切に受け入れることとする。 

ウ 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担

当部局と健康福祉部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。また、自宅

療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、県は、市に対し、避難所の運営に必要な情報を

共有するものとする。（第１章第６節１（５）関連） 

エ 市は、市民の避難が数日以上にわたる場合は、避難所運営に当たって次の点（オ）に留意し、特

に、高齢者、障がい者、病人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の処遇について十分に配慮する。また、
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県は、市を積極的に支援するとともに、必要に応じて自らが避難者の保護・救援を図る。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるとともに、

プライバシーの確保状況、、段ボールベッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処

理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態を把握し、必要な措置を講じるよう努める。 

オ 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の健康管理や避

難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよ

う努める。 

(ｱ) 避難者の栄養、健康等 

避難者のニーズに応じ、年齢、性別、サイズ等に配慮した生活必需品（下着、生理用品等）

の確保に努めるとともに、栄養及び健康状態に留意する。また、避難所における感染症拡大防

止に必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬期には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地

の実情を考慮する。 

(ｲ) 衛生、給食及び給水等対策 

a 入浴機会の確保及びごみ処理等の衛生面に十分配慮する。 

b 炊出し施設を設ける等により、応急的な食料供給体制を確保する。 

c 配食等にあたっては、管理栄養士の関与に努める。 

d トイレの確保及び衛生面に十分配慮する。 

(ｳ) 被災者のプライバシー保護、メンタル相談等の対策 

       被災者のプライバシー保護やメンタル相談等の対応について配慮する。 

(ｴ) 要配慮者に配慮した運営、環境整備 

a 掲示板、チラシ、通訳者の配置等要配慮者の特性に応じた多様な情報提供手段を用いる。 

b 食料や救援物資が平等に配分されるように配慮する。 

c 施設のバリアフリー化を図るとともに、要配慮者専用スペースの確保について配慮する。 

d 医療・保健福祉サービスが適切に実施されるよう配慮する。 

 

(ｵ) 避難所運営への女性の参画促進 

       市は、避難所の運営において、男女共同参画の観点から、運営リーダーを男女両方配置する

よう努めるとともに、女性の運営役員への参画など、男性に偏った運営体制とならないように

配慮する。 

(ｶ) 男女のニーズの違い等に配慮 

市は、男女のニーズの違い等男女双方及び性的マイノリティの視点に配慮した避難所の運営

管理に努める。 

特に、女性専用物干し場、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、

男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保など、女性

や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管理に努める。 

市は、指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、

女性専用と男性専用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問

わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起

のためのポスターを掲載するなど、女性や子ども等の安全に配慮するよう努める。また、警察・

病院・女性支援団体との連携のもと被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

(ｷ) 各機関等への協力要請 

市は、避難所運営に際し、必要に応じて、県に対し日本赤十字社山形県支部、山形県医師会、

山形県歯科医師会、山形県看護協会、山形県薬剤師会、山形県栄養士会及びＮＰＯ・ボランテ

ィア等関係機関の協力について要請を行う。また、避難所における正確な情報の伝達、食料、

飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門
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性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。 

(ｸ) 自治的な運営組織の立上げ支援 

避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつ

つ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、

その立ち上げを支援する。 

(ｹ) 地域コミュニティの確保 

市は、避難所運営に際し、避難者を可能な限り町内会等ごとにまとまるよう指示し、避難所

内における地域コミュニティが確保されるよう配慮する。 

(2) 住民の心得 

避難所に避難した住民は、避難所の混乱回避、秩序維持及び生活環境悪化防止のため、次の点に心

掛けるよう努める。 

ア 運営管理チームを中心とした組織の結成とリーダーへの協力 

イ ごみ処理、洗濯及び入浴等生活上のルールの遵守 

ウ その他避難所の秩序維持に必要な事項の遵守 

６ 県設置避難所の運営計画 

広域的な調整を図る視点から県が設置する避難所について、県は市町村が設置する避難所に準じて

運営する。運営にあたっては、要配慮者の多様なニーズや、男女双方及び性的マイノリティの視点に

配慮した滞在場所の運営に努める。 

  



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

181 

 

第 12 節 災害警備計画 

 

 

■災害対策本部 

 環境生活班 

■関係機関 

 警察機関、消防機関 

 

 地震による大規模災害発生時に、住民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するた

め、県警察が行う災害警備活動について定める。 

 なお、本計画に定めないものについては、「山形県警察災害警備実施計画」の定めるところによる。 

１ 災害警備計画フロ－ 

 

 

 

 

 

                             職員の招集・参集 

                             広域的な支援体制 

                             警備体制の種別 

                             災害警備本部等の設置 

                             情報の収集 

                             救出救助活動等 

                             避難誘導等 

                             身元確認等 

                             二次被害の防止 

                              危険個所等における避難誘導等の措置 

社会秩序の維持 

                                                          関係機関との連携  

２ 災害警備体制の確立 

(1) 職員の招集・参集 

 県警察は、大規模な地震が発生した場合、速やかに、あらかじめ定められたところにより職員を招

集させ・参集させ、災害警備体制の確立を図る。 

(2) 広域的な支援体制 

 県警察を管理する公安員会は、被害の規模に応じて、速やかに即応部隊の派遣を求めるとともに、

災害への対応が長期にわたり必要となる場合は、一般部隊の派遣を求める。 

(3) 警備体制の種別 

 県警察の災害に対処する警備体制は、次のとおりとする。 

ア 準備体制 

災害発生のおそれはあるが、発生まで相当の時間的余裕があると考えられる場合 

イ 警戒体制 

地震発生等 

災害警戒体制の確立 

災害警備活動の実施 
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気象警報等が発せられた場合で、災害が発生し、又は発生が予想される場合 

ウ 非常体制 

大規模な災害が発生し、又は発生しようとする場合 

(4) 災害警備本部の設置 

県警察は、警戒体制の種別等に応じて、警察本部、警察署に所要の規模の災害警備本部、災害警備

対策本部（警察本部に限る）、災害警備連絡室を設置する。 

３ 災害警備活動の実施 

(1) 情報の収集 

 県警察は、警察通信の機能を確保し、多様な手段により、災害による人的・物的被害状況を迅速か

つ的確に把握する。 

 また、夜間、荒天時等格別の事情のある場合を除き、ヘリコプターにより上空から被害情報の収集

にあたる。 

(2) 救出救助活動等 

ア 県警察は、把握した被害状況に基づき、迅速に警備部隊を被災地を管轄する警察署等に派遣す 

る。その際、災害発生当初の 72時間は、救出救助活動において極めて重要な時間帯であることを

踏まえ、救出救助活動に人員、装備資機材等を重点的に配分する。 

イ 被災地を管轄する警察署の署長は、自署員、応援派遣職員等により救出救助部隊を速やかに編

成し、管轄区域内の被災状況等を踏まえながら当該救出救助活動部隊の担当区域を決定する。 

  また、消防機関、自衛隊等防災関係機関の現場責任者と、随時、捜索区割り等現場活動に関す

る調整を行い、現場活動が円滑に行われるように配慮する。 

(3) 避難誘導等 

 県警察は、次の事項に留意して地域住民等の円滑かつ安全な避難誘導等に当たる。 

ア 被災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握した上、安全な避難経路を選定し、避難誘導を行

う。 

イ 避難誘導に当たっては、避難行動要支援者に十分配慮する。 

ウ 警察署等に一時的に受け入れた避難住民については、市の避難所の整備が整った段階で当該施

設に適切に誘導する。 

エ 被留置者の避難等の措置につき、迅速に判断し、これを的確に実施する。 

(4) 身元確認等 

  県警察は、地方公共団体等と協力し、必要に応じて他の都道府県警察に支援を要請するなどして、

死体見分の要員・場所等を確保するとともに、遺体の身元確認に資する資料の収集・確保、医師との

連携に配意し、迅速かつ的確な死体見分、身元確認、遺族への遺体の引き渡し等に努める。 

(5) 二次被害の防止 

県警察は、二次災害の危険場所等の把握に努め、把握した危険場所等については、市災害対策本

部に通報して避難指示等の発令を促すとともに、被害発生の危険が急迫した場合には、警察官職務

執行法第４条に基づいて、関係者に対し避難等の措置を講じる。 

(6) 危険箇所等における避難誘導等の措置 

 県警察は、大規模災害発生時に、石油コンビナート等の危険物施設、火災原因となる恐れのある薬

品を管理する施設、ボイラー施設等の危険箇所について、速やかに、大規模な火災、有害物質の漏え

い、爆発等の発生の有無の調査を行う。 

 また、当該施設等の管理者等から二次災害の発生の恐れのある旨通報を受けた場合は、施設内滞在

者及び施設周辺住民の避難誘導や交通規制等災害の拡大を防止するための措置をとる。 
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(7) 社会秩序の維持 

 県警察の社会秩序維持活動は、次のとおりとする。 

ア 被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び集積地における

混乱、避難所内でのトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、

避難所等の定期的な巡回等を行う。 

イ 被災地において発生することが予想される悪質商法等の生活経済事犯、知能犯、窃盗犯、粗暴

犯、暴力団による民事介入暴力等の取り締まりを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努め

る。 

ウ 災害に便乗した犯罪の取り締まりや被害防止に努めるとともに、災害に乗じたサイバー攻撃に

関する情報収集及び県民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

エ 地域の自主防災組織等と安全確保に関する情報交換を行うなど連携を保ち、地域安全情報の提

供や相談所の開設等を行い住民等の不安の軽減に努める。 

(8) 交通規制 

   第２編震災対策編 第２章第 10節「交通輸送関係 第２道路交通計画」により、交通規制を実施

する。 

 (9) 関係機関等との連携 

ア 県・市（災害対策本部） 

  県警察は、県及び市町村災害対策本部に職員を連絡員として派遣し、被災情報、警備状況等に

関する情報の共有を行う。 

イ 消防機関 

  県警察は、火災現場で消防機関が行う消防警戒区域の設定に援助するとともに、相互に連携し 

て被災者の迅速な捜索、救助活動を行う。 

ウ 自衛隊 

  県警察は、必要に応じて、災害派遣に従事する自衛隊車両の先導を行うとともに、被災者の迅

速な捜索、救助活動を行うため相互に情報交換を行う。 

エ 関係団体 

  県警察は、大規模な地震による災害が発生した場合に、交通整理誘導等に必要な要員が不足す

る場合は、一般社団法人山形県警備業協会に対し、当該業務の実施について協力要請を行う。 
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第 13 節 救助・救急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、健康班、医療班 

■関係機関 

 県、自衛隊、消防機関、医師会、病院等 

 

 消防機関は、災害時において発生する多数の被災者に対し、県、防災関係機関、市医師会、医療機関等

と相互に連携を図り、迅速かつ適切な救急・救助活動を実施する。 

 また、災害発生直後においては一刻も早い救出活動が必要なことから、地域住民、自主防災組織、消防

団と有機的に連携し迅速かつ適切な救急・救助活動を実施し、被災者の生命・身体の安全確保に万全を期

する。 

１ 救助・救急計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 要救助者の通報・捜索 

(1) 要救助者の通報 

被災地の地域住民及び通行人等災害の現場に居合わせた者並びにタクシー等の無線搭載車両の運

転手は、生埋め者や行方不明者等救助すべき者を発見又は覚知したときは、直ちに消防機関、県警察

等関係機関に通報するよう努めなければならない。特に生埋め者の救助のために重機等が必要な場合

は、その旨も併せて連絡する。 

(2) 要救助者の捜索 

消防機関、県警察等は、必要に応じ自主防災組織の協力を得て地域を分担し、被災地内の生埋め者

を捜索する。 

３ 救助体制の確立 

(1) 救助隊の編成等 

 置賜広域行政事務組合消防本部は、消防計画（警防規程）等の定めるところにより、直ちに救助隊

を編成する。 

その際、救助対象者の発生状況、出動対象の選択と優先順位、現地における地域住民又は自主防災

組織の協力の活用等を考慮する。 

 市は、直ちに米沢市医師会等と協力して、学校等に医療救護所を開設する。 

必要な場合は、県を通して自衛隊による医療救護所開設のための派遣要請を依頼するものとする。 

要救助者の通報・捜索 

負傷者等の搬送 

救助活動の実施 

救助体制の確立 
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(2) 医療機関の状況の確認 

 県（保健所）は、医療機関の被災状況や負傷者の受入れ可否等の状況を確認し、消防等関係機関に

連絡する。また、消防機関は、東南置賜管内の救急病院等の重傷者等受入の可否を直接確認する。 

(3) 応援要請 

 市及び県は、災害が大規模で自らの組織力のみでは対処できないと判断する場合は、関係機関に応

援を要請する。 

ア 消防機関への要請 

 市長及び置賜広域行政事務組合消防長は、「山形県広域消防相互応援協定」により、被災地ブロッ

ク幹事消防機関又はブロック幹事消防機関へ応援を要請する。 

イ 警察への要請 

山形県公安委員会は、必要な場合は、警察庁又は他の都道府県警察に応援派遣を要請する。 

ウ 自衛隊への要請 

知事は、大規模かつ迅速な救急・救助活動の展開を要すると判断する場合は、自衛隊法第 83条第

１項に基づき、陸上自衛隊第６師団長に部隊の派遣を要請する。 

エ 他県への要請 

知事は、県内防災関係機関のみでは十分に救急・救助活動を実施できず、被災市町村に対する応

援が必要と認める場合は、消防組織法第 44条に基づき、消防庁長官に対して、緊急消防援助隊の応

援派遣を要請する。 

オ 民間組織への協力要請 

 市長は、必要と判断する場合は、地元建設業者に、パワーショベル等の重機を操作して、生埋め

者の救助活動に協力するよう要請する。 

(4) 総合調整等 

 県は、被災市町村の被害状況及び救急・救助活動状況を把握するとともに、関係機関との総合調整

を積極的に行い、迅速な救助・救急活動の実施体制を確立する。 

(5) 合同調整所の設置 

警察・消防・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情

報通信手段等について、部隊間の情報共有及び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。ま

た、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図りつつ、連携し

て活動する。 

(6) 職員の健康管理 

災害現場で活動する警察・消防・自衛隊の部隊は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の

ため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

４ 救助活動の実施 

(1) 緊急交通路の確保 

 県警察は、被災地内外で直ちに交通規制を実施し、緊急交通路を確保するとともに、救急・救助活

動のための緊急車両を誘導する。 

(2) 救助隊の誘導 

 被災地の消防機関及び県警察は、自主防災組織の協力を得ながら、被災地外から救助活動の応援に

派遣された自衛隊、消防機関及び警察の部隊を災害現場に誘導する。 

(3) 救助活動の実施 

ア 県は、市又は消防本部等からの要請を受け、若しくは自らの判断により必要と認めた場合は、消

防防災航空隊を派遣する。この際、消防防災航空隊は、派遣先の消防本部の指揮下に入って救助活

動に当たる。 
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イ 消防機関、県警察及び自衛隊の部隊は、自主防災組織等の協力を得ながら、連携して救助活動を

展開する。また消防団員は、器具置場（車庫）等への参集途上に要救助者を発見した場合は、地域

住民や自主防災組織の協力を得て救助活動を実施する。 

ウ 自主防災組織は、通行人等と協力して速やかに救助活動を実施する。また、消防機関等救助・救

急活動を行う機関から協力を求められた場合は、可能な限りこれに応ずるよう努めなければならな

い。 

エ 災害の現場に居合わせ、救助すべき者を発見した者は、自らの安全を確保したうえで可能な限り

生き埋め者等の救出、負傷者の保護にあたるよう努めなければならない。また、災害の現場で消防

機関等救助・救急活動を行う機関から協力を求められた場合は、可能な限りこれに応ずるよう努め

なければならない。 

(4) 惨事ストレス対策の実施 

 救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

 

※ 救助に関しては、物品受払状況簿（様式第 22号）、罹災者救出状況記録簿（様式第 23号）、救

助実施記録日計票（様式第 24号）、輸送記録簿（様式第 47号）等にとりまとめる。 

５ 負傷者等の搬送 

(1) 搬送先 

 消防機関は、救助活動の初期における、被災地内の医療救護所の設置が進んでいない段階では、負

傷者を救急告示病院等に搬送し、その設置が進んだ段階では、原則として負傷者を最寄りの医療救護

所に搬送する。医療救護所におけるトリアージを経た負傷者のうち重症者等については、山形県災害

医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンが負傷者の搬送先の調整を行った上で、災害拠

点病院等に搬送する。 

※ トリアージ：限られた人的物的資源の状況下で、最大多数の傷病者に最善の医療を施すため、患

者の緊急度と重症度により優先度を決めること。 

(2) 搬送における留意点 

 消防機関は、重症者等を救急病院等に搬送する場合、道路交通の混乱を考慮し、必要に応じて県警

察に交通規制を行うよう協力を求める。なお、救急車による搬送が困難で、ヘリコプターの利用を必

要とするときは、別途定める「大規模災害発生時におけるヘリコプター等の災害対策活動計画」に基

づき、県が設置する「ヘリコプター等運用調整班」に対して搬送調整を依頼する。 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 17節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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第 14 節 消火活動計画 

 

 

■災害対策本部 

 全職員 

■関係機関 

 県、自衛隊、指定地方行政機関、指定地方公共機関、指定公共機関、消防機関、市民（自主防災組

織、町内会） 

 

地震発生時の火災による被害を防止し又は被害の軽減を図るため、地域住民、自主防災組織及び消防機

関等が実施する消火活動について定める。 

１ 消火活動計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 山形県広域消防相互応援協定等に基づく要請 

※２ 山形県緊急消防援助隊受援計画に基づく要請 

２ 初期消火 

(1) 地域住民等による活動 

 家庭、職場等においては、地震が発生した場合は、コンロや暖房器具等の火を消す等、出火を防止

するとともに、出火した際は次により対処する。 

ア 消防機関等へ速やかに通報（電話、駆け込み）するとともに、自身の安全を確保しながら、近隣

住民等に協力を求めて消火に努める。 

イ ブレーカーを切る、ガスの元栓を閉める等により、二次災害の防止に努める 

(2) 自主防災組織等による活動 

 地域の自主防災組織及び職場等の自衛消防組織は、消防機関が到着するまでの間、自身の安全を確

保しながら、耐震性貯水槽等の消防水利、可搬式小型動力ポンプその他の防災資機材を活用して初期

消火にあたり、火災の延焼を防止するとともに、付近住民の避難誘導及び救助活動を行う。 

  

地域住民等（自主防災組織等） 

  

消防団 

 

置賜広域行政事務組合消防本部 

 

被災地ブロック幹事消防本部 

又は代表消防本部 

 市 

 

県 

  

応援消防本部 消防庁 

通報・出動要請 

応援要請 

初期消火 

火災防御活動 

応援要請 

通報・出動要請 

通報・出動要請 

出動要請 

応援要請※２ 応援要請※１ 

応援要請 応援要請 
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３ 火災防御活動 

(1) 消防機関による活動 

ア 消防吏員は、地震が発生した場合は、出動規定に基づき各部署に速やかに参集して、消防資機材

等を準備する。 

イ 次の方法により火災情報の収集にあたる。 

(ｱ) 高所カメラ等からの監視 

(ｲ) １１９番通報及び駆け付け通報 

(ｳ) 消防吏員の参集途上における情報収集 

(ｴ) 消防団及び住民等からの電話又は無線等による連絡 

ウ 県警察及び道路管理者等の情報を基に、火災現場までの交通路を確保するとともに、必要に応じ

て県警察に対して交通規制を要請する。 

 また、消防吏員は、警察官がその場にいない場合において、消防用緊急通行車両の通行妨害等応

急対策の実施に著しい支障が生ずると認められる場合は、法第 76 条の３第４項に基づき、通行の

妨害となる車両等の所有者等に対する措置命令又は措置を行う。 

エ 火災防御活動に当たり、次の事項に留意する。 

(ｱ) 火災の延焼状況及び活動障害の有無等、火災の状況に対応した消防力を適切な位置に配置し

て、消火活動を行うとともに延焼の防止に努める。 

(ｲ) 火災現場において要救護者がある場合は、他のいかなる行動にも優先し、全機能をあげて人命

救助活動を行う。 

(ｳ) 火災建物の状況が分かる者から聴取を行い、当該建物の人命検索及び残留者の避難誘導を行

う。 

(ｴ) 上水道施設が被災した場合でも、火災状況に応じた消防水利を迅速かつ的確に確保するよう

努める。 

(ｵ) 地域住民の安全確保のため必要と認められる場合は、消防法第 28条に基づき消防警戒区域を

設定して、市民等を退去させ又は出入りを禁止若しくは制限する。 

(2) 消防団による活動 

ア 消防団員は、地震が発生した場合は、出動規定に基づき速やかに各分団の機材置場（車庫）等に

参集し、消防資機材等を準備する。この際、参集途上において周囲の被害状況等の情報を収集する

よう努める。 

イ 出動に際しては、周辺住民に対し拡声器等により延焼の警戒を呼びかける。 

ウ 現地の火災の状況を把握し、電話や無線等によりその内容を消防本部等へ連絡する。 

エ 火災防御活動にあたっては、地域住民や自主防災組織等と協力するとともに、常備消防が到着し

た場合は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動する。 

４ 広域応援要請 

 大規模な地震により災害が発生した場合には、火災及び負傷者の同時多発等により出動対象が激増する

一方、被災地域の消防機関は、職員や施設・資機材の被災、通信・交通の遮断等によりその機能が低下し、

火災防御活動を十分に行えなくなることが予想される。 

このような場合、市長等は躊躇することなく他の市町村長等に対して広域応援を要請する。また、被災

地域以外の消防本部は、大規模な地震の発生を覚知したときは、広域応援要請に応じることができる体制

を速やかに整える。火災の多発や延焼の危険性の増大等により、自らの消防力のみでは火災防ぎょ活動を

十分に行えなくなることが予想される。 

 (1) 県内市町村等への応援要 

 市長は、自らの消防力のみでは十分に防御し得ないと認める場合は、「山形県広域消防相互応援協

定」等に基づき、知事又は市町村長等に対して広域応援を要請する。 
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(2) 他都道府県への応援要請 

 知事は、被災市町村等の長から応援要請を受けた場合又は県内の消防力のみでは対応しきれないと

判断した場合は、速やかに消防庁に対して、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に基づ

く緊急消防援助隊の出動要請や「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づく広

域航空消防応援要請等を行う。 

(3) 応援受入体制 

 知事又は被災市町村長は、緊急消防援助隊の応援が決定された場合は、「山形県緊急消防援助隊受援

計画」、「各消防本部緊急消防援助隊受援計画」及び「山形県緊急消防援助隊航空部隊受援計画」に基

づき、応援受入体制を整備する。 
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第 15 節 医療救護計画 

 

 

■災害対策本部 

 健康班、医療班 

■関係機関 

 県、消防機関、日本赤十字社、医師会、病院 

 

 大規模な災害が発生した場合の困難な条件の下で、一人でも多くの人を救命及び治療することを最優

先の目的とし、多数の傷病者等にその時々の状況下における最大限の医療を提供するために、県、市町

村及び医療機関等が実施する医療救護活動について定める。 

１ 医療救護所の設置 

 市は、災害の様態から予想される傷病者の状況等を速やかに想定し、必要と判断した場合は、市内の適

当な場所に医療救護所を設置する。また、医療救護所に必要な医療従事者については、市自らの協定等に

基づき確保するほか、必要に応じ、県に対して、日本赤十字社や自衛隊による医療救護班の派遣要請並び

に自衛隊による医療救護所開設の派遣要請を行うものする。 

２ 医療関係機関に関する状況の把握と情報の提供 

(1) 市は、次の事項について速やかに情報を収集し県に報告する。県は、市及び医療関係機関・団体

と協力し、国の広域災害救急医療情報システム及び災害精神保健医療情報支援システムや山形県医

療機関情報ネットワークを活用するなどして、次の事項について速やかに情報を収集する。 

ア 医療機関及び薬事関係業種の被害状況 

イ 被災地内外の医療機関の診療状況、患者搬送・医療スタッフ派遣の需給状況及び他県の医療機関

の診療状況 

ウ 医療救護所の設置状況 

(2) 県は、収集した情報を適宜県民、県内の医療機関・医療救護所・搬送機関、他の都道府県とその

災害拠点病院等に対し提供する。 

３ 医療救護活動の実施及び調整 

 医療機関等は、県、市、医師会等関係団体・機関等と連携し、住民の生命・健康を確保するため、次に

より医療救護活動を行う。 

 県は、県全体を俯瞰し、市、医療機関並びにＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び医療救護班等の行う医療救護活動

の調整にあたるとともに、市の担当能力を超えた場合の応援・補完を行う。 

 県は、ＤＭＡＴ等及びドクターヘリに関する派遣計画の作成等により、医療活動の総合調整を行う。 

 県は、その区域内又は近隣都道府県からＤＭＡＴ等やドクターヘリの派遣に係る調整を行う。また、活

動場所（医療機関、救護所、航空搬送拠点等）の確保を図る。 

(1) 各医療関係施設等における活動 

ア 医療救護所 

 医療救護所は、救急救命期（発災から概ね３日間程度）においては、傷病者に対してトリアージ

を行い、傷病の程度に応ずる応急処置を施すとともに、重篤・重症等の傷病者をその緊急度に応じ

後方支援病院に搬送する窓口となる。 

 また、救急救命期以降においては、避難所等においての内科系診療、健康管理が必要となる可能

性があることから、市は、医療救護所の避難所への移設を考慮する。 
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イ 被災地内の一般の医療機関 

(ｱ) 患者・職員の安全を踏まえ二次災害を防止したうえで、傷病者に対しトリアージを行い、傷病

の程度に応じ応急処置を施すとともに、後方支援病院への搬送手続きの実施、又は自らの病院等

への収容等の対応を図る。 

  また、後方支援病院となる場合は、傷病者の受入れ、手術・処置等の治療、入院措置等につい

て可能な限り対応する。 

(ｲ) 自らの施設が被災し診療不能等となった場合は、米沢市医師会等を通じて市の設置する医療

救護所で医療を提供する等の活動を行う。 

(ｳ)  精神科診療所及び精神科病院の自らの施設が被災し、診療不能等となった場合は、被災地内

の災害拠点精神科病院への搬送を実施する。また、被災地内で機能が維持している精神科診療所

及び精神科病院に精神障がい者が集中し、診療体制の確保に支障が生じる場合は、ＤＰＡＴの派

遣を県に要請する。 

(ｴ) 歯科診療所及び歯科を有する病院においては、歯科口腔外科等に係る救急傷病者に対応して

応急処置・治療を提供するとともに、災害による義歯の破損・紛失について対応する。 

ウ 被災地内の災害拠点病院等 

 被災地を圏内に含む当該二次医療圏における災害医療の中核として、圏内の他の病院、診療所及

び医療救護所と有機的に連携して次により傷病者に対する医療を提供する。 

(ｱ) 24時間緊急対応し、重篤な傷病者に救命医療を提供すること 

(ｲ) 傷病者等の二次医療圏内での受入れの拠点となること 

(ｳ) 重症傷病者等の広域搬送の窓口となること 

(ｴ) 傷病者に対するトリアージ、応急手当及び治療を行うこと 

(ｵ) 状況に応じ、自己完結型の医療救護班を派遣すること 

   エ 被災地内の災害拠点精神科病院 

 被災地を圏内に含む当該二次医療圏における精神科医療の中核を担う病院として、次により精神

障がい者に対する精神科医療を提供する。 

(ｱ) 24時間緊急対応し、重篤又は発病した精神障がい者に精神科医療を提供すること 

(ｲ) 急性期の精神障がい者の優先受入れ及び診療を実施すること 

(ｳ) 精神障がい者の広域搬送の調整を図ること 

(ｴ) ＤＰＡＴ活動を指揮・総括する活動拠点本部を設置すること 

(ｵ) 他関係機関との調整を図ること 

オ 被災地外の災害拠点病院等 

 被災地外の災害拠点病院等は、次により傷病者の広域搬送の受入れ拠点として活動する。 

(ｱ) 搬送された重篤傷病者に対して 24時間緊急対応し、救命医療を行うこと 

(ｲ) 搬送された重症傷病者等に対し、必要に応じトリアージを実施して応急手当・治療を行うとと

もに、二次医療圏内の他の医療機関、他の災害拠点病院、更に後方の医療機関等への搬送手続を

行うこと 

(ｳ) 被災地へ自己完結型の医療救護班を派遣すること 

カ 被災地外の災害拠点精神科病院 

  被災地外の災害拠点精神科病院は、精神障がい者の広域搬送に係る受入れ拠点として、24時間

応急対応、受入れた精神障がい者に対し精神科治療を提供する。 

キ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）指定病院 

 ＤＭＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＭＡＴを被災地内外に派遣する。 

派遣されたＤＭＡＴは、県の要請等により県外から派遣されたＤＭＡＴとともに、山形県災害医

療コーディネーターの調整の下、被災地内外での現場活動、病院支援、域内搬送及び広域医療搬送

を行う。 

ク ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）指定病院 

  ＤＰＡＴ指定病院は、県の要請により、ＤＰＡＴを被災地内の災害拠点精神科病院に派遣する。 
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  派遣されたＤＰＡＴは、県の要請等により県外から派遣されるＤＰＡＴとともに、山形県災害医

療コーディネーターの調整の下、精神科医療機関の情報収集とアセスメント及び精神科医療機能に

対する後方支援を行う。 

ケ 被災地外の一般医療機関 

(ｱ) 災害拠点病院等から再搬送される傷病者を受入れ、治療を行う。 

(ｲ) 協定等に基づき又は自らの判断により、被災地へ自己完結型の医療救護班を派遣する。 

(2) 要配慮者への対応の調整 

 県は、関係医療機関及び患者団体と連携し、人工透析患者及び難病患者が継続して必要な医療を受

けられるよう調整を行う。 

(3) 医薬品・医療資器材等の確保 

ア 市は、医療救護活動に必要な医薬品・医療資器材等を調達し、必要な場合は県に支援要請を行う。

災害時に必要になると予想される医薬品等の品目は、おおむね次のとおりである。 

 また、被災に直接伴うものではないが、人工透析液や糖尿病患者に対するインシュリンのような

特定の医薬品の確保にも配慮する必要がある。（必要な医薬品の詳細については、「資料編」参照） 

    

（参考）阪神淡路大震災において初期に必要とされた医薬品 

期 間 必要とされた医薬品 

震災後１週間 
輸液・抗生剤・解熱鎮痛剤・風邪薬・消毒液・強心

剤・温シップ等 

１週間以降 
胃腸薬・糖尿病治療薬・降圧剤等の慢性疾患に対す

る薬等 

期間を問わず需要があったもの 
風邪薬・うがい薬・トローチ・睡眠薬・下剤・解熱

鎮痛剤・抗生剤・精神安定剤 

出典：地域防災データ総覧・阪神淡路大震災基礎データ編（財団法人消防科学総合センター） 

 

イ 県は、市又は医療機関等から医薬品・医療資器材等の供給要請を受けた場合は、あらかじめ締結

された協定に基づき、薬業関係団体に供給を要請し確保する。また、供給に当たっては、一時集積

配分所を決定し、医薬品・医療資器材等の供給拠点とする。ただし、輸血用血液については、日本

赤十字社山形県支部に要請して確保する。 

ウ 県は、被災した医療機関の医療機器の損傷について、必要な修理が速やかに行われるよう、関係

団体に要請する。 

(4) 傷病者等の受入れ及び搬送の調整 

ア 傷病者等の緊急度に応じた後方支援病院への搬送については、山形県災害医療コーディネーター

及び災害時小児周産期リエゾンが一元的に搬送先を調整した上で、原則、消防機関に傷病者の搬送

を依頼する。 

ただし、搬送する傷病者が精神障がい者の場合は、県が手配したバスやジャンボタクシーなどの

搬送手段により、精神科医療従事者の同乗を条件に搬送を行う。 

イ 市は、消防機関の救急隊等による傷病者の搬送が円滑に行われるよう努める。 

ウ 県は、医療救護班及びＤＭＡＴ、ＤＰＡＴの派遣、物資の輸送等に関し必要な場合は、通行可能

な道路等の情報を関係機関に提供する。 

 また、重症傷病者等の搬送、被災地への医療救護班、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ並びに医療資器材の搬

送等を行うため、ヘリコプターを利用する必要があるときは、別途定める「大規模災害発生時にお

けるヘリコプター等の災害対策活動計画」に基づき設置する「ヘリコプター等運用調整班」に対し

て搬送調整を依頼する。 
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エ 県は傷病者等の医療搬送を行うため、航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を整備する。 

【ドクターヘリ】 

ドクターヘリとは、医療機器や医薬品を搭載した小型ヘリコプターに、救急医療の専門医と

看護師が搭乗し、一刻も早く患者に救命治療を行う医療専用のヘリコプターです。また、機体

も小型であるため、救急現場近くの学校のグラウンドや駐車場などを臨時の離着陸場として、

直ちに救命治療を行います。 

○基地病院 ： 県立中央病院（救命救急センター） ※病院敷地内にヘリポート、格納庫を

整備 

○拠点病院 ： 米沢市立病院、公立置賜総合病院ほか 

○運航時間 ： 原則として 8時 30分から 17時 15分（季節により多少変わります。） 

○運航範囲 ： 県内全域をほぼ 30分でカバー 

○運航要請 ： 消防機関が、傷病者の重症度を判断し要請。転院搬送の場合は、搬送元医師 

       （医療機関間で要事前調整） 

(5) 医療救護班の派遣 

ア 被災地への医療救護班の派遣要請及び調整は、被災市町村の要請を受けて、原則として県の災害

医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンが一元的に行う。 

 県は、あらかじめ締結された協定等に基づき、派遣元となる医療機関、関係団体・機関に医師、

歯科医師及び看護師等の派遣を要請する。この際、必要に応じて保健師、管理栄養士及び精神科医

の派遣を要請する。 

 なお、医療救護班は、原則として市が設置する医療救護所で活動するものとする。 

イ 医師会等関係団体及び関係機関は、協定等又は県の要請に基づき、若しくは自らの判断により医

療救護活動等を実施する。 

ウ 県は、ＤＭＡＴによる活動と並行して、また、ＤＭＡＴの活動終了以降、日本医師会災害医療チ

ーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独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、

国立大学病院、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、民間医療機関等から派遣される医

療チーム等の協力を得て、指定避難所、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続

を図る。 

なお、その際、県の災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンを中心に調整を行

い、医療チーム等の交代により医療情報が断絶することなく、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める。 

（6）ＤＭＡＴ及びＤＰＡＴの出動要請 

 県は、あらかじめ締結された協定等に基づき、ＤＭＡＴ指定病院に対して、ＤＭＡＴの出動を要請

するとともに、ＤＰＡＴ指定病院にＤＰＡＴの出動を要請する。 

 なお、ＤＭＡＴ及びＤＰＡＴは、原則として被災地内において、山形県災害医療コーディネーター

の調整のもと活動を行うこととし、ＤＭＡＴは、現場活動、病院支援、地域医療搬送を行うとともに、

必要に応じて重症傷病者の広域医療搬送を実施し、また、ＤＰＡＴは精神科医療機関の情報収集とア

セスメント及び精神科医療機能に対する後方支援を実施する。 

(7) 医療ボランティア等の受入れ調整 

 県は、医療ボランティア等の受入れ窓口を設置するとともに、必要とする市町村又は医療機関等と

調整を行い、当該ボランティアに対して活動を要請する。 

４ 国等への支援要請 

 県は、傷病者の医療搬送や被災地における医療スタッフ及び医療資器材等を確保するため、必要な

場合は、国（厚生労働省）又は他の都道府県等に対し協力要請を行う。 
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※ 医療救護活動については、物品受払状況簿（様式第 22 号）、救助実施記録日計票（様式第 24

号）、救護班活動状況簿（様式第 32号）、病院診療所医療実施状況簿（様式第 33号）、医療実施状

況簿（様式第 34号）、救護班医薬品衛生材料使用簿（様式第 35号）、助産台帳（様式第 36号）等

を整備すること。 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 17 節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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第 16 節 遺体の捜索・処理・埋葬計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、環境生活班、社会福祉班、社会教育・体育班 

■関係機関 

 県、警察機関、自衛隊、医師会、歯科医師会、消防機関、市民（自主防災組織、町内会） 

 

 市は、県及び関係機関相互の連携体制の整備を図り、行方不明者の捜索、遺体の保護、埋葬等一連の業

務を遅滞なく実施する。 

１ 遺体対策計画フロー 

災害時には、葬祭施設なども被災して遺体を安置することができないことや、遺族が遺体を引き取るこ

とができない場合があるため、市では、遺体を収容して遺族に引き渡すまで一時的に安置する遺体安置所

を開設する。 

 災害によって死亡した場合、警察官と医師による遺体の検死・検案を受けなければならないため、市は

これに協力する。 

 また、検死・検案の終わった遺体は、身元を確認し遺族に引き渡すが、引受人のない遺体については、

市が一時保管及び埋葬も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 遺体等の捜索 

(1) 市 

 市は、県警察及び関係機関の協力を得て、遺体等（災害により被災して行方不明の状態にあり、か

つ、周囲の状況により既に死亡していると推定される者を含む。）の捜索を行うとともに、県に対して

捜索の対象人員、捜索地域及び捜索状況を報告する。この際、必要により自衛隊に対する捜索活動へ

の応援要請を行うよう依頼する。 

(2) 県 

 県は、県内の被害状況の把握を行うとともに、市から依頼がある場合は自衛隊に派遣要請を行う。 

(3) 警察機関 

 県警察は、行方不明者の届出を受理するとともに、関係情報の収集を行う。 

３ 遺体安置所の設置場所 

 市は、必要に応じ、次の順位で、遺体安置所を設置する。ただし、テントの設営が困難な積雪期などに

おいては、民間事業所の倉庫等や利用可能な学校の体育館等の活用について検討する。 

＊地震発生 

遺体等の捜索 

遺体の処置等 

遺体の埋葬 

遺体の収容 

遺体の検視（検案）・処置等 

身元不明遺体の処理 

遺体の引渡し 
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 第 1順位 休校・廃校となった学校施設（災害の種類・規模により要協議） 

 第 2順位 市営八幡原野球場（天幕、幕張等のテント設備を設営し対応） 

 第 3順位 市営八幡原テニスコート（天幕、幕張等のテント設備を設営し対応） 

 

４ 遺体の処置等 

(1) 遺体の安置 

ア 市は、遺体安置所を確保・設置し遺体を搬送・安置するとともに、県及び県警察と連携の上、検

視（死体見分）・検案（医師による死因等の医学的検査）業務を行える体制を整備する。この際、多

数の死者及び被災者が一時的又は集中的に発生する場合は、遺体の搬送車、棺、ドライアイス等必

要な資機材が不足するおそれがあることから、遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品

並びに作業等の役務の提供並びに遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送について、迅速か

つ円滑な応急対策を行うため、「災害時における協力に関する協定」に基づき社団法人全日本冠婚葬

祭互助協会の会員事業所に要請する。 

 

＜一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の会員事業所＞ 

互助会名 所在地 
電話番号 

ＦＡＸ番号 
葬 祭 場 

(株)ナウエル 〒992-0053 

米沢市松が岬 2-1-19 

電 話 0238-22-1234 

ＦＡＸ 0238-21-1674 

・ナウエル通夜会館 

・ナウエルホール米沢 

・ナウエルファミリーホール中田 

・ナウエルファミリーホール中田 

別館ともしび 

(株)ライフ 〒992-0011 

米沢市中田町 691 

電 話 0238-37-2789 

ＦＡＸ 0238-37-2901 
・アイ・メモリー米沢 

 

イ 遺体安置所の設置にあたり、以下の事項に考慮する。 

(ｱ) 避難所及び医療救護所とは別の場所 

  学校の体育館は、避難所に指定しているため、遺体安置所には使用しないようにする。ただし、

避難者が避難所から自宅等に戻り、避難所として使用されていない場合は、遺体安置所として使

用するか否かを管理者等と協議・検討する。 

(ｲ) 可能な限り水、通信及び交通手段を確保できる場所 

(ｳ) 検視・検案業務のほか、身元不明遺体収容所、身元確認のためのＤＮＡ型鑑定等資料・遺留品

の保管場所として使用可能な場所、膨大な数になる可能性を考慮し選定する。 

(ｴ) 遺体安置所として適当な建物がない場合は、天幕、幕張等の設備を設ける。 

ウ 市は、県及び県警察と連携し、遺体安置所の設置状況及び遺体収容状況等について報道機関等を

通じ市民に対する広報に努める。 

(2) 遺体の検視（検案）・処置等 

ア 警察官は、関係法令等に基づき遺体の検視を行う。 

イ 市は、医師会等の協力を得て、遺体の検案を行うとともに、検視及び検案を終了した遺体につい

て、洗浄、縫合及び消毒等の処置を行う。 

ウ 県は、市から応援要請を受け必要と認める場合は、協定に基づき山形県医師会、山形県歯科医師

会等に遺体の検案及び処置を要請する。 

エ 県警察は、山形県医師会及び山形県歯科医師会の協力を得て遺体の検視及び身元確認等を行う。 

(3) 身元不明遺体の処理 

ア 市は、県警察その他関係機関に連絡しその取扱いについて協議する。 



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

197 

イ 県警察は、ＤＮＡ型鑑定資料や指紋等の採取、歯牙の確認、遺品の保存等を行い、関係機関と協

力してその身元確認を行う。 

ウ 市は、身元確認の結果として身元が判明しない場合は、行旅死亡人として取り扱うものとし、被

災地域以外に漂着した遺体（例えば、河川の上流沿岸地域において災害が発生し、下流沿岸の市町

村に漂着したような場合）で、身元が判明しない場合も行旅死亡人として取り扱う。 

 

(4) 遺体の引渡し 

ア 遺体の身元の確認については、身体特徴、指紋、ＤＮＡ鑑定、歯牙の確認等、客観的資料に基づ

き確認を行う。 

イ 身元が判明した遺体については、速やかに遺族へ連絡し確実に引渡す。 

５ 遺体の埋火葬 

(1) 災害による犠牲者の遺族等は、死亡に係る所定の手続を経て、速やかに遺体の埋火葬を行う。原

則として米沢市斎場にて行うが、状況に応じて近隣自治体の斎場の使用を要請する。 

なお、災害時においての米沢市斎場の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、使用

料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。（米沢市斎場の設置等に関する条例第 4条） 

(2) 県は、犠牲者の多い被災市町村及び近隣の市町村における火葬場の被災状況及び稼働状況を確

認・把握し、必要に応じ対応する。 

(3) 市は、埋葬が適切に行われるよう、死亡者の正確な把握に努めるとともに、相談窓口を設置して

埋葬を支援するものとし、埋火葬を行う者がいない場合又は判明しない場合は、市が埋火葬を行う

ものとする。 

(4) 市は、死亡者が多数のため、通常の手続では、遺体の腐敗等、公衆衛生上の問題が発生するおそ

れがある場合、火葬・土葬許可手続の簡略化について、県を通じて厚生労働省に協議する。 

(5) 災害救助法が適用された場合の遺体の埋火葬は、応急的処理程度のものを行い、棺及び骨つぼ等

の現物を実際に埋葬する者に支給する。 

(6) 市は、行った埋火葬に関しては、救助実施記録日計票（様式第 24号）、死体処理台帳（様式第 44

号）、埋葬台帳（様式第 45号）及び死体捜索台帳（様式第 46号）を整備すること。 

また、医師会・歯科医師会・警察機関等に速やかな遺体検案書の発行を依頼し、死亡届の受理及

び埋火葬許可証の発行をスムーズに行うよう努める。 

なお、災害時において、遺体の収容、処理、埋火葬を実施した場合は、可能な限り次の事項を明

らかにする。 

ア 実施責任者           キ 一時収容場所 

イ 遺体発見場所、日時       ク 収容に要した費用 

ウ 死亡（推定）日時        ケ 埋火葬品等の支給状況 

エ 死亡者及び遺族の住所      コ 埋火葬の日時 

オ 所持品             サ 埋火葬を行った者の住所、氏名及び死亡者との関係 

カ 洗浄時の処理状況 

６ 広域応援体制 

(1) 市は、自らのみによる遺体の捜索、処理及び埋火葬の実施が困難な場合は、近隣市町村又は県に

対して、これらの業務に要する要員及び資機材の確保について、応援を要請する。 

(2) 県は、市からの応援要請を受け必要と認める場合、県内市町村又は近隣県に対して応援要請を行

う。 

(3) 県警察は、必要に応じ、警察庁又は他の都道府県警察に対し、警察災害派遣隊（広域緊急援助隊

刑事部隊及び身元確認支援部隊）の応援派遣要請を行う。 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 17節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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第 17 節 交通輸送関係 

 

 

■災害対策本部 

 財政会計班、土木班 

■関係機関 

 県、警察機関、米沢国道維持出張所、道路管理者 

第１ 輸送計画 

 救助・救急、医療救護及び消火活動等の応急活動並びに被災者に対する水、食料及び生活物資の供給等

を迅速に展開することを目的として、使用可能な交通資源が限られた状態で、迅速かつ効率的な輸送を確

保するために、市及び県等の防災関係機関が実施する災害応急対策について定める。 

１ 輸送計画フロー 

＊ 地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 優先すべき輸送需要 

 応急対策の各段階において優先すべき輸送需要は次のとおりとする。 

(1) 総括的に優先されるもの 

ア 人命の救助及び安全の確保 

イ 被害の拡大防止 

ウ 災害応急対策の円滑な実施 

輸送施設被害、輸送需要情報の収集 

 

輸送手段の確保 

 

物資拠点の確保 

緊急交通路の確保 

緊急空輸 

陸・海・空の総合的輸送 

輸送手段の決定 

 

 

交通関係情報、各物資輸送需要情報等 

応急復旧、道路啓開、交通規制 

車両、船舶等の借り上げ                                                       

酒田海上保安部、自衛隊等への要請 

臨時ヘリポートの確保                                                        

ヘリコプター保有機関への出動要請 

トラックターミナル等の使用 
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(2) 応急対策活動期 

ア 救急・救助活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員・物資 

イ 消防及び水防活動等被害拡大防止に要する人員・物資 

ウ  被災地外の医療機関へ搬送する重症傷病者 

エ 食料及び水等避難生活に必要な物資 

オ 傷病者及び避難者の被災地域外への移送 

カ 自治体等の災害対策要員及びライフライン応急復旧要員等の応急対策要員並びに関連物資 

キ 緊急輸送に必要な輸送施設の維持、輸送拠点の応急復旧及び交通規制等に必要な人員・物資 

(3) 復旧活動期 

ア 上記(1)の続行 

イ 災害復旧に必要な人員・物資 

ウ 生活用品 

エ 郵便物 

オ 廃棄物の搬出 

３ 輸送施設被害情報及び輸送需要情報の収集 

県は、被災地等の輸送施設の被害情報を施設管理者等から収集する。 

(1) 利用可能な緊急輸送施設（道路、空港、港湾及び鉄道路）の情報 

(2) 被災市町村等の応急活動に係る応援要員及び物資等の輸送需要に関する情報（緊急消防援助隊の派

遣要請、自衛隊の派遣要請） 

(3) 被災した輸送施設の啓開及び復旧に関する情報 

(4) 渋滞等の状況及び交通規制に関する情報 

４ 輸送手段及び緊急交通路の決定 

被災地の輸送施設被害情報等に基づき、県は緊急輸送手段を、県公安委員会は緊急交通路を決定し、必

要に応じて、当該緊急交通路の管理者に対し応急復旧又は道路啓開を依頼するとともに、県警察による緊

急交通路の交通規制等を行い、早期に交通路を確保する。 

また、交通路の復旧状況により随時見直しを行い、効率的な輸送手段及び交通路を確保するよう努める。 

５ 防災関係機関による輸送車両等の確保と輸送の実施 

 市、県及び防災関係機関は、人員及び物資等の緊急輸送に必要な車両、船舶又は航空機を調達し、緊急

輸送を実施する。 

(1) 県 

ア 陸路による緊急輸送が不能の場合などヘリコプターによる空輸を行う必要があるときは、別途定

める「大規模災害発生時におけるヘリコプター等の災害対策活動計画」に基づいて設置する「ヘリ

コプター等運用調整班」に対して搬送調整を依頼する。 

イ 知事は、輸送車両等が不足し災害応急対策の実施に支障があると認める場合は、山形運輸支局及

び東北運輸局に協力を求め、法第 71条又は災害救助法 24条の規定に基づく従事命令を発して緊急

輸送に必要な車両等を確保する。 

ウ 市町村から輸送手段の確保について要請があった場合又は知事が必要と認めた場合は、関係機関

に対し協力を要請する。 

(2) 市 

市は、災害発生時に必要とする車両等が調達不能となった場合又は不足する場合は、次の事項（概

要）を明らかにして、他の市町村又は県に調達のあっせんを依頼する。なお、災害時応援協定の活用
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も検討する。 

ア 輸送区間及び借上げ期間 

イ 輸送人員又は輸送量 

ウ 車両等の種類及び台数 

エ 集積場所及び日時 

オ その他必要事項 

(3) 東北運輸局及び山形運輸支局 

東北運輸局及び山形運輸支局は、緊急輸送の必要があると認める場合は、自動車運送事業者、鉄道

事業者、船舶運航事業者及び港湾運送事業者等の関係機関に対し、輸送力確保に関する措置をとるよ

う指導するとともに、県の要請により車両等の調達のあっせんを行う。 

(4) 自衛隊 

県は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊による緊急輸送が必要と認める場合は、要請事項を

明らかにして関係自衛隊に派遣要請を行う。 

(5) 消防庁 

県は、他都道府県等のヘリコプターによる輸送が必要と認める場合は、「大規模特殊災害時における

広域航空消防応援実施要綱」に基づき、消防庁に必要な措置を要請する。 

(6) 輸送関係機関 

ア 一般社団法人山形県ハイヤー協会、山形県ハイヤー・タクシー協会、一般社団法人山形県バス協

会 

一般社団法人山形県ハイヤー協会、山形県ハイヤー・タクシー協会及び一般社団法人山形県バス

協会は、加入会社の車両台数の実態を把握しておき、県の要請があった場合は、被災者移送等のた

め、乗用及び乗合自動車等の供給に協力する。 

イ 公益社団法人山形県トラック協会、赤帽山形県軽自動車運送協同組合 

公益社団法人山形県トラック協会及び赤帽山形県軽自動車運送協同組合は、加入会社の車両台数

を把握しておき、県の要請があった場合は、物資等を輸送するため、貨物自動車等の供給に協力す

る。 

６ 緊急輸送ルートの確保 

市は、被災地への輸送及び被災地からの輸送ルートについて、緊急輸送道路ネットワーク計画（山形県

道路防災・情報連絡協議会）に定められた第一次緊急輸送道路ネットワーク及び第二次緊急輸送道路ネッ

トワークに基づき選定する。その際、警察機関及び各関係機関と協議を行い、最も適切なルートを選定す

るとともに、選定されたルートについては、障害物等の除去等の道路啓開を行い、交通規制等を実施しな

がら、緊急輸送ルートの確保を行う。 

７ 初動期における緊急空輸の実施と臨時ヘリポートの確保 

被害規模が甚大で、道路が輸送路として機能しない地域への輸送は、緊急輸送手段として防災関係機関

が保有するヘリコプターを集中的に投入し、緊急交通路啓開までの緊急輸送を空輸により実施する。 

(1) 県の役割 

ア 市からの要請又は地震発生後に収集した情報に基づく判断により、へリコプターを運用し、緊急

輸送等を行う。 

イ 知事は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊による緊急輸送が必要と認める場合は、要請事

項を明らかにして関係自衛隊に派遣要請を行う。 
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ウ ヘリコプターを保有する都道府県に対し、「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援協定」等

に基づきヘリコプターの出動を要請する。 

エ 県は応援ヘリコプターを受け入れるため早期に体制を整える。 

(ｱ) 基地となるヘリポートの確保 

(ｲ) 燃料の確保 

(ｳ) 搭乗員の宿舎等の確保 

(ｴ) 応援ヘリコプターの活動体制の調整 

(2) 市の役割 

 市は、県と連携して臨時ヘリポートを早期に確保し、受け入れ体制を整える。 

８ 物資拠点の確保 

 被災地内の避難所等へ迅速かつ効率的に物資を輸送するため、市及び県は物資拠点を確保する。 

拠点の選定に当たっては、「災害時における救援物資等の緊急輸送及び保管に関する協定」に基づき、公

益社団法人山形県トラック協会、山形県倉庫協会に対して物流専門家の派遣を要請し、適宜助言を得なが

ら、被災地へのアクセス、道路の被害状況、予想される物量及び当該輸送拠点施設の規模等を勘案し、最

も適切な施設を開設する。 

市及び県は、拠点施設を開設した場合には関係機関等に対してその周知徹底を図るものとする。 

(1) 広域物資輸送拠点 

県は、運営責任者等の職員を派遣し、国や他都道府県等から届く支援物資（救援物資）等を受入れ、

地域内輸送拠点等へ送り出す広域物資輸送拠点を設置する。 

(2) 地域内輸送拠点 

市は、運営責任者等の職員を派遣し、直接搬入される支援物資や広域物資輸送拠点から届く物資等

を受入れ避難所等へ送り出す地域内輸送拠点を設置する。 

＜物資拠点施設＞ 

施 設 名 所 在 地 電話番号 

米沢市営多目的屋内運動場 米沢市塩井町塩野 1357-3 0238-22-3768 

(3) 物資拠点設置の判断 

被害の状況や物資需要の規模等によっては、関係機関等と協議の上、広域物資輸送拠点又は地域内

輸送拠点のみを設置する場合があることに留意する。 

(4) 協定に基づく応援要請 

県は、あらかじめ締結した協定に基づき、物資拠点の運営に必要な人員及び資機材等について派

遣・供給するよう協定締結団体等に要請する。 

第２ 道路交通計画 

大災害によりパニック状態となり、交通が混乱し、迅速な応急対策活動が困難となることも予想される。

道路交通機能の確保を図るため、道路管理者及び警察機関が実施する道路交通の応急対策について定める。 

１ 交通状況の把握 

 市は、交通状況を把握するために、米沢警察署、置賜総合支庁建設部、米沢国道維持出張所等と相互に

連絡する。 

(1) 信号機の故障と復旧状況（米沢警察署） 

(2) 放置車両による道路不通情報（米沢警察署、各道路管理者） 
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(3) 道路損壊及び障害物による不通情報（各道路管理者） 

２ 災害の未然防止 

 道路管理者等は、災害等により被災するおそれがあると認めたときは、危険箇所等を主に点検実施し、

危険性が高いと認められた箇所については、道路法第 46 条に基づき管理する道路の保全と交通の危険防

止のため、区間を定めて通行制限を行う。 

３ 発災直後の交通路確保 

(1) 道路の啓開 

 道路管理者等は、県警察、消防機関及び道路啓開に関する協定締結業者の協力を得、通行上の障害

となる道路上の障害物を除去し、交通路を確保する。 

(2) 交通規制の実施 

ア 警察官は、被災地における道路の混乱を防止し、救急車及び消火活動車両等災害応急対策車両の

優先通行及び避難者の安全を確保するため、道路交通法に基づき、速やかに被災地内での一般車両

の交通を規制し、又は被災地内への一般車両の流入を規制する。 

イ 道路法に基づく緊急措置 

道路管理者は、管理する道路について緊急輸送道路を優先に点検して被災実態を把握し、損壊等

により通行が危険な状態であると認める場合は、道路法第 46 条に基づき、管理する道路の保全と

交通の危険防止のため、区間を定めて通行制限を行う。 

また、通行制限を行った場合は、県及び関係機関に報告・情報提供をする。 

ウ 基本法に基づく交通の規制等の措置 

(ｱ) 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、道路管

理者等に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の

移動等について要請する。 

(ｲ) 道路管理者等は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合、緊急通行車両の通行を確保する

ため緊急の必要があるときは、区間を指定して、運転者等に対し車両の移動等を命令する。 

また、運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行う。 

(ｳ) 国又は県は、道路管理者等である県又は市町村に対し、必要に応じて、ネットワークとして緊

急通行車両の通行ルートを確保するために広域的な見地から指示を行う。 

＜交通規制の実施責任者＞ 

区 分 実施責任者 範     囲 根拠法令 

道路管理者 

国土交通大臣 

知事 

市長 

１ 道路の破損等により交通に危険を及ぼすと

認められるとき 

２ 道路工事のためやむを得ないと認められる

とき 

道路法第 46条 

警察機関 

公安委員会 

警察署長 

警 察 官 

１ 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよ

うにするため緊急の必要があると認めるとき 
基本法第 76条 

２ 交通の安全と円滑な通行を図るため必要が

あると認められるとき 

３ 道路の損壊、火災の発生等により交通に危

険を及ぼすおそれがあるとき 

道路交通法 

第４、５、６条 

４ 情報の収集・伝達 

県、各道路管理者等、県警察は次により道路情報を収集し、県災害対策本部に伝達する。この際、緊急

輸送道路の情報については、その応急対策業務を実施する関係機関にも伝達する。 
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(1) 県は、防災関係機関が応急対策を円滑に実施できるよう、道路の被害状況、規制状況及び復旧見

込み等を関係する防災関係機関（救助・救急活動及び消火活動・緊急応急対策活動等を行う機関）

に伝達する。 

このため、必要に応じて消防防災へリコプターにより緊急輸送道路の被害状況を把握する。 

(2) 道路管理者等は、管理する道路について緊急輸送道路を優先に点検して被災実態を把握する。 

この際、ＣＣＴＶ（監視カメラ）等を活用して幅広く情報を収集するとともに、応援協定等により

関係団体から協力を得られる場合は、連携を図りながら点検を実施する。 

(3) 県警察は、在署勤務員や交番・駐在署員による管内の巡回、交通監視カメラや車両感知器の活用

等により道路情報を収集する。 

５ 緊急輸送道路の啓開 

(1) 道路管理者等は、あらかじめ定められた緊急輸送道路等について、県警察及び消防機関の協力を

得て、次により２車線（やむを得ない場合は１車線）を啓開する。 

ア 道路上の落下物、倒壊家屋等の障害物の除去 

イ 通行の障害となる路上放置車両の移動 

ウ 仮設橋の架橋 

(2) 高速道路、国道、県道の各管理者は、あらかじめ定めた「災害発生時の緊急啓開と啓開作業分担」

に基づき啓開作業を推進する。この際、啓開作業に長時間を要して緊急輸送に重大な支障となる箇

所がある場合は、当該箇所の迂回路を指定する。 

(3) 国は、迅速な救急救命活動や救急支援物資などを支えるため、指定区間外の国道、県道又は市町

村道において、道路啓開を代行できる制度を活用し支援を行う。  

(4) 知事は、大規模かつ迅速な道路啓開活動の展開を要すると判断する場合は、自衛隊法第 83条第１

項に基づき、自衛隊に派遣を要請する。 

６ 緊急交通路の確保 

(1) 緊急交通路の設定 

 県公安委員会は県（災害対策本部）との調整のもと、緊急輸送道路やその他の道路の被害状況に応

じ、災害対策基本法第 76 条の規定により、区域又は道路の区間を定めて緊急交通路を設定して緊急

通行車両以外の車両の通行を規制（禁止又は制限）する。この際、災害応急対策の進捗状況や道路交

通の復旧状況等に応じ、随時規制内容を見直す。 

(2) 緊急通行車両の確認事務 

 県又は県公安委員会は、緊急通行車両の確認申請が集中することによる混雑を防止し、円滑な処理

を図るため、次により標章及び緊急通行車両確認証明書の交付を行う。 

ア 事務区分 

確 認 者 確 認 車 両 申請受付及び確認場所 

県 知 事 

○ 県有車両 

○ 災害応急対策を実施するため県

が調達、借上等した車両 

○ 県防災危機管理課 

○ 各総合支庁 

県公安委員会 

上記以外の車両 ○ 県警察本部交通規制課 

○ 高速道路交通警察隊 

○ 各警察署 

○ 交通検問所 

イ 事前届出車両 

 確認申請に際し、当該車両に係る事前届出済証等の提示をもって、審査を省略し、優先的に手続

きを行う。 
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ウ 当日確認申請される車両 

 確認申請に際し、緊急通行車両として通行しようとする者から、緊急通行車両確認申請書、指定

行政機関等が地域防災計画等に基づいて当該車両を使用して行う災害応急対策の業務の内容を証

明する書類（輸送協定書等がない場合は、指定行政機関等の上申書等）及び自動車検査証の写しを

提出させ、審査を行う。 

(3) 交通規制の要領 

ア 警察官は、交通の規制に係る標示の設置により規制する。ただし、急を要するため標示を設置す

ることができない場合又は標示の設置による規制が困難な場合は､現場における指示により規制を

する。 

イ 警察官は、規制の対象となる車両の運転者に対し、車両を規制区域外等に速やかに移動するよう

指導する。 

ウ 警察官は、緊急交通路に駐車車両その他の物件がある場合は、対象物件の所有者等に移動等の措

置を命ずる。ただし、対象物件の所有者等が不在等の場合は、自ら当該措置を行う。 

また、警察官がその場にいない場合は、自衛官又は消防吏員が、当該措置を行う。 

エ 交通規制の実施者は、規制に先立ち防災関係機関に通報するとともに、地域住民等に規制内容を

周知する。 

７ 緊急通行車両 

 市は、交通規制が行われた場合には、市有車両について直ちに緊急通行車両の確認の手続をとる。 

(1) 市は、県（危機管理課、置賜総合支庁又は米沢警察署）に緊急通行車両証明書及び標章の交付を

申し出ること。 

(2) 緊急通行車両の認定は、県又は米沢警察署からの証明書及び標章の交付によること。 

(3) 通行の際には、交付を受けた標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示し、証明書を車両に備え付

けること（以上基本法施行令第 33条）。 

(4) 市有車両以外にも緊急車両の指定をしなければならない場合は、災害対策本部の指示をあおぐこ

と。 

 
   ＜参考＞ 

【自動車による緊急輸送に必要な手続き】 

 基本法第 76条の規定により緊急交通路が指定された場合、緊急通行車両以外の車両の通行が禁

止されるため、次により緊急通行車両の確認を受ける。 

①緊急通行車両の確認 

 県、市及び公共団体が所有する車の緊急通行車両の確認は、車両使用者の申し出により、その

つど公安委員会（県警察本部）、各関係警察署及び交通検問所において行う。 

 なお、緊急通行車両を事前に届け出ておく制度があるため、各機関はあらかじめ各関係警察署

に手続きを行う。 

ア 緊急通行車両の申し出は、各関係警察署等に事前に届け出るか又はそのつど行う。 

イ 確認は各関係警察署等が行い、所定の標章及び証明書を交付する。ただし、事前に届け出

た場合は緊急通行車両等事前届出済証が交付されるので、出動時に警察署又は交通検問所

において標章及び証明書と引き換える。 

ウ 緊急通行車両使用者は、交付された標章を車両前面左側に掲示し、証明書を携帯する。 

②緊急通行車両の範囲 

 緊急通行車両の範囲は、道路交通法第 39条第１項に規定する緊急自動車及び基本法第 50条

第１項に規定する災害対策の業務に特に必要として政令で定めた車両であり、主に次の業務に

従事する車両とする。 
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ア 警報の発表及び伝達並びに避難の指示に関するもの。 

イ 消防、水防、道路維持、電気・ガス・水道その他の応急措置に関するもの。 

ウ 被災者の救護、救助、その他の保護に関するもの。 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの。 

オ 被災地の施設、設備の応急の復旧に関するもの。 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生に関するもの。 

キ 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持に関するもの。 

ク 緊急輸送の確保に関するもの。 

ケ 上記のほか、災害発生の防止又は拡大の抑止のための措置に関するもの。 

８ 道路施設の応急復旧 

 市は、応急復旧工事について、道路を啓開した後に、施設の重要性や被災状況等を勘案して順次実施す

る。  
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第 18 節 鉄道災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、観光班 

■関係機関 

 県、警察機関、消防機関、ＪＲ東日本株式会社 

 

地震による被害を最小限にとどめ、鉄道の乗客の安全を確保するとともに、輸送の確保を図るため、鉄

道事業者が実施する応急対策の方針等について定める。 

１ 事故情報等の伝達及び広報 

(1) 関係機関への通報 

 鉄道事業者は、震災が発生した場合は、直ちに次の経路により、被害（人的、施設等）状況、復旧

見込み、代替交通手段等について、速やかに関係機関に対して通報する。 

 

＜震災時の連絡通報体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 情報の伝達 

ア 施設指令は、気象台等から地震発生に関する情報の伝達を受けたときは、速かに関係箇所に伝達

する。 

イ 輸送指令は、ＳＩ値※が運転規制基準に達した場合は、速度規制又は運転中止を乗務員及び係箇

所長に指令する。 

※ SI値とは、地震動の破壊力を表す指標の一種で、地震によって、一般的な建物に生じる被害を数

値化したもの 

(3) 市民に対する広報等 

 鉄道事業者は、運転の状況及び復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとともに、報道機

関の協力を得て市民への周知を図る。 

ア 被災者の家族等への広報 

 被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に役立つ次の

情報を適切に提供する。 

(ｱ) 鉄道災害の状況 

(ｲ) 被災者の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 災害応急対策に関する情報 

(ｵ) その他必要な事項 

イ 旅客及び一般市民等への広報 

県 

市 

東北運輸局 

医 療 機 関 

消 防 機 関 

警  察 

鉄

道

事

業

者 
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 報道機関を通じて又は広報板への掲示若しくは広報車の利用等により、次の事項について市民へ

の周知を図る。 

(ｱ) 鉄道災害の状況 

(ｲ) 旅客等の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 災害応急対策に関する情報 

(ｵ) 施設等の復旧状況 

(ｶ) 避難の必要性等地域に与える影響 

(ｷ) その他必要な事項 

２ 応急対策の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

 災害が発生し又は発生が予想される場合は、鉄道事業者は、その状況に応じて、応急対策及び復旧

対策を推進する組織を設置する。 

 また、関係機関は、災害の状況により、各組織内に災害対策本部等を設置するとともに、必要に応

じ、現地に関係機関合同の応急対策の拠点を設置して連絡を密にし、情報の共有及び効率的な応急対

策の推進に努める。 

(2) 運転規制の実施 

 鉄道事業者は、地震が発生した場合の運転規制を「運転規制等取扱い」に基づき実施する。 

(3) 旅客及び公衆等の避難誘導 

 駅長等は、地震の発生に伴い、建物の倒壊、火災その他二次災害が発生するおそれがある場合は、

避難誘導体制に基づき、速やかに旅客及び公衆等を誘導案内する。 

 また、市長等から避難指示等があった場合又は自駅の避難場所も危険な状態になる場合は、駅長等

は市長等と協議、調整のうえ、最寄の適切な避難地へ旅客及び公衆等を誘導案内する。 

(4) 消火及び救助活動 

ア 地震その他の原因により火災が発生した場合、鉄道事業者は、通報及び避難誘導を行うとともに、

延焼拡大を防止するため消火体制を整える。 

イ 災害等により負傷者が発生した場合、鉄道事業者は、消防機関、県警察、県、市及びその他防災

関係機関に連絡するとともに、負傷者の救出・救護に努める。 

ウ 大規模地震により、列車等において多数の死傷者が発生した場合は、鉄道事業者は県、市及びそ

の他防災関係機関に対し応援要請を行う。 

(5) 代替交通手段の確保 

 震災による列車の運転不能線区の輸送については、次に掲げる代替・振替輸送等の措置を講じ、輸

送の確保を図る。 

ア 折り返し運転の実施 

イ 運転不能線区のバス代行輸送 

ウ 迂回線区に対する臨時列車の増強等 

(6) 応急復旧対策の実施 

 鉄道事業者は、震災の復旧に当たっては、応急工事を実施して早期に運転を再開させるとともに、

その終了後速やかに本復旧計画を確立し、復旧工事を推進する。 
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第 19 節 土砂災害防止施設震災応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 農林班、土木班 

■関係機関 

 国、県 

 

 地震により被災した土砂災害防止施設の機能を回復し、被害の拡大及び二次災害の防止を図るために、

県が実施する災害応急対策について定める。 

１ 地盤災害防止施設災害応急計画フロー 

     ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被災状況調査 

 土砂災害防止施設の管理者（以下この節において「施設管理者」という。）は、震度５以上の地震が発生

した場合は、必要に応じて防災関係機関と連携・協力して、直ちに現地パトロール等を実施し、施設の被

災状況を把握するとともに、構造上の安全性及び施設の機能性について緊急点検を実施する。 

３ 市民の安全確保 

 施設管理者は、施設等が被災し又は地震後の気象状況等により被災箇所が拡大することにより、市民、

道路、人家及び集落に被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、管理する施設又は所有地への立ち

入りを禁止するための柵、立て看板を設置する等により立ち入りを禁止し、防災関係機関等へ通報すると

被災状況調査 

被害拡大防止措置 

住民の安全確保 

民生の安定 

応急復旧 

公共土木施設 

災害復旧事業 

治山事業 

県単独施設 

災害復旧事業 

その他 

単独事業 

施設の機能回復・借用再開 

応急復旧必要あり 

拡大の危険あり 

被害あり 
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ともに、市民に自主的に避難するよう注意を促す。 

 また、知事は、必要と認める場合は、地すべり等防止法（昭和 33年法第 30号）第 25条に基づき、地

すべりが発生し著しい危険が切迫している区域の居住者に対し、避難のための立ち退きを指示する。 

４ 被害拡大防止措置 

 施設管理者は、現地パトロール及び緊急点検によって施設の異常や被災が確認された場合には、その危

険度を調査して適切な対策を講じるほか、二次災害による市民への被害を防止する措置をとるとともに、

公共土木施設震災復旧事業等を実施して施設の機能回復に努める｡ 

(1) 二次災害の予防 

 余震情報に配慮するとともに、大雨注意報・警報及び土砂災害警戒情報等に注意して応急対策を進

める。 

ア 危険箇所の応急対策 

 県は、地震に伴って発生する地すべりの兆候、斜面の亀裂及び湧水等を確認した場合は、関係機

関や市民に周知を図り、必要に応じ警戒避難の注意を促すとともに、地盤変動の抑止対策や感知器・

警報器等の設置等必要な応急対策を実施する｡ 

イ 監視の継続 

 県は、市と連携して、地震発生の直後のみならず、一定期間は監視を継続し、市民に注意を呼び

かける。また、市は、避難場所・避難経路等の周知徹底を図る。 

(2) 施設の応急措置 

ア 治山施設 

 施設管理者は、倒木、流木等により治山施設が損壊するおそれがある場合は、発見次第速やかに

それらの除去に努める。治山施設の被災が拡大するおそれがある場合は、状況に応じて要員を配置

し、現地の状況変化を監視する。 

 治山施設の被災によって上流に堆積した不安定土砂が下流域に流下するおそれがある場合は、被

災施設の補強又は治山施設の新設を行い、土石流等の発生を防止する。 

イ 地すべり防止施設 

 施設管理者は、地震により地すべりが発生し又はその兆候が確認された場合には、監視体制を強

化して地盤変動の推移を観測するとともに、市民に対する情報提供や状況に応じて、避難のための

立ち退きの指示を行う。 

 亀裂が生じた場合はシートを張り、落石には仮設防護柵を設置する。地すべり拡大の兆候がある

場合は、土塊の排土や押さえ盛土、蛇籠の設置等を行う。 

ウ 急傾斜地崩壊防止施設 

 施設管理者は、急傾斜地が崩壊し又は急傾斜地崩壊防止施設が被災した場合は、巡回パトロール

や要員の配置等により監視を強化する。落石があった場合は、防護柵や仮設的な補強を行う。 

エ 砂防施設 

 施設管理者は、砂防施設が被害を受けた場合は、その程度に応じて、巡回パトロールや河川の濁

りの変化及び水量変化を観測する等の監視を行う。 

 砂防堰堤に生じた亀裂等については、堤体グラウト、基礎グラウト等により補強を行う。また、

流路や護岸に異常堆積や侵食がある場合は、流水の方向が変わらないよう河道の修正を行う。 

オ 土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所 

 山腹において、表面流が亀裂に流入することを防止するため、シート張りや排水路工事を行う。

渓流において、崩落土砂等により災害の危険性がある場合は、水位低下や土砂流出防止のため、開

削、排土、その他必要な対策を実施する。 

カ 規制誘導 

 施設管理者は、応急措置で対応できない場合は、市民が被災箇所に立ち入ることができないよう、
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バリケード等で規制誘導を行う。 

５ 応急復旧 

 施設管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧までの工期及び施工規模並びに資

材や機械の確保等を考慮して、適切な工法により応急復旧工事を実施する。 
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第 20 節 河川・ダム施設震災応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 土木班 

■関係機関 

 県（県土整備部、農林水産部（水窪ダム）） 

 

 地震により被災した河川施設の機能を回復し、被害の拡大及び二次災害の防止を図るために、これら施

設の管理者が実施する災害応急対策及び復旧対策について次に定める。 

１ 河川・ダム施設災害応急計画フロー 

     ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被災状況調査 

 施設管理者は、震度４以上の地震が発生した場合、民間協定業者と連携し直ちに巡回等を実施し、管理

施設の被災概要等を把握するとともに、主要管理施設や重要水防箇所等の防災上重要な施設又は箇所につ

いて緊急点検を実施する。 

３ 市民の安全確保等 

 施設管理者は、施設等が被災し又は地震後の気象状況等により被災箇所が拡大することにより、市民、

道路、人家及び集落に被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、管理する施設又は所有地への立ち

入りを禁止するための柵、立て看板を設置する等により立入りを禁止し、県警察及び消防機関等へ通報す

るとともに、市民に自主的に避難するよう注意を促す。 

被災状況調査 

被害拡大防止措置 

住民の安全確保 

民生の安定 

応急復旧 

公共土木施設 

災害復旧事業 

県単独施設 

災害復旧事業 

その他 

単独事業 

施設の機能回復・借用再開 

応急復旧必要あり 

拡大の危険あり 

被害あり 
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４ 被害拡大防止措置 

 施設管理者は、巡回及び緊急点検で施設の異常や被災が確認された場合、その危険の程度を調査して、

関係機関及び民間業務協定業者等と密接に連携し、必要な応急措置を実施する。 

(1) 河川管理施設及び頭首工等許可工作物 

ア 堤防等河川構造物の損傷箇所の応急措置  

 堤防等河川構造物や頭首工、排水機場等の河川に関連する施設の損傷は、資材や施工規模を考慮

し適切な応急措置を実施する。 

イ 低標高地域の浸水対策 

 低標高地域を重視して浸水の原因となっている箇所の応急復旧と可搬式ポンプや稼働可能な排

水機場施設を利用した浸水対策を実施する。 

ウ 浸水被害の拡大防止と浸水を原因とする事故等の発生防止対策 

 浸水被害が拡大するおそれがある地域については、その原因となる箇所の締切り工事を行うとと

もに、危険な箇所については、人的な事故の発生を防止するため立入り禁止等の措置を実施する。 

エ 許可工作物の損傷等に関する指導及び助言 

 施設占有者に対し、被災地の早急な復旧・復興を期すために必要な指導及び助言を行う。 

頭首工等河川の流水の利用を目的とする施設の管理者は、速やかに応急的措置を行うとともに、河

川管理者及び周辺施設の管理者と協議を行い、二次災害の防止に努める。 

オ 危険物、油等流出事故対策 

 地震により危険物や油等が流出した場合は、二次災害を防止するため、その状況を速やかに関係

各機関に通報・連絡するとともに、必要に応じ、報道機関等を通じて市民へ周知し、汚染拡大防止

対策を実施する。 

カ その他河川管理に関する事項の調整 

 河川管理に関する事項の調整にあたっては、できる限りライフラインや地域住民の生活に密着し

た応急対策に関する事項の調整を優先して行う。 

(2) ダム施設 

 地震発生後の点検等によりダム施設に異常が認められた場合は、次の措置を実施する。 

ア 貯水位制限等の対策 

 異常の程度に応じて貯水位制限を行う等、ダムに作用する外力を低減するための対策を実施する。 

イ 止水処理等の応急的措置 

 異常の程度に応じて対策を実施するとともに、臨機に止水処理等の応急的措置を講じる。 

ウ 関係機関及び一般市民への連絡、通報 

 ダム施設に漏水、変形又は挙動異常が認められ、かつ急速に拡大するおそれがある場合は、ダム

の操作規則に基づき、関係機関及び下流住民へ連絡、通報を行う。 

エ その他ダム施設の管理に関する調整 

 上記のほか、関係機関や利水権者間の調整等、ダムの機能を最小限維持するための調整を行う。 

５ 応急復旧 

 施設管理者は、被害の拡大防止に重点を置いて、被害の状況、本復旧までの工期及び施工規模並びに資

材や機械の確保等を考慮して、適切な工法により応急復旧工事を実施する。 
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第 21 節 農地・農業用施設震災応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、農林班 

■関係機関 

 県、消防機関等 

 

 地震により被災した農地・農業用施設の機能を回復し、被害の拡大や二次災害の防止を図るために、市、

県及び土地改良区等が実施する災害応急対策及び復旧対策について次に定める。 

１ 農地･農業用施設災害応急計画フロー 

２ 施設の緊急点検 

 施設管理者は、震度４以上の地震が発生した場合、直ちにパトロールを実施し、主要構造物や地すべり

危険箇所等について緊急点検を行う。その結果、危険と認められる箇所については、市、県警察及び消防

機関等の関係機関へ通報するとともに、市民に対して自主避難を呼びかけ、適切な避難誘導を実施する等、

緊急措置を迅速に実施する。 

３ 被災状況の把握 

 市は、関係土地改良区等と連携して農地・農業用施設等の被害状況を把握し、県に報告する。 

４ 応急対策及び応急復旧対策の実施 

(1) 県は、農地･農業用施設等の被害が拡大するおそれがあると認められる場合は、市、土地改良区等
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に対し応急措置の指導を行う。 

(2) 施設管理者は、関係機関と連携し、被災者の生活確保を最優先に農地・農業用施設等の機能を確

保するため、被災状況に応じた所要の人員体制をとるとともに、復旧資機材を確保して、次により応

急対策を実施する。 

ア 集落間の連絡農道及び基幹農道の管理者は、避難路や緊急輸送路を確保するため、優先して障害

物の除去及び応急復旧を行う。通行が危険な農道については、県、市町村及び警察等の関係機関に

通報するとともに、通行禁止等の措置を講ずる。 

イ 用排水施設、ため池等の被災により、下流域に浸水被害が拡大するおそれがある場合は、決壊箇

所等の締切り工事を行うとともに、排水対策を行う。 

ウ 施設管理者は、必要に応じ、地震や降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危険箇所の点検及

び主要構造物・建築物の危険度判定を、専門技術者等を活用して行う。その結果、危険性が高いと

判断された箇所については、関係機関や市民に周知し、不安定土砂の除去、仮設防護柵又は構造物

の設置等の応急工事、適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに、災害発生のおそれ

のある場合は速やかに適切な避難対策をとる。 

エ 施設管理者は、被災し危険な状態にある箇所についてパトロール要員を配置し、巡回・監視によ

る危険防止の措置を講ずる。 

オ 応急工事は、被害の拡大防止に重点をおき、被害の状況、本復旧までの工期、施工規模及び資機

材の確保を考慮し、適切な工法により実施する。 

(3) 市は、農地・農業用施設の被害の状況からやむを得ず緊急的に復旧が必要と認められる場合は、

所要の手続をとり、災害査定前に復旧工事に着手する｡ 
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第 22 節 電力供給施設災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班 

■関係機関 

 県、消防機関、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社 等 

 

 電力供給施設の被害を早期に復旧するために、東北電力株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社が

実施する災害応急対策及び復旧対策について定める。 

 市と東北電力ネットワーク株式会社米沢電力センターは、「災害時の協力に関する協定書」及び「災害時

における電力復旧等に関する覚書」に基づき、災害情報の提供、復旧作業に対する協力及び資材置場等の

確保に対する協力について、相互に協力をするものとする。 

１ 電力供給施設災害応急計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動体制の確立 

(1) 組織体制の確立 

東北電力株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社は、地震が発生した場合は防災体制に入るこ

とを発令し、速やかに災害対策組織を設置するとともに、社内及び社外関係機関に連絡する。 

(2) 要員の確保 

ア 災害対策組織の長は、防災体制発令後直ちにあらかじめ定める対策要員の動員を指示する。各対

策要員は、気象、地象情報その他の情報に留意して防災体制の発令に備え、発令された場合は速や

かに出動する。 

イ 震度６弱以上の地震が発生し、自動的に防災体制に入る場合は、社員は呼集を待つことなく、あ

らかじめ定められた基準に基づき所属事業所に参集する。 
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ウ 山形支社のみで対応が困難な場合は、他店所や関連企業に応援を要請し、要員を確保する。さら

に被害が甚大な場合は、他電力会社及び電源開発株式会社に要員の派遣を要請する。 

(3) 自衛隊の派遣要請 

 被害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合又は工事力を動員してもなお応援隊を必要と

すると判断される場合は、知事に対して、自衛隊法第 83 条第 1 項に基づく自衛隊の派遣要請を依頼

する。 

３ 被災状況の把握及び広報 

(1) 被災情報の収集、連絡 

 地震が発生した場合は、電力施設等の被害、停電による影響、気象情報その他災害に関する情報を

迅速かつ的確に把握し、災害対策組織に集約するとともに、関係機関へ連絡する。 

県は、必要に応じて、市災害対策本部に連絡員を派遣し、被災情報や応急対策実施状況等に関する

情報の交換を行う。 

(2) 広報活動 

 停電による社会不安の除去、公衆感電事故及び電気火災防止のため、電力施設被害状況及び復旧状

況について、インターネット・テレビ・ラジオや新聞等の媒体により広報活動を行う。 

４ 応急対策 

(1) 復旧資材の確保 

ア 災害対策組織は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達の必要な資材は、次のいずれかの方

法により可及的速やかに確保する。 

(ｱ) 現地調達 

(ｲ) 災害対策組織相互の融通 

(ｳ) 他電力会社からの融通 

イ 災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した請負会社の車両、舟艇及びヘリコプター等実

施可能な運搬手段により行う。 

ウ 災害発生時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり、その確保が困難な場合

は、県又は市災害対策本部に依頼して、迅速に確保する。 

(2) 危険予防措置 

 電気の供給は、原則として災害発生時にも継続するが、二次災害の危険が予想され、県、市、県警

察及び消防機関等から要請があった場合は、送電停止等適切な危険予防措置を講ずる。 

(3) 電力の広域融通 

 電力需給に著しい不均衡が生じ、その緩和が必要である場合は、各電力会社と締結した融通電力受

給契約等に基づき、電力の緊急融通を行う。 

(4) 応急工事 

災害に伴う応急工事は、恒久的復旧工事との関連や緊急度を勘案して、二次災害の防止に配慮しつ

つ、迅速かつ適切に実施する。緊急復旧を要する箇所は、電源車等を使用して、早期に送電を行う。 

なお、県は、大規模停電発生後直ちに、あらかじめリスト化した病院等の人命にかかわる重要施設

及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況等を踏まえ、これらの施設の非

常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案

を作成するよう努める。この候補案をもとに、国、県、東北電力株式会社等が調整を行い、配備先を

決定していく。 
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５ 復旧対策 

(1) 復旧計画の策定 

 各電力設備ごとに被害状況を把握し、次の事項を明らかにした復旧計画を立てる。 

ア 復旧応援要員の必要の有無 

イ 復旧要員の配置状況 

ウ 復旧資材の調達 

エ 復旧作業の日程 

オ 仮復旧の完了見込み 

カ 宿泊施設、食料等の手配 

キ その他必要な対策 

(2) 復旧順位の設定 

 電力の供給を優先する施設は、原則として、病院、公共機関及び避難所等の重要施設とするが、災

害状況、各電力設備の被害状況及び被害復旧の難易を勘案して、効果の最も大きいものから復旧を行

う。 

 

（参考）過去の災害における電力復旧期間 

●東日本大震災（平成 23年３月 11日 14時 46分ころ地震発生） 

  停電戸数：延べ約 486万戸 

   ３日後（３月 14日） 約 80％解消 

   ８日後（３月 19日） 約 94％解消 

  ２０日後（３月末）  約 96％解消 

  ６月１８日に全数解消。ただし、津波等で公共的なインフラや家屋が流失した地域を除く。 

 

●新潟県中越沖地震（平成 19年７月 16日 10時 13分ころ地震発生） 

  停電戸数：延べ約３万７千戸 

   2.5日後（７月 18日）停電解消 

  ただし、家屋倒壊や屋内配線の安全性が確認できなかったものを除く。 

 

●新潟県中越地震（平成 16年 10月 23日 17時 56分ころ地震発生） 

  停電戸数：延べ約 30万戸 

   ５日後（10月 28日）停電解消 

  ただし、立入禁止地域、避難指示地域を除く。 
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第 23 節 放送施設災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班 

■関係機関 

 県、放送事業者等 

 

地震による災害が発生した場合において、放送事業者が、ラジオ・テレビによる放送を確保するために

実施する災害応急対策について定める。 

１ 放送施設災害応急計画フロー 

     ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動体制の確立 

放送事業者は、災害が発生した場合は、社員の安全を確保しながら速やかに初動態勢を確立するととも

に、状況により災害対策本部を設置し、災害状況を取材して中継を行う等、放送の確保に努める。 

３ 応急措置の実施 

(1) 放送事業者は、災害が発生した場合は、電源設備、送信所設備及び中継局設備等の被害状況を確

認し、放送施設に支障が生じた場合は、その応急復旧措置に努めるとともに、所定の計画に基づき、

臨時演奏所、臨時放送施設等を開設し、放送の確保に努める。 

(2) 市、県及び防災関係機関から災害情報についての放送要請があった場合は、放送事業者は、状況

に応じて臨時ニュースを挿入し又は通常番組を中断して特別番組へ切り替える等により対処する。 

４ 応急復旧対策の実施 

 被災した施設や設備については、応急仮設又は設備変更等の応急対策により現状回復を図りながら、復

旧工事を進める。 

  

活動体制の確立 

復旧対策の実施 

応急措置の実施 
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第 24 節 電気通信施設災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班 

■関係機関 

 県、電気通信事業者等 

 

地震発生時に、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

の確保を図るために電気通信事業者が実施する災害応急対策について定める。 

１ 電気通信施設災害応急計画フロー 

＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 応急対策 

(1) 被災通信設備の監視と通信網の遠隔措置 

 県内の主要な電気通信設備を常時監視し、被災状況を把握するとともに、通信を可能な限り確保す

るため、遠隔切替制御及び音声案内等の措置を行う。 

(2) 災害時組織体制の確立 

 地震等により、災害発生又は発生するおそれのある場合、災害対策本部等を設置し、災害対応にあ

たる。 

(3) 要員の確保 

 防災業務の運営及び応急復旧に必要な要員を確保するため、次の措置をとる。 

ア 全社体制による応急復旧要員等の非常呼集 

通信設備の監視 

被災状況の把握 

災害時組織体制の確立 

通信網の沿革措置 

要員の確保 

復旧用資機材等の確保 

応急復旧工事 

本復旧工事 

広域応援 

防災機関との連携 

災害時広報活動 

災害対策用機器等の配備 

➢ 重要通信の確保 

➢ 特設公衆電話の設置 

➢ 通信回線の応急復旧 
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イ 関連会社等による応援 

ウ 工事請負会社の応援 

(4) 被災状況の把握 

 被災状況等の把握について、電気通信設備の監視結果及び巡回点検により情報を迅速に収集する。 

(5) 災害時広報活動 

 災害が発生した場合、通信の疎通及び利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応急復旧

状況等の広報を行い、通信の疎通ができないことによる社会不安の解消に努める。 

(6) 災害対策用機器等の配備 

 災害発生時において通信を確保し又は災害を迅速に復旧するため、必要に応じて機器及び車両を配

備する。 

ア 非常用衛星通信装置 

イ 非常用無線通信装置 

ウ 非常用電源装置 

エ 応急ケーブル 

オ その他応急復旧用諸装置 

(7) 災害対策用資機材等の確保 

 災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧資機材を確保するとともに、予め定めた輸送計画

に従い、資機材及び物資等の輸送を行う。 

３ 復旧計画 

(1) 応急復旧工事 

 被災した電気通信設備等を早急に復旧するため、災害対策用機器、災害対策用資機材等を設置し行

う。また、応急復旧のために通信用機器材の運搬や道路被災状況等の情報共有が必要な場合は、県を

通じて地方公共団体に協力を要請する。 

なお、応急復旧期間については、２週間を目途とする。 

(2) 復旧の順位 

 通信の途絶解消及び重要通信を確保する。 

(3) 本復旧工事 

 災害の再発を防止するため、必要な改良事項を組み入れて災害復旧工事を計画、設計、実施する。 
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第 25 節 下水道施設災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 上下水道班 

■関係機関 

 県、 

 

地震に伴う下水道施設の被災による社会活動への影響を軽減するために、市が実施する下水道施設の災

害応急対策及び復旧対策について定める。 

１ 下水道施設災害応急計画フロー 

＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動体制の確立 

(1) 動員体制 

市は、上下水道部局内の動員配備計画により速やかな動員を行い、応急対策要員の確保を図る。大

規模な災害の場合には、他市町及び民間業者に対し、応援を要請するものとする。 

(2) 広域応援要請 

県は、地震による被害の規模が大きく、県内の下水道管理者のみでは対応ができない場合は、「北海

道・東北ブロック下水道災害時支援連絡会議」における申し合わせに基づき、広域応援を要請する。 

３ 施設の被害調査 

 市は、震度５弱以上の地震が発生した場合、下水道施設の被害状況を把握するため、各施設等を巡回し

次の事項を中心に調査する。 

(1) 施設の被害状況 

(2) 管渠の接続及び沈下状況 

(3) マンホール、ます等の接続状況 

(4) 管渠の堆積土砂の状況 

(5) 路盤沈下の状況 

  

活動体制の確立 

被災状況の把握及び広報 

応急対策 

復旧対策 

段階ごとの被災調査 

広域応援要請 

利用者への広報 
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４ 被災状況の把握及び広報 

(1) 段階ごとの被災調査 

 市は、地震による被災から復旧に至るまでの各段階に応じ、次により現地の被災状況を調査する。 

ア 第１段階（緊急点検・緊急調査） 

 処理場及びポンプ場について被害の概況を把握し、大きな機能障害や人的被害につながる二次災

害防止のための点検及び調査を行う。 

 管渠及びマンホールについては、主に地表からの目視により、マンホールからの溢水状況の把握、

被害の拡大及び二次災害防止のための点検を実施するとともに、道路等他施設に与える影響の調査

や重要な区間の被害概要を把握する。 

イ 第２段階（応急調査） 

 処理場及びポンプ場については、施設の暫定機能確保のための調査を、管渠については、被害の

拡大及び二次災害防止のための調査（管内、全マンホールまで対象を広げる。）並びに下水道の機能

的、構造的な被害程度の調査を行う。 

ウ 第３段階（本復旧のための調査） 

 管渠について、マンホール内目視、テレビカメラ調査及び揚水試験等を行う。 

(2) 利用者への広報 

 被災状況、復旧方針及び復旧状況を地域住民に理解してもらうことは、市民生活を安定させるとと

もに、復旧に対する支援を得るために極めて重要である。このため、被災状況や復旧見通しをできる

だけ分かりやすく地域住民に繰り返し広報するほか、報道機関にも協力を要請する。 

 また、下水道施設の汚水排除機能の停止や処理場の処理機能の低下に対し、復旧作業の長期化が予

想される場合には、水洗トイレや風呂等の使用を極力控えるよう協力を求める広報活動を行う。さら

に、利用者が下水道施設の異常を発見した場合は、市及び下水道関係機関へ通報するよう併せて呼び

かけを行う。 

５ 応急対策 

 市は、上記４の調査結果をもとに、下水道施設の構造的・機能的な被害の程度又は他施設に与える影響

の程度を考慮して、必要と認められる場合は応急復旧を行う。応急復旧は、本復旧までの間一時的に処理

及び排除機能を確保することを目的に行い、応急復旧期間は、概ね 40日を目途とする。 

 処理場及びポンプ場については、可搬式ポンプの設置、仮設配管の布設による揚水機能の復旧及び固形

塩素剤による消毒機能の回復等を行う。管渠及びマンホールについては、可搬式ポンプや吸引車による下

水の排除、管内の土砂浚渫及び仮設配管の布設を行う。 

６ 応急復旧 

 処理場及びポンプ場の本復旧は、本来の機能を回復することを目的とし、構造的な施設被害の復旧を行

う。同様に、管路施設の本復旧も原形に回復することを目的として行う。 

 復旧は、原則として災害査定を受けた後に順次行われるものであり、被害の形態と程度に応じた復旧方

法を設定する必要がある。しかし、地震被害の再発防止又は将来計画を考慮して施設の改良を行う場合は、

新規に計画している別の施設へ変更することも考えられるので、構造物や設備の重要度及び健全度等を検

討のうえ実施する。 
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第 26 節 工業用水道施設災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 上下水道班 

■関係機関 

 県、 

 

 地震により工業用水道施設が被災した場合の、漏水等による二次災害を防止するとともに、生産活動等

への影響を軽減するために、工業用水道事業者が実施する災害応急対策及び復旧対策について定める。 

１ 工業用水道施設災害応急計画フロー 

      ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動体制の確立 

 工業用水道事業者（以下この項について「事業者」という。）は、地震が発生した場合や、速やかに災害

対策組織を設置するとともに、あらかじめ定める対策要員を参集させる。 

また、被害が甚大で自らのみによって対応が困難と判断される場合には、他事業者等に要員の派遣を要

請する。 

３ 被災状況の把握及び広報 

(1) 被災状況の把握 

 事業者は、地震発生後速やかに情報収集を行い、取水場、浄水場、配水池等の主要施設及び送・配

水管路の被害状況を把握する。また、受水企業の被害状況及び操業状況についても把握する。 

(2) 周辺住民への広報 

 事業者は、管路等が破壊され、その流出水により市民にも被害が及ぶことが予想されるときは、市

及び県警察等の関係機関に通報又は連絡するとともに、広報車等により付近住民に周知し、二次被害

の防止に努める。 

  (3) 受水企業への連絡 

 事業者は、工業用水道施設が被災した場合、受水企業に被害の種類及び程度、復旧の見込み及び送

水継続の可否等を速やかに連絡する。 

  

活動体制の確立 

被災状況の把握及び広報 

応急対策 

復旧対策 
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４ 応急対策 

 事業者は、把握した被災状況に基づき速やかに応急対策を講ずる。管路等の被災が予想される箇所につ

いては、あらかじめ定めた対応策に基づき速やかに応急対策を実施する。 

５ 応急復旧 

 復旧は、本復旧を原則とするが、橋梁添架管、水管橋、伏越部及びその他の構造物との関連等により、

本復旧に長時間を要する場合は、急を要するものから仮復旧を行うものとする。復旧にあたっては、二次

災害の防止を最優先とし、次に生産用水を確保するために、順次施設を復旧する。 

また、埋設管路等が電気、ガス又は上水道関係の配管と一緒に敷設されている場合は、これら施設を管

理する関係機関と連携をとりながら復旧計画を策定する。 

  



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

225 

 

第 27 節 危険物等施設災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、環境生活班 

■関係機関 

 県、県警察、消防機関、危険物等取扱事業所 

 

 地震に伴う危険物等施設の被災による二次災害を防止するため、危険物等施設の管理者が防災関係機関

と協力して実施する災害応急対策について定める。 

１ 危険物等施設災害応急計画フロー 

   ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関係機関への通報等 

 危険物等取扱事業所は、地震により被災した場合、消防機関、警察、市及び県等関係機関並びに隣接事

業所に、事故等の状況を直ちに通報又は連絡し、これらの機関との協力体制を確立する。 

 県は、事故発生情報及び被害情報等を、適時総務省消防庁に報告するとともに、次の区分により取り扱

い規制担当省庁に報告する。 

ア 火薬類・高圧ガス  経済産業省 

イ 放射線使用施設   文部科学省、原子力規制庁等 

ウ 毒劇物施設     厚生労働省 

３ 市民への広報 

 危険物等取扱事業所は、地域住民の安全のため、必要に応じ市、県及び報道機関の協力も得て、市民へ

の広報及び避難誘導を行う等適切な措置をとる。 

４ 自主防災活動の実施 

 危険物等取扱事業所は、あらかじめ定めた自衛消防組織等の活動要領に基づき、自主防災活動を行う。 

  

通報 

住民への広報 

応急措置 

防災関係機関への通報 

近隣事業所への通報 

各協会への通報（高圧ガスのみ） 

 

 

 

施設の応急点検・補修 

装置等の緊急停止 

初期消火活動 

危険物流出防止措置 

環境モニタリング 
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５ 危険物等施設の応急措置 

(1) 市 

ア 被害が広範囲にわたり、引火、爆発又はそのおそれがある場合は、地域住民の安全を図るため、

施設関係者や関係機関と連絡をとり、立入禁止区域を設定するとともに、市民への広報や避難立ち

退きの指示を行う。 

イ 流出、転倒及び浮上したタンク等については、使用の停止を命じ危険物の排除作業を実施させる。 

(2) 施設所有者等 

ア 危険物等取扱事業所は、地震発生時には、危険物等の取扱作業を中止し、設備の緊急停止を行う

とともに、直ちに応急点検を実施する。また、危険物施設等に損傷等異常が発見されたときは、当

該施設を補修し又は危険物等の除去を行う等適切な措置を行う。 

イ 危険物等による災害が発生した場合には、消火剤、オイルフェンス、吸着剤及び油処理剤等を活

用し、現状に応じた初期消火や流出防止措置を行う。 

ウ 危険物の移送中に地震が発生したときは、直ちに応急措置を講じて、付近の住民に避難等の警告

を行うとともに、被災地を管轄する消防機関及び県警察等に連絡する。 

６ 災害応急対策 

 危険物等施設に係る災害応急対策は、次のとおりである。 

(1) 火薬類 

ア 販売所等における応急措置 

 販売事業者は、地震による火災等が発生し、火薬庫や庫外貯蔵所等が被災するおそれが生じた場

合で、保管・貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合は、速やかにこれを安全な場所に

移し、見張り人を置き、関係者以外を立入禁止とする。ただし、道路が危険であるか又は搬出の余

裕がない場合は、火薬類を付近の水中等に沈める等安全な措置を講ずるとともに、その措置内容に

ついて防災関係機関に速やかに報告する。 

 また、火薬庫については、入口、窓等を目塗りで完全に密閉し、木部には防火措置を講じるとと

もに、必要に応じて周辺住民に避難するよう警告を行い、近隣火薬庫所有者に火薬類の保管委託を

行う。 

イ 消費場所における応急措置 

 消費事業者は、地震による土砂崩れ等により火薬類が土中に埋没した場合には、火薬類の存在す

る可能性のある場所を赤旗等で標示し、見張り人を置き、関係者以外を立入禁止とする。なお、土

砂等を排除した後、現場の状況に応じた適切な方法で火薬類を回収又は廃棄する。 

ウ 運搬中における応急措置 

 運転者は、運搬作業中に地震による事故等が発生した場合には、安全な場所に車両を移動させる

とともに、必要に応じて防災関係機関に通報する。また、車両が損傷を受ける等により火薬類が落

下・散乱した場合は、速やかに回収して一般人の取扱いによる事故を防止するとともに、盗難防止

等のため警戒監視を行いながら、運搬事業主等の指示を受けて対処する。 

エ 火薬庫における応急措置 

 火薬庫は構造的に地震に強く、一般住宅からも保安距離が確保されているため延焼等の二次災害

は少ないと考えられるが、非常時の場合は、近隣火薬庫所有者に火薬類の保管委託を行う。 

(2) 高圧ガス 

 高圧ガス関係事業者は、必要に応じて高圧ガス関係団体の応援を受け、高圧ガスの性質（毒性、可

燃性及び支燃性）や状況に応じた応急措置を実施する。 

ア 高圧ガス製造施設、貯蔵施設等における措置 
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 高圧ガス関係事業者は、製造施設や貯蔵施設等が危険な状態になったとき又はそのおそれがある

ときは、直ちに製造等を中止するとともに、火災等が発生した場合は、消火や冷却放水、安全放出

及び高圧ガスの移動を行う。ガスが漏えいした場合には、緊急遮断等の漏えい防止措置を実施する

とともに、必要に応じ立入禁止区域や火気使用禁止区域の設定を行う。 

 なお、防災要員以外の従業員は退避させ、発災した施設以外の設備の緊急総点検を行うとともに、

必要に応じ県警察に連絡して交通規制等の措置を講じる。 

イ 販売事業者の容器置場における措置 

 販売事業者は、高圧ガス容器が転倒しガス漏れ等が発生した場合には、直ちにガス漏れ遮断等の

措置を講じるとともに、容器を安全な場所に移動する等の措置を行う。なお、必要に応じ担当作業

員以外の従業員を退避させる。 

ウ 一般消費者における容器等の措置 

 一般消費者は容器等に係るガス漏れ等の事故が発生した場合は、速やかに販売事業者又は保安機

関に連絡するとともに、必要に応じて消防機関等に通報し、付近住民が火気等を使用しないよう呼

びかける。 

エ 高圧ガスの移送中の措置 

 高圧ガス輸送車の運転者は、移送中に地震による災害が発生した場合には、直ちに安全な場所に

車両を移動させるとともに、必要に応じて防災関係機関に通報する。また、車両に損傷を受ける等

により高圧ガスが漏えいした場合は、直ちにガス漏れを遮断する等の措置を講じ、付近の住民等に

避難の指示を行うとともに、県高圧ガス地域防災協議会及び防災関係機関に通報する。 

(3) 放射線使用施設等 

 地震の発生に伴う放射線使用施設及び放射性同位元素に関する事故措置にあたっては、人命危険の

排除を図るとともに、関係機関と連携し、現況に即した応急対策を講じる。 

 また、被害の拡大を防止するため、放射線施設等の管理者は、次の応急対策を講じ、迅速かつ適切

に被害の防除に努める。 

ア 施設の破壊により放射線源の露出、流出等が発生し又はその危険がある場合は、被害の拡大防止

に努めるとともに、消防、県警察、市及び県等関係機関や文部科学省に通報する。 

イ 放射線被害を受けた者又は受けるおそれのある者が居る場合は、速やかに救出し、付近に居る者

に対し避難するよう警告する。 

ウ 放射線発生装置の電源を遮断し、余裕のあるときは放射性同位元素及び放射性同位元素装備機器

を安全な場所に移す。また、周辺を危険区域に設定してその旨を表示するとともに、見張りを置い

て関係者以外の立入りを禁止する。 

７ 危険物等流出応急対策 

 河川、大気等に大量の危険物等が流出し、若しくは漏えいし、又はそれらのおそれのある場合は、次に

より迅速かつ適切に被害の防止に努める。 

(1) 事故関係者、事故発見者及び通報受理者は、速やかに市、消防機関、県警察及び河川管理者等関

係機関に通報又は連絡する。 

(2) 防災関係機関、事業者及び危険物等取扱者は、それぞれの業務又は作業について、相互に密接に

連絡をとり、次の防除対策が迅速、的確に実施できるよう協力する。 

ア 危険物等の拡散を防止するため、オイルフェンス、むしろ、柵及び木材等の応急資機材を展張す

る。 

イ オイルフェンス等により流出範囲を縮小した危険物等を、吸引ポンプ等により吸い上げ又は汲み

取るとともに、必要により化学処理剤により処理する。 

ウ 流出した危険物等から発生する可燃性ガスの検知を行い、火災の発生や健康及び環境への被害を

未然に防止するため、必要な措置を講ずる。 
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(3) 飲料水汚染の可能性がある場合は、県及び河川管理者は、被害のおそれのある水道用水取水施

設管理者に直ちに連絡し、取水制限等の措置を講ずる。 

(4) 水質汚濁防止法又は大気汚染防止法に基づく有害物質等（石綿を含む）が河川等の公共用水域

に流出若しくは地下に浸透又は大気中に放出された場合は、河川管理者及び県総合支庁等は、原因

者の究明、原因者の措置状況の確認、原因者の指導のほか、必要に応じて環境モニタリング調査を

実施するとともに、その結果を被害防止対策に活用できるよう関係機関に速やかに通報する。 
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第 28 節 農林業・漁業震災応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 農林班 

■関係機関 

 県、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等 

 

 地震等による農作物等の被害、農業用施設の損壊、家畜のへい死及び飼養施設の損壊並びに林産及び水

産施設の被災等に対応するために、市、県及び農林水産業関係団体等が実施する災害応急対策について定

める。 

１ 農林水産業災害応急計画フロー 

     ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被害状況の把握 

 市及び県は、農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合等の農林水産業関係団体と連携し、国の関係機

関の協力を得て、山形県農林水産業被害報告取りまとめ要領に基づき、速やかに被災状況を把握する。 

３ 二次災害防止措置 

 市は、二次災害を防止するために必要と認めるときは、次の措置をとる。 

(1) 農作物及び農業用施設 

 農家及び農業協同組合に対し、余震等による農舎、園芸ハウス等の倒壊防止措置並びに農業用燃料

及び農薬の漏出防止措置をとるよう指導又は指示を行う。 

(2) 家畜及び家畜飼養施設 

 農家及び農業協同組合に対し、余震等による畜舎の二次倒壊防止、生存家畜の速やかな救出措置、

家畜の逃亡防止及び逃亡家畜の捕獲並びに収容による市民への危害防止措置をとるよう指導又は指

示を行う。 

(3) 林産物及び林産施設 

 森林組合及び林家に対し、林産施設の倒壊防止措置並びに林業用燃料、電気及びガス等の漏出防止

措置を講ずるよう指導又は指示を行う。 

(4) 水産物及び水産施設 

 漁業協同組合等及び漁家に対し、燃料等の漏出防止、引火防止及び拡散防止措置並びに関係機関へ

の協力要請などの指導又は指示を行うとともに、必要な場合は、県、警察及び消防機関と連携し、必

要な措置を講ずる。 

被災状況把握 

災害応急対策 

二次災害防止措置 

農作物、農業用施設 

家畜、家畜飼養施設

林産物、林産施設 

水産物、水産施設 
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ア 船舶燃料等の漏出防止、引火防止及び拡散防止措置並びに関係機関への協力要請 

イ 流失した船舶、漁具、養殖施設等の早期回収措置並びに関係機関への協力要請 

ウ 養殖池の漏水等による被害の拡大防止措置 

４ 災害応急対策 

 市及び県は、農林水産業関係団体と連携し、次の応急対策を講じ又は関係者を指導する 

(1) 農作物及び農業用施設 

 市及び県は、農業協同組合等と連携し、農作物及び農業用施設の被害状況に応じ、次の応急措置を

講じ又は関係者を指導する。 

ア 農作物の病害虫発生予防措置 

イ 病害虫発生予防等用薬剤の円滑な供給 

ウ 応急対策用農業用資機材の円滑な供給 

エ 農作物の生育段階に対応する生産管理技術指導 

オ 種苗の供給体制の確保 

また、県は、被害状況に応じて復旧用農業資機材、農薬及び種苗等の供給・確保について、関係団

体に協力を要請する。 

(2) 家畜及び家畜飼養施設 

 市及び県は、農業協同組合等と連携・協力し、次の応急対策を講じ又は関係機関に要請等を行う。 

ア 死亡家畜の円滑な処分及び廃用家畜の緊急と殺処分 

(ｱ) 家畜死体の受け入れ体制の確保 

(ｲ) 家畜死体の埋却許可 

(ｳ) 傷害による廃用家畜の緊急と殺に対する検査（県食肉衛生検査所） 

(ｴ) 家畜廃用認定（山形県農業共済組合連合会） 

(ｵ) 家畜緊急輸送車両の確保（山形県家畜商業協同組合） 

イ 家畜伝染病発生及びまん延防止のための予防接種、畜舎消毒等 

(ｱ) 家畜飼養農家に対する指導（県家畜保健衛生所） 

(ｲ) 被災家畜の健康診断及び畜舎消毒（県家畜保健衛生所） 

(ｳ) 家畜伝染病予防接種体制の確保（山形県畜産協会） 

ウ 動物用医薬品及び器材の円滑な供給（山形県動物薬品器材協会） 

エ 家畜飼料及び飼養管理用資器材の円滑な供給（全農山形県本部、山形県酪農業協同組合、山形県

配合飼料価格安定基金協会） 

(3) 林産物及び林産施設 

ア 森林管理署、市及び県は、森林組合等と連携し、林産物（林地）及び林産施設の被害状況に応じ、

次の応急措置を講じ又は関係者の指導を行う。 

(ｱ) 林地等に地すべり又は亀裂が生じている場合は、シートで覆う等その拡大を防止する措置 

(ｲ) 苗木、立木及び林産物等の病害虫発生予防措置 

(ｳ) 病害虫発生予防用薬剤の円滑な供給 

(ｴ) 応急対策用資機材の円滑な供給 

(ｵ) 林産物の生育段階に対応する生産管理技術指導 

イ 県は、林産施設の被害状況により必要があると認めた場合は、復旧用資機材等の供給・確保及び

火災の拡大防止等について関係機関に対し協力を要請する。 

(4) 水産物及び水産施設 

ア 市及び県は、漁業協同組合等と連携し、水産物及び水産施設の被害状況に応じ、次の応急措置を

講じ又は関係者を指導するとともに、関係機関に対して協力要請を行う。 
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(ｱ) 漁業活動支援施設（給油、給水、保管活動）の応急修繕 

(ｲ) 漁業無線を利用した就航船舶に対する被害情報の提供 

(ｳ) 冷凍・冷蔵水産物の受け入れ先の確保及び移送 

(ｴ) 応急対策用資機材の円滑な供給 

(ｵ) 養殖水産物の移送 

(ｶ) 水産物の廃棄処分 

イ 県は、施設被害の復旧に急を要する場合は、市又は漁業協同組合に対し災害査定前着工の指示を

行う。 
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第 29 節 生活支援関係 

 

 

■災害対策本部 

 環境生活班、社会福祉班、水道班、健康班 

■関係機関 

 県、自衛隊、保健所 

第１ 食料供給計画 

 災害により食料を確保することが困難となった場合における、市及び県が実施する災害応急対策につい

て定める。 

１ 食料供給計画フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備蓄食料の放出、食料調達等要請 

市町村：製造・流通業者、他市町村(不足する場合) 

    県（他市町村で不足する場合） 

県 ：製造・流通業者(生協含む) 

   他都道府県(不足する場合) 

   自衛隊(炊出し等が必要な場合) 

市町村：地域内輸送拠点  

県：広域物資輸送拠点 

食 

料 

の 

調 

達 

・ 

確 

保 

食料供給・調達要請の内容 

○ 要請品目及び数量 

○ 引渡場所 

○ 引渡責任者 

○ その他参考事項 

輸 
 
 
 

送 

被 災 住 民 等 

炊
出
し
・
食
料
の
配
分 

炊   出   し 

＊地震発生 

・食料供給対象者数の確認 

・食料供給数量の決定 

・供給先優先順位の決定 

・調達先の決定 

・引受責任者の確認 

 

 

<調達等実施者> 

市町村 

県(市町村から要請が

あった場合等) 

・（避難所等での)配分責任者の配置 

・炊出し要員の確保 

・炊出し等の住民への周知 

・要配慮者等への優先配分 

・食料の衛生管理体制 

 

 

・輸送経路交通規制 

・荷役要員の確保 

・輸送車両の確保 

・物資拠点の開設 
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２ 市が行う食料の調達及び配分 

(1) 調達 

 市は、防災計画に基づき、食料供給対象者数を確認し食料供給数量を決定した後、備蓄食料の放出

を行うとともに、不足する場合はあらかじめ優先供給に関する協定を締結している製造・流通関係業

者（以下「協定締結業者」という。）等からの調達を実施する。 

 市のみで対応しきれない場合は、以下の手順で対応する。 

ア 山形県市町村広域応援協定に基づき、被災市町村応援調整市町村を通じて応援要請を行う。 

イ 応援要請する際は、次の事項を明示して行う。 

(ｱ) 食料の応援要請 

  品目、数量、引渡期日、引渡場所、その他参考となる事項等 

(ｲ) 炊出し用具等の応援要請 

  人員、器具、数量、期間、場所、その他参考となる事項 

ウ 被害が広範囲に及び市町村間の応援が困難な場合、又は市町村間の応援だけでは不足が見込まれ

る場合、市は、県に対して必要な食料の供給応援要請を行う。 

(2) 調達食料品目例 

 市は、避難所の設置状況や要配慮者等を考慮し、以下の品目を参考に調達する。また、アレルギー

や疾病、育児等によって食に配慮を要する人向けの食品や栄養バランスに配慮するための生鮮食料品

等についても、必要に応じ可能な限り調達する。 

ア 弁当、米穀、食パン、麺類（即席麺・そば・乾うどん）、飯缶、乾パン 

イ 乳幼児ミルク、牛乳 

ウ 副食品（缶詰・漬物・佃煮・野菜）、調味料（味噌・醤油・塩・砂糖） 

(3) 地域内輸送拠点の開設 

必要に応じて地域内輸送拠点を速やかに開設し、食料の輸送体制を確保する。 

(4) 炊出し 

 市は、炊出しにより食料の供給を実施する場合は、次により行う。 

ア 炊出しは、原則として避難所内又はその付近の適当な場所を選定し、仮設給食施設を設置して行

う。 

イ 大量に炊き出しが必要となり炊き出し要員等が不足する場合は、既存の給食施設を利用し、日本

赤十字社山形県支部及びボランティアの協力を得て炊き出しを実施するとともに、必要に応じ、知

事に対し自衛隊の派遣要請を依頼する。 

※ 炊出しについては、物品受払状況簿（様式第 21号）、救助実施記録日計票（様式第 23号）、炊

出し給食状況簿（様式第 26号）を整備すること。 

(5) 配分 

 被災住民への食料配分にあたっては、次の事項に留意する。 

ア 避難所等における食料の受入れ確認及び需給の適正を図るための責任者の配置 

イ 市民への事前周知等による公平な配分 

ウ 要配慮者への優先配分 

エ 避難所で生活せず食料や水等を受け取りに来ている被災者等への配分 

３ 県が行う食料の調達等 

県は、被災市町村の食料調達状況等を常に把握するとともに、被災市町村から応援要請があった場合又

は必要と認めた場合は、食料が円滑に供給されるよう次の措置を講じる。 

なお、市町村からの要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たないで、被災市町村に対

する物資を確保し供給するものとする。 
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(1) 備蓄食料の供与 

県は、被災市町村からの要請に基づき、必要と認める場合、備蓄している食料を供与する。 

(2) 調達 

ア 県は、備蓄食料の供与によっても不足する場合は、協定締結業者に食料の供給を要請し、なお不

足する場合はその他の製造・流通業者に要請する。 

イ 県は、本県のみでの対応が困難な場合は、「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する

協定」に基づき近隣県に対して支援を要請するほか、全国知事会を通じて他都道府県や関係省庁に

対して支援を要請するとともに、必要に応じて農林水産省に応急用食料を要請する。 

(3) 広域物資輸送拠点の開設 

県は、必要に応じて広域物資輸送拠点を速やかに開設し、食料の輸送体制を確保する。 

県が調達する食料は、原則として調達先の配送により、物資拠点又は避難所へ輸送する。広域物資

輸送拠点から地域内輸送拠点への輸送は県において対応し、地域内輸送拠点から避難所への輸送は市

町村において対応するものとする。ただし、地域内輸送拠点が設置されない場合にあっては、広域物

資輸送拠点から避難所までの輸送は県が対応するものとする。 

４ 食料の衛生管理、栄養指導 

食料の衛生管理体制及び栄養指導については、県の食品衛生対策及び栄養指導対策による。 

５ 国によるプッシュ型支援の実施 

国は、県及び市町村において、正確なニーズの把握や要請を行うことに時間を要することや、民間供給

能力の低下により、必要な食料の迅速な調達が困難と想定される場合においては、被災者数や引渡場所等

の可能な限りの入手情報等に基づき、被災地からの要請がなくても、食料の供給を確保し、輸送を開始す

る。（プッシュ型支援） 

県及び市町村は、必要な情報について可能な限り国に提供することとし、要請に基づく支援（プル型支

援）へ早期に切り替えられるよう避難者数、ニーズ等の情報収集を行うこととする。 

 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 17節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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第２ 給水・上水道施設応急対策計画 

 地震による災害が発生した場合に、被災者の生命維持及び人心安定の基本となる飲料水、医療用水、消

火用水及び生活用水等を確保するため、市、県及び水道事業者（簡易水道事業者及び水道用水供給事業者

を含む）（以下「水道事業者」という。）が実施する災害応急対策について定める。 

１ 給水・上水道施設応急対策フロー 

      ＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動体制の確立 

 市、県及び水道事業者は相互に、連絡調整を図りながら、必要に応じて関係機関に応援協力を要請し、

応急体制を確立する。 

(1) 水道事業者 

 水道事業者は関係機関と連絡調整を図り､必要に応じて公益社団法人日本水道協会山形県支部（以

下「日水協県支部」という。）の「災害時相互応援協定」（以下「応援協定」という。）に基づき、次に

より、関係機関に要員及び応急対策用資機材の応援を要請し、応急体制を組織する。 

ア 動員計画に基づき、迅速に職員を動員する。職員自身が被災する場合もあるため他部局の職員も

動員し、必要な職員数の確保に努める。 

イ 水道事業者のみでは給水及び復旧活動が困難な場合は、応援協定に基づき、日水協県支部に対し

人員及び資機材の応援要請を行う。 

ウ 応援部隊等を的確に指揮できる体制を確立する。 

エ 応援協定で定めている応援者の受入体制の確立に努める。 

オ 必要な場合は、水道工事業者等に応援協力を依頼する。 

(2) 県 

県は、主に情報の連絡調整、総合的な指揮・指導及び関係機関への応援要請を行う。また必要に応

じ、水道法第 40 条第１項に基づき、水道用水の緊急応援命令を発する等適切な措置を講ずる。 

ア 水道事業者相互間の応援、協力について、必要な斡旋、指導及び要請を行う。応急給水等に必要

な場合は、自衛隊の派遣を要請する。 

イ 水道事業者の要請に応じ、近隣県さらには厚生労働省を通じ、全国の水道事業者等に応援を要請

し、十分な応急体制の確立を図る。 

ウ 小規模な水道事業者への応援部隊は、応急対策全般について計画立案、技術支援できるよう部隊

編成に配慮する。 

エ 必要に応じ水質班を組織し、水質検査及び滅菌を実施する。 

活動体制の確立 

被災状況の把握 

緊急対策 

応急対策 

応急給水 

応急復旧 

住民への広報 
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３ 被災状況の把握 

 水道事業者は、次により迅速かつ的確に上水道施設等の被災状況を把握する。 

(1) 遠隔監視システム等による運転状況の把握 

(2) 職員等の巡視点検による被災状況の把握 

(3) 市民からの通報による、配水管や給水管等の漏水又は断水等被災状況の把握 

４ 緊急対策 

 水道事業者は、被害の拡大と二次災害を防止するため、次により緊急対策を実施する。 

(1) 二次災害の防止対策 

ア 浄水場等で火災が発生した場合、速やかに消火活動を行う。 

イ 水道用薬品及び水質分析用薬品等の漏出防止対策を講じる。 

ウ 緊急遮断弁を全閉し、配水池で浄水を確保する。 

(2) 被害発生地区の分離 

 被害状況の情報収集により、被害が少なく継続して給水が可能な地区と、被害が大きく継続給水不

可能な地区を選別し、制水弁の開閉により配水区域を切り離し、配水池からの浄水の漏出防止を図る。 

５ 応急対策 

 市、県及び水道事業者は、被災施設や被災住民数等を的確に把握し、地区別に考慮した応急給水計画及

び応急復旧計画を策定のうえ、速やかに応急対策を実施する。 

(1) 応急給水 

 市、県及び水道事業者は、衛生対策、積雪等の気候条件及び要配慮者の状況について十分配慮し、

給水の優先順位を決定するとともに、被災状況に応じて地区別に給水方法を選定し、次により被災者

に飲料水等の生活用水を給水する。 

ア 応急給水の準備 

(ｱ) 既存水源及び緊急代替水源の確保 

(ｲ) 既存浄水施設及び他水道事業者からの緊急受水の確保 

(ｳ) 配水池及び耐震貯水槽等の貯水施設の確保 

(ｴ) 給水車等による応援給水の確保 

(ｵ) 水質の衛生確保 

(ｶ) 備蓄飲料水の量の確認 

イ 給水方法 

被害状況に応じ、地区別に拠点給水、運搬給水、仮設給水及び備蓄飲料水の供与を効率的に組み

合わせ給水する。 

(ｱ) 拠点給水 

配水池、耐震性貯水槽及び指定避難所に給水施設を設置して給水を行う。また、緊急代替水源

等には浄水装置等を稼働させ、給水基地を設営して給水する。 

(ｲ) 運搬給水 

給水車、給水タンク搭載車等により飲料水を被災地に運搬し、給水する。 

(ｳ) 仮設給水 

応急復旧した水道管に仮設給水栓を設置して給水する。 

(ｴ) 備蓄飲料水の供与 

市は、備蓄飲料水を避難所等において配布する。 

県は、被災市町村からの要請に基づき、必要と認めた場合、備蓄している飲料水を供与する。 
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ウ 優先順位 

医療施設、社会福祉施設及び避難所へ優先的に給水する。 

エ 飲料水及び応急給水用資材の確保 

(ｱ) 飲料水の確保 

被災直後は配水池や耐震性貯水槽等で飲料水を確保し、その後は被災しなかった上水道施設及

び緊急代替水源等により飲料水を確保する。 

(ｲ) 応急給水用資材の確保 

水道事業者が確保している応急給水用資材で不足する場合は、速やかに日水協県支部に応援を

要請し、飲料水運搬容器等の応急給水資材を調達する。 

オ 飲用井戸及び受水槽等による給水 

飲用井戸及び受水槽については、地震による水質悪化や汚染が懸念されるため、水質検査を行い、

水質基準に適合していた場合に給水する。やむをえず飲用する場合は、煮沸消毒を実施し又は滅菌

剤を添加したうえで飲用に供する。 

カ 飲料水の衛生確保 

給水する飲料水の残留塩素濃度を測定し、残留塩素が確保されていない場合は、簡易型滅菌設備

又は塩素滅菌剤等により滅菌を徹底したうえで応急給水する。 

キ 生活用水の確保 

水道事業者は、区域内の井戸水、工業用水等の水道水源以外の水及び雨水等に滅菌剤を添加した

水を、生活用水に利用する。 

ク 地域性及び積雪期への配慮 

離島及び山間地へは、必要により、飲料水の空輸又は海輸、浄水装置による給水等を行う。 

ケ 要配慮者等に対する配慮 

要配慮者への給水にあたっては、ボランティア活動の協力を得るなどにより、優先的な応急給水

ができるよう配慮する。また、中高層住宅の利用者への給水にあたっては、住民相互の協力を得る

などにより、円滑な応急給水ができるよう配慮する。 

(2) 給水の基準 

ア 給水量 

 飲料水及び生活用水の応急給水量は、原則として１人１日当たり 20リットルとする。ただし、市

は、状況に応じ、災害発生から３日間は、市民の生命維持に必要な飲料水として最小限必要な飲料

水量を１人１日当たり３リットル程度にとどめるものとする。 

イ 給水対象 

 市は、給水について、災害により、現に飲料水及び生活用水を得ることができない者に対し、提

供する。 

ウ 応急給水計画 

 市は、被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水と応急復旧の計画を同時に立案し、相互に関

連を保ちながら応急対策を実行する。 

 計画の策定にあたっては、段階的に目標水準を定め、災害直後３日以内は市民の生命維持に必要

な飲料水及び医療機関等への給水を中心に行い、その後は拠点給水、仮設給水栓等により飲料水等

の給水量を確保し、できるだけ早い段階での全戸給水を目指す。 
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＜応急給水目標＞ 

震災発生からの日数 目標水量 市民の水の運搬距離 主な給水方法 

地震発生～ 

３日まで 
３ℓ/人・日 概ね１ｋｍ以内 耐震貯水槽、タンク車 

10日 20ℓ/人・日 概ね 250ｍ以内 配水幹線付近の仮設給水栓 

15日 100ℓ/人・日 概ね 100ｍ以内 配水支線上の仮設給水栓 

21日 
被災前給水量 

（約 250ℓ/人・日） 
概ね 10ｍ以内 仮配管からの各戸給水共用栓 

６ 給水の方法 

 市は、被害状況に応じ、地区別に拠点給水、運搬給水、仮設給水及び備蓄飲料水の供与を効率的に組み

合わせ給水を行うとともに、医療施設、社会福祉施設及び避難所へ優先的に給水する。 

 なお、備蓄飲料水は、避難所において配布する。 

(1) 貯水槽からの拠点給水を実施 

(2) 搬送給水は、給水車及び給水タンク・ポリ容器等により実施 

(3) 応急仮設配管により、適所に応急給水所を設置して実施 

(4) 飲料水濾水装置を使用 

(5) 市の給水力で不足する場合は、相互応援協定等により他自治体等に協力を求めるとともに、自衛

隊の要請が必要な場合は、県に対して、自衛隊の応援要請を要求する。 

 

＜給水拠点＞ 

施設名 所在地 配水量（ｍ３） 

笹野配水池 米沢市大字笹野町 15,500 

 

＜地下水源（緊急時用水）＞ 

施設名 所在地 配水量（ｍ３） 

広幡第１水源 米沢市広幡町成島 251 2,800 

 

＜給水ポイント（給水車、給水用ポリ袋等による飲料水の運搬）＞ 

施設名 所在地 給水対応地区 

興譲小学校 米沢市丸の内二丁目 1-18 中部地区 

東部小学校 米沢市東一丁目 6-102 東部地区 

西部小学校 米沢市直江町 5-34 西部地区 

南部小学校 米沢市門東町一丁目 2-31 南部地区 

北部小学校 米沢市中央七丁目 4-33 北部地区 

 

＜運搬給水用管路上応急給水栓＞ 

場 所 所在地 

山形大学 旧白楊寮跡地 前 米沢市城南五丁目 

丹工社塗装所前 米沢市立町 

セレモニーホール中田前 米沢市中田町 
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＜直接給水用管路上応急給水栓＞ 

場   所 所 在 地 

九里学園高等学校前   北東角路上 米沢市門東町一丁目 

米沢クリーンセンター  門扉北側歩道上 米沢市春日四丁目 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 17節「災害救助法の適用に関する計画」参照 

７ 給水施設等の応急復旧 

 水道事業者は、応急復旧の優先順位を明確にし、衛生対策や積雪期の対応等に十分配慮して、関係機関

と連絡調整を図りながら、次により迅速に応急復旧を行う。 

 なお、応急復旧期間については、長井盆地西縁断層帯を震源とする最大規模の被害想定の場合、３週間

を目途に応急復旧を目指す。 

ア 応急復旧計画の準備 

(ｱ) 応急復旧用図面、配水管図面及び応急復旧マニュアル等の準備 

(ｲ) 復旧用資機材の調達 

イ 応急復旧範囲の設定 

 市による応急復旧は、災害救助法が適用された場合を除き、配水管までを原則とし、給水装置の

復旧は所有者が行う。 

ウ 復旧作業手順 

 原則として取水施設、導水施設及び浄水施設を最優先に復旧し、次に送水管、配水管及び給水装

置の順に作業を進める。 

エ 優先順位 

 医療施設、社会福祉施設、避難所及び応急給水拠点等の復旧作業を優先的に行う。 

オ 積雪期における配慮 

 積雪期の応急復旧作業には除雪作業が必要となるため、除雪要員を確保するとともに、道路管理

者等の関係機関と連絡調整を行う。 

カ 応急復旧後の衛生確保 

 応急復旧後の通水にあたっては、飲料水の残留塩素濃度を測定し、基準値以上になるよう滅菌を

強化する。 

キ ライフライン関係機関相互の情報交換 

 電気、ガス及び下水道等ライフライン施設の管理者間で、相互に被害状況及び復旧状況を情報交

換し、総合的に応急復旧計画を策定する。特に、ガスの復旧に伴い水道水の需要が高まるため、復

旧計画の策定にあたってはガスの復旧状況に十分配慮する。 

８ 市民への広報 

 市、県及び水道事業者は、市民に対し、断減水の状況、応急給水計画、応急復旧の見通し及び飲料水の

衛生対策等について広報し、市民の不安の解消に努める。 

(1) 被災直後の広報 

ア 局地的な断減水の状況、応急給水計画及び飲料水の衛生対策等の情報を防災無線、ホームページ、

ＳＮＳ、チラシ、掲示板及び広報車等により迅速に広報する。 

イ ラジオ、テレビ等の報道機関の協力を得て、多元的に広報するよう努める。 

(2) 長期的復旧計画の広報 

 市及び県は、長期的かつ広域的な復旧計画等の情報を広報誌、報道機関及びインターネット等を利

用して広報する。 
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(3) 情報連絡体制の確立 

 市及び県は、被害状況、応援要請及び市民への広報等について密接な連絡調整を図るため、相互の

連絡体制を確立する。 

９ 市民等の役割 

市民は、「自助」の取り組みとして、日頃から飲料水及び生活用水の備蓄に努め、概ね災害発生から２週

間分を目安に最低３日間に必要な飲料水及び生活用水は、自ら備蓄していたもので賄うよう努めるものと

する。 

 また、要配慮者への給水については、ボランティアや自主防災組織などの地域住民がお互いに協力し助

け合いながら行う。 
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第３ 生活必需品等物資供給計画 

 市は、被災者に対し生活必需品を供給する必要が生じた場合、県及び民間業者、防災関係機関等との相

互の連携により迅速かつ的確に供給する。 

１ 生活必需品等物資供給計画フロー 

＊災害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市が行う調達 

(1) 調達 

 市は、防災計画に基づき、生活必需品等の供給対象者数を確認して供給品目及び数量を決定した後、

備蓄している生活必需品等物資の放出を行うとともに、不足する場合は、民間企業の持つ流通在庫を

活用し調達する。この場合、市の登録業者並びに予め災害時応援協定を締結した民間事業所から調達

し、避難所への直接搬送も含めた災害時の迅速な対応に努める。 

 なお、発災からの期間により必要な物資が異なることから、ニーズ及び不足している物資を把握し

必要とされている物資の調達に留意する。 

 市のみで対応しきれない場合は、次の手順で対応する。 

ア 山形県市町村広域応援協定（平成 7年 11月 20日締結）に基づき、被災市町村応援調整市町村を

備蓄生活必需品の放出、調達等要請 

生
活
必
需
品
の
調
達
・
確
保 

調達要請の内容 

○ 要請品目及び数量 

○ 引渡場所 

○ 引渡責任者 

○ その他参考事項 

市町村：製造・流通業者、他市町村(不足する場合) 

    県（他市町村で不足する場合） 

県 ：製造・流通業者(生協含む) 

   他都道府県(不足する場合) 
輸 

 
 
 

送 

配 
 
 
 

分 

被   災   住   民   等 

・供給対象者数の確認 

・供給品目、数量の決定 

・供給先優先順位の決定 

・調達先の決定 

・引受責任者の確認 

<調達等実施者> 

市町村 

県(市から要請が

あった場合等) 

日赤山形県支部 

市：地域内輸送拠点 

県：広域物資輸送拠点 

・輸送車両の確保 

・物資拠点等の開設 

・輸送経路交通規制 

・荷役要員の確保 

・（避難所等での)配分責任者の配置 

・住民へ配付の周知 

・配付要員の確保 

・要配慮者等への優先配分 
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通じて応援要請を行う。 

イ 応援要請する際は、次の事項を明示して行う。 

品目、数量、引渡期日、引渡場所、その他参考となる事項等 

ウ 被害が広範囲に及び市町村間の応援が困難な場合又は市町村間の応援だけでは不足が見込まれ

る場合は、県に対して必要な物資の供給応援要請を行う。 

※ 協定締結先ついては、資料編を参照すること。 

 

山形県市町村広域応協定第３条に定める応援調整市町村（平成 11年 5月 12日～） 

   ＜大規模地震による災害発生時＞ 

被災地域 
応援調整担当市 

第１順位 第２順位 第３順位 

村 山 鶴岡市 酒田市 新庄市 

最 上 上山市 米沢市 長井市 

置 賜 村山市 新庄市 鶴岡市 

庄内 
庄内平野東縁地震 山形市 東根市 長井市 

県西方沖地震 新庄市 天童市 南陽市 

 

   ＜大規模地震以外による災害発生時＞ 

被災地域 
応援調整担当市 

第１順位 第２順位 第３順位 

東南村山 寒河江市 南陽市 東根市 

西村山 山形市 長井市 東根市 

北村山 新庄市 天童市 寒河江市 

最 上 村山市 酒田市 鶴岡市 

東南置賜 長井市 上山市 寒河江市 

西置賜 米沢市 寒河江市 上山市 

鶴 岡 酒田市 寒河江市 新庄市 

酒 田 鶴岡市 新庄市 尾花沢市 

(2) 調達生活必需品等物資品目例 

 市は、避難所の設置状況や要配慮者の状況等及び避難者の年齢、性別、サイズ等を考慮し、次の品

目を参考に調達する。 

ア 寝具（毛布、ダンボールベッド等） 

イ 被服（肌着等） 

ウ 炊事道具（鍋、炊飯器、包丁等） 

エ 食器（茶碗、皿、はし等） 

オ 保育用品（ほ乳びん、紙おむつ等） 

カ 光熱器具・材料（マッチ、ローソク、コンロ、液化石油ガス等） 

キ 日用品（石けん、タオル、トイレットペーパー、ペーパータオル、歯ブラシ等） 

ク 生理用品 

ケ 暖房器具 

コ 感染症予防用品（マスク、アルコール消毒液、フェイスシールド、感染防護服、パーティション

等） 

(3) 地域内輸送拠点の開設 

 必要に応じて地域内輸送拠点を速やかに開設し、生活必需品等物資の輸送体制を確保する。 
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３ 県が行う生活必需品等物資の調達等 

県は、被災市町村の生活必需品等物資調達状況等を常に把握するとともに、被災市町村から応援要請が

あった場合又は必要と認めた場合は、生活必需品等物資が円滑に供給されるよう次の措置を講じる。 

なお、市町村からの要請を待ついとまがないと認められるときは、要請を待たないで、被災市町村に対

する物資を確保し輸送する。 

(1) 調達 

ア 県は、市町村の要請に基づき又は必要と認めた場合、県総合支庁に備蓄している生活必需品等物

資を供与する。 

イ 県の備蓄物資の供与によっても不足する場合は、協定締結業者に対し生活必需品等物資の供給を

要請し、なおも不足する場合はその他の業者等に要請する。 

ウ 県は、本県のみでの対応が困難な場合は、大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する

協定に基づき、近隣県又は全国知事会を通じて他都道府県や関係省庁に対して広域応援要請を行う

とともに、必要に応じて東北経済産業局に対しあっせんを要請する。 

エ 県は、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に応じ、被災市町村への燃料の優先供給に係

る調整に努める。 

(2) 広域物資輸送拠点の開設 

必要に応じて広域物資輸送拠点を速やかに開設し、物資の輸送体制を確保する。 

県が調達する物資は、原則として調達先の配送により、物資拠点又は避難所へ輸送する。広域物資

輸送拠点から地域内輸送拠点への輸送は県において対応し、地域内輸送拠点から避難所への輸送は市

町村において対応するものとする。ただし、地域内輸送拠点が設置されない場合にあっては、広域物

資輸送拠点から避難所までの輸送は県が対応するものとする。 

災害の規模が大規模であり、市町村による避難所への輸送ができない場合には、県は、あらかじめ

協定を締結した物流事業者等に業務を委託し、避難所までの物資の輸送を行うものとする。 

４ 物資等の配給方法 

 市は、日本赤十字社、ボランティア等の協力を得て配給する。 

 なお、被災住民への生活必需品等物資の配分に当たっては、次の事項に留意する。 

(1) 配分 

被災住民への生活必需品等支援物資の配分にあたっては、次の事項に留意する。 

ア 避難所等における生活必需品等物資の受入れ確認及び需給の適正を図るための責任者の配置 

イ 住民への事前周知等による公平な配分 

ウ 要配慮者への優先配分 

エ 避難所で生活せず生活必需品等を受け取りに来ている被災者等への配分 

（参考）阪神淡路大震災の際の神戸市中央区における避難者から市に対する主要な要望品目 

期  間 品          目 

１月 17日～31日 水・食料・毛布・木炭・カセットコンロ・ストーブ・カイロ・医薬品 

２月 カセットコンロ・防寒着・下着・おむつ・ブルーシート・マスク・プロパンガス 

３月 洗剤・清掃用具・トイレットペーパー・鍋・釜・調理器具・調味料類 

４月 調味料類・事務用品・ごみバケツ・ごみ袋・トイレットペーパー・ティッシュ 

５月 殺虫剤・液体蚊取り器・蚊取り線香・ごみ袋・ガムテープ 

６月 ファクシミリ用紙・殺虫剤・液体蚊取り器・くん煙剤・トイレ消臭剤 

７月 タオルケット・殺虫剤・蚊取り線香 

８月 段ボール（引っ越し用）ガムテープ・布テープ 

（出典）阪神・淡路大震災 中央区の記録：神戸市中央区編 
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５ 日本赤十字社山形県支部の対応 

 日本赤十字社山形県支部は、日本赤十字社山形県支部米沢市地区長が実施する必要量調査の結果に基づ

く要請により、毛布及び緊急セット等の救援物資を当該地区・分区へ交付する。 

６ 国によるプッシュ型支援の実施 

 国は、県及び市町村において、正確なニーズの把握や要請を行うことに時間を要することや、民間供給

能力の低下により、必要な物資の迅速な調達が困難と想定される場合においては、被災者数や引渡場所等

の可能な限りの入手情報等に基づき、被災地からの要請がなくても、物資の供給を確保し、輸送を開始す

る。（プッシュ型支援） 

県及び市町村は、必要な情報について可能な限り国に提供することとし、要請に基づく支援（プル型支

援）へ早期に切り替えられるよう避難者数、ニーズ等の情報収集を行うこととする。 

７ 燃料の供給 

 県は、災害応急対策や県民生活の維持に必要な燃料を供給するため、市町村及び関係機関等と連携して

燃料の需要を把握するとともに、次により燃料の確保、供給を図る。 

 (1) 重要施設に対する燃料供給 

ア 災害拠点病院、災害対策本部となる官公庁舎、避難所等の重要施設から燃料供給の要請があった場

合、県石油協同組合と締結している「災害時における応急対策用燃料供給等の応援に関する協定」に

基づき、燃料供給を要請する。 

イ 県内での調達が困難な場合は、国の政府本部に燃料供給を要請する。 

 (2) 緊急車両等に対する燃料供給 

ア 県石油協同組合と締結している優先給油の対象となる「災害時における応急対策用燃料供給等の

応援に関する協定」に基づき、緊急車両等へ優先的に給油するよう要請する。 

イ 災害時でも給油が可能な中核給油所の営業状況について、緊急車両等を有する関係機関に情報提

供し、積極的な活用に配慮する。 

※ 緊急車両等：道路交通法に基づく緊急自動車、自衛隊車両、緊急通行車両標章又は規制除外車両確 

認証明書を掲示した車両、緊急通行車両標章の事前届出済証又は規制除外車両確認標章の事前届出

済証を提示した車両をいう。 

 (3) 市民に対する広報 

市内の給油所の営業状況や燃料供給の見通しについて市民に周知し、適切な消費行動をとるよう呼

びかける。 

  

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 17節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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第４ 保健衛生計画 

 災害時においては、生活環境の悪化や病原体に対する抵抗力の低下等により、心身の健康に不調を来し、

感染症が発生しやすくなることから、市及び県は、防疫・食品衛生及び保健衛生対策の円滑な実施を図る

ものとする。 

 また、避難所等における被災住民の精神的健康状態を迅速かつ的確に把握するとともに、急性ストレス

障害やうつ、長引く被災生活による精神的不調等へ適切に対応して被災住民のこころの健康の保持・増進

に努める。 

１ 保健衛生計画フロー 

＊ 地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被災状況等の把握 

 災害発生時における保健衛生対策を的確に実施するため、市及び県は、以下の事項について被害状況等

を把握する。 

(1) ライフラインの被害状況 

(2) 避難所の設置及び受入れ状況 

(3) 仮設トイレの設置及び浸水家屋の状況 

(4) 防疫用資機材取扱店等の被害状況 

(5) 特定給食施設の被害状況 

(6) 食品及び食品関連施設の被害状況 

３ 活動体制の確立 

(1) 県による総合調整 

    県は、必要に応じ、被災地における保健衛生活動を円滑に行うための総合調整等に努める。 

(2) 巡回保健班の編成 

 市及び置賜保健所は、連携して、保健師を中心とし、必要に応じ医師、管理栄養士、精神保健福祉

被災状況等の把握 

活動体制の確立 

防疫等資器材の確保 

保健衛生対策の実施 

保健衛生対策の実施 

県による総合調整等 

巡回保健班の編成 

広域応援 

健康相談・保健指導 

避難所等生活環境の整備 

防疫対策 

食品衛生対策 

栄養相談・栄養指導 

心のケア対策 

避難動物の適正飼養等 

危険な動物の緊急措置等の確認 

被災地域における動物の保護、収容等 

広域応援 
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相談員等を加えた巡回保健班を編成する。 

(3) 広域応援 

 県は、必要に応じ被災地の巡回保健班へ他保健所から応援要員を派遣するとともに、被害が著しい

場合は、「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づき近隣県に対して応援を

要請するほか、全国知事会を通じて他都道府県や関係省庁に対して応援を要請する。 

４ 防疫等資機材の確保 

 市は、防疫及び保健衛生資器材（以下「防疫等資器材」という。）が不足する場合は、置賜保健所に確保

を要請する。 

 置賜保健所は、管内市町で防疫等資器材を賄うことができない場合は、県に確保を要請し、県は県医薬

品卸業協会に防疫等資器材の供給を要請する。 

５ 保健衛生対策の実施 

市及び県は、被災地、特に指定避難所においては、生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不

調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、被災者の健康状態を十分

把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。 

特に、高齢者、障がい者、子ども等要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ

福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ＮＰＯ・ボランティア等の協

力を得ながら、計画的に実施する。 

(1) 健康相談・保健指導 

 市は、置賜保健所と連携し、保健師を中心とした巡回保健班を編成する。巡回保健班は、計画を立

てて避難所、仮設住宅等を巡回し、健康相談や保健指導を行う。 

 巡回健康相談にあたっては、被災者の健康確保を最優先とし、次により被災者の健康状態の確認と

必要な保健指導を実施する。 

 また、適切な処遇を行うため、必要に応じ、医療救護、感染症予防、栄養指導及び福祉対策の各関

係者と連絡調整を図る。 

ア 寝たきり者、障がい者、乳幼児、妊産婦、人工透析患者等の要配慮者の健康状態の把握と保健指

導 

イ 結核患者、難病患者、精神障がい者、在宅酸素利用者等に対する保健指導 

ウ 感染性胃腸炎・インフルエンザ等感染症予防の保健指導 

エ 有症状者への受診勧奨、悪化予防の保健指導 

オ 不安除去等メンタルヘルスへの対応 

カ 口腔保健指導 

キ 急性肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）予防の保健指導 

(2) 避難所等生活環境の整備 

 市は、避難所、仮設住宅等において、次の状況を把握し、被災者へ指導・助言をするとともに、置

賜保健所と連携して適切な生活環境を確保する。 

ア 食生活の状況（食中毒の予防） 

イ 衣類、寝具の清潔の保持 

ウ 身体の清潔の保持 

エ 室温、換気等の環境 

オ 睡眠、休養の確保 

カ 居室、トイレ（仮設トイレを含む）等の清潔 

キ プライバシーの保護 
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(3) 防疫対策 

ア 感染症発生予防対策 

 市は、感染症の発生を未然に防止するため、避難所、浸水地区、衛生状態の悪い地区を中心に、

次の感染症予防対策を実施する。 

(ｱ) パンフレット、リーフレット等を利用して、飲み水や食物への注意、手洗いやうがいの励行を

指導するとともに、台所、便所及び家の周りの消毒等を指導する。 

(ｲ) 道路、溝渠及び公園等の公共の場所を中心に消毒等を実施する。 

なお、消毒等の実施にあたっては、ごみの処理、し尿の処理を重点に実施する。 

イ 疫学調査・健康診断の実施 

 置賜保健所は、感染症を早期に発見しまん延を防止するため、必要に応じ、疫学調査及び健康診

断を実施する。 

ウ 感染症発生時の対策 

 感染症患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者（以下「感染症患者等」という。）が発生した場

合は、次の対策を実施する。 

(ｱ) 感染症患者等の入院 

  置賜保健所は、一類感染症の患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者並びに二類感染症の患

者又は一部疑似症患者が発生した時は、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医

療機関への入院勧告又は入院措置を行う。 

  ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、病院又は診療所で適当と認める施設への

入院勧告又は入院措置を行う。 

(ｲ) 濃厚接触者の疫学調査・健康診断の実施 

  置賜保健所は、感染症患者等の接触者に対し、疫学調査や検便等の健康診断を実施するととも

に、病気に対する正しい知識や消毒方法等についての保健指導を行う。 

(ｳ) 病原体に汚染された物件等への消毒の実施 

  県は市に指示し、又は県自ら感染症の病原体に汚染された疑いのある場所の消毒、ねずみ族・

昆虫等の駆除、飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒等を実施する。 

エ 結核定期外健康診断の実施 

 置賜保健所は、結核のまん延予防上必要があるときは、対象者及び期日を指定して、結核定期外

健康診断を実施する。 

(4) 食品衛生対策 

 置賜保健所は、被災地における食品の衛生確保を図り、飲食に起因する食中毒を防止するため、食

品衛生班を編成して次の活動を行う。なお、食品衛生班は、必要に応じて、食品衛生班への他保健所

等からの要員応援体制を確保する。 

ア 緊急食品の配給に対する食品衛生確保 

 置賜保健所は、市の被災地区への弁当等緊急食品の調達・確保計画に基づき、市及び食品調製施

設に対して監視指導を実施する。 

イ 炊き出し施設の把握と食品衛生指導 

 置賜保健所は、市と連携し、被災地内での炊き出し施設の把握と衛生指導を実施するとともに、

特に、仮設の炊き出し施設に対しては、原料の調達、保管、調理について重点的に指導する。 

ウ 井戸水等の水質の安全確保と滅菌の指導 

 炊き出し施設等の食品提供施設で井戸水等を使用する場合は、その水質の安全確保と滅菌を指導

する。 

エ 食品関連被災施設に対する監視指導 

 置賜保健所は、営業施設の被災状況を確認し、次により施設・設備等の監視指導を実施する。 

(ｱ) 包装が壊れ土砂等に汚染した食品等の廃棄等の指導 

(ｲ) 機能損失食品（冷蔵、冷凍品）の取り扱い状況の監視 
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(ｳ) 施設・設備等の洗浄消毒の実施指導 

オ 食品衛生協会との連携 

 置賜保健所は、地区食品衛生協会へ被災状況の把握を要請し、食品衛生指導員の協力を得て、被

災施設に対する指導を実施する。 

(5) 栄養相談・栄養指導 

 市は、置賜保健所と連携し、次により被災者の栄養状態を把握するとともに、必要に応じ栄養相談

及び栄養指導を実施する。災害の状況により必要な場合は、山形県栄養士会の協力を得て栄養指導班

を編成し、被災地を巡回する。 

ア 炊き出しの栄養管理指導 

 市及び置賜保健所は、市が設置した炊き出し実施現場へ栄養士を巡回させ、栄養士を巡回させ、

炊き出し内容等の調整及び給食管理上必要な指導を実施し、併せて給食業者へ食事内容の指導を実

施する。 

イ 巡回栄養相談の実施 

 避難所、応急仮設住宅及び被災家屋を巡回し、栄養状態の確認及び栄養相談を実施する。 

 なお、高血圧、糖尿病、高齢者等の要配慮者の在宅食事療法必要者に対しては、食生活指導や栄

養面からの健康維持指導を行う。 

ウ 要配慮者への栄養指導 

乳幼児、妊産婦、高齢者、腎臓病等慢性疾患患者、食物アレルギー患者等で食事療法が必要な被

災者に対する栄養指導や特別用途食品の手配等に関する支援を実施する。 

エ 特定給食施設等への指導 

給食設備や給食材料の確保、調理方法等について指導する。 

オ 食生活相談者への相談・指導の実施 

 被災生活の中で、健康維持のための食品や低エネルギー食、アレルゲン除去食、低塩分食等の特

別用途食品の入手や、調理方法に問題を抱える被災者からの相談に対して、情報提供を含めた指導

を実施する。 

(6) 心のケア対策 

県は、被災者に対する心のケアとして、次の対策を講じる。 

ア 被災者を対象とした相談 

(ｱ) 不安や精神的な課題を抱えた被災者に対する電話相談を保健所・精神保健センターで実施す

る。 

(ｲ) 避難所や応急仮設住宅等で生活している被災者に対して、保健所の精神保健福祉相談員等に

よる巡回相談を実施する。 

イ 被災地への心のケアチームの派遣 

(ｱ) 市は、必要に応じこころのケアに関する支援を県に対し要請することとする。県は、市の要請

に基づき、県内外のＤＰＡＴ及び心のケアチームを被災地に派遣し、避難所又は在宅で避難して

いる精神障がい者の精神科医療を確保するとともに、急性ストレスによって新たに生じた精神

的問題を抱える市民及び地域の医療従事者、消防・警察・保健・行政職員等の災害時の支援者に

対して、精神保健活動を実施する。 

(ｲ) 日本赤十字社山形県支部は、日本赤十字社本社及び他県支部から派遣された心のケアチーム

の活動について、県（障がい福祉課）と連絡調整を行う。 

ウ 被災者への普及啓発 

(ｱ) 被災者に対して、被災後の心理的反応とその対処法・心のケア対策情報をパンフレットやチラ

シ等で伝達する。 

(ｲ) ボランティア・開業医・行政職員等の支援者に対し、支援者自身の心のケアに関する情報を提

供する。 

(ｳ) 新聞・テレビ等報道機関を通じて被災者の心のケアに関する情報を提供する。 
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エ 援助者への教育研修 

(ｱ) 保育士・学校教師・ケアマネージャー等関係者に対し、「被災ストレスとその対処法」等の

研修を実施する。 

(ｲ) ボランティア・開業医・行政職員等の支援者に対し、支援者自身の心のケアに関する研修を実

施する。 

６ 被災動物対策 

 市及び県は、動物の愛護と住民の安全確保を図るため、被災時に飼い主とともに避難した動物の適正な

飼養、危険な動物の緊急措置等の確認及び負傷動物又は放し飼いの状態にある動物の保護、収容に関し必

要な措置を講ずるとともに、県獣医師会等関係団体との協力関係を確立する。 

(1) 市の役割 

 市は、県と協力し、避難所・仮設住宅におけるペットの状況等の情報提供並びに活動を支援する。 

(2) 置賜保健所の役割 

ア 避難動物の適正飼養等 

置賜保健所は、動物の愛護及び環境衛生の維持を図るため、市や県獣医師会等関係団体と連携し、

飼い主とともに避難所及び応急仮設住宅に避難した動物の適正な飼養に関する指導、助言、人と動

物の共通感染症を予防する上で必要な措置並びに飼料・ケージ等の調達及び配分等に関する必要な

措置を行う。 

イ 危険な動物の緊急措置等の確認 

置賜保健所は、災害発生時の危険な動物の逸走等の有無及び実施された緊急措置について確認す

る。 

ウ 被災地域における動物の保護、収容等 

置賜保健所は、市等関係機関や県獣医師会等関係団体と連携し、負傷動物又は放し飼いの状態に

ある愛護動物を動物救護施設に保護、収容するとともに、動物の治療内容や保護状況等を把握し、

指導を行う。 
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第５ 廃棄物処理計画 

 地震に伴い発生する被災地の災害廃棄物、ごみ及びし尿等の廃棄物を、迅速かつ適正に収集・処理し、

生活環境の保全を図るために、主として市が実施する廃棄物処理対策について定める。 

１ 災害廃棄物処理フロー 

＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害廃棄物処理 

(1) 災害廃棄物処理計画 

 市は、国が定める「災害廃棄物対策指針」（以下「指針」という。）に基づき、適正かつ円滑・迅速

に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや

仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協

力のあり方等については、「米沢市災害廃棄物処理計画」において具体的に示すものとする。 

また、県は、被災した市町村等が円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、指針に基づき、市

町村の災害廃棄物処理計画の策定を支援するなど、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な支

援を行うとともに、災害時における廃棄物の処理に係る対応、民間事業者等との連携・協力のあり方、

市町村からの協議に基づく災害廃棄物の処理事務の受託等について「山形県災害廃棄物処理計画」に

示す。 

(2) 災害廃棄物の処理 

 市及び県は、次により災害廃棄物処理を実施する。 

ア 市及び県は、国とともに大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努めるとともに、

平時の処理能力について把握し、災害時における廃棄物処理の多重性や代替性の確保を図るものと

する。また、市は、十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるものとする。 

イ 市及び県は、国とともに災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努める

ものとする。 

(3) 市の措置 

 市は、次により災害廃棄物処理を実施する。 

ア 発生した災害廃棄物の種類、性状（腐敗物、有害物質の含有、固形状、泥状等）等を勘案し、そ

の発生量を推計した上で、事前に策定しておいた災害廃棄物の処理計画を適切に基づき、仮置場、

最終処分地を確保し、必要に応じて広域処理を行うこと等により災害廃棄物の計画的な収集、運搬

及び処分を行い、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図る。加えて、ＮＰＯ・ボランティア等の支

援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地

区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。 

情報の収集及び排出量の推計 

し尿処理 

広 域 的 な 支 援 ・ 協 力 

ごみ処理 災害廃棄物処理 
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また、ごみ処理施設については、災害廃棄物を処理しつつ、電力供給や熱供給等の拠点としても

活用することとする。 

イ 損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、建設業者等と連携した解体体

制を整備するとともに、必要に応じて速やかに他の地方公共団体への協力要請を行う。 

ウ 損壊建物数等の情報を速やかに収集し、災害廃棄物の排出量を推計する。 

エ 災害等により損壊した建物から発生した災害廃棄物については、原則として被災者が市の指定す

る収集場所に搬入する。ただし、被災者自ら搬入することが困難な場合で、かつ、被災者から要請

があったときは、市がその建物に関する権利関係等を確認したうえで搬出する。 

また、この際、放置された災害廃棄物のうち、周辺住民の人命等に危害を及ぼす可能性の高いも

の及び道路の通行に支障があるものについては適切な場所に移動する。 

なお、基本法第 64 条第 2 項(応急公用負担等)に規定する状況に該当する場合で、隣家や道路な

どへの倒壊の危険がある家屋については、自衛隊などの協力も得て優先的に解体処理を実施する。 

オ 災害廃棄物の処理に長期間を要する場合があることから、必要により、生活環境保全上支障のな

い場所に、災害廃棄物の選別や保管可能な仮置場を確保するとともに、その管理について衛生面の

ほか、火災予防等に十分な配慮を行う。なお、あらかじめ、災害廃棄物の仮置場の候補地を選定し

ておく。 

カ 災害廃棄物の収集、運搬及び処理に必要な人員、収集運搬車両並びに処理施設が不足する場合に

は、他の市町村等や地元の建設業協会及び山形県産業資源循環協会等に応援要請を行う。 

また、他の市町村等による応援体制が確保できない場合には、県に対して広域的な支援を要請す

る。 

なお、被災住宅の解体修繕に伴う廃棄物の運搬処分に関する国等の支援制度が実施された場合は、

当該事務処理体制を整え、迅速、的確に運用を図る。 

キ ごみ処理施設について、耐震性の確保を図るとともに、被災した場合の対処として、処理系統の

多重化や補修等に必要な資機材の備蓄を行うものとする。ごみ処理施設については、大規模災害時

に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、

電気・水・熱の供給設備を設置するよう努めることとする。 

ク 特定の大規模災害が発生した場合、基本法に基づく廃棄物処理特例地域内の市町村長は、当該市

町村における災害廃棄物の処理の実施体制、当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術

の必要性、指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性を勘案して、必要と認められる場合には、災害

廃棄物の処理を当該市町村に代わって国が行うよう、要請する。 

ケ 災害廃棄物処理に当たっては、関係機関と緊密に連携し、適切な分別の実施により可能な限り再

生利用と減量化を図るとともに、復旧・復興計画を考慮に入れ、計画的に行うものとする。また、

環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずるものとする。 

(4) 県の措置 

 県は、災害廃棄物の処理が円滑に実施されるよう、次により広域的な支援・協力体制を確保する。 

ア 県は、発生した災害廃棄物の量等を、「山形県災害廃棄物処理計画」に基づき把握し、被災した市

町村等に対して、その処理等について助言する。 

イ 市から支援の要請があった場合、他の市町村等による相互の応援の状況を踏まえつつ、県内各市

町村、一部事務組合、自衛隊、山形県資源循環協会及び山形県解体工事業協会等に対して広域的な

応援要請を行うとともに、これらの応援活動について全体調整を行う。 

ウ 被災状況から判断して、県内での広域応援による処理が困難と見込まれる場合は、より広域的な

処理体制を確保するため、必要に応じ、「大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」

に基づき近隣県に対して支援を要請するほか、全国知事会を通じて他都道府県や関係省庁に対して

支援を要請する。 
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エ 災害廃棄物処理に当たっては、関係機関と緊密に連携し、適切な分別の実施により可能な限り再

生利用と減量化を図るとともに、復旧・復興計画を考慮に入れ、計画的に行うものとする。また、

環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずるものとする。 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 34節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
 

３ ごみ処理 

(1) 市の措置 

 市は、次によりごみ処理を実施する。 

ア 避難所等の設置場所及び避難人員を速やかに確認し、被災地域におけるごみの排出量を推計する。 

イ 廃棄物処理施設の臨時点検等を早急に行い、その処理能力を確認するとともに、施設や設備に支

障が生じた場合は、速やかに応急復旧を行う。 

ウ 避難者の生活に支障を生じることがないよう、避難所等における生活ごみの処理を適切に行うと

ともに、一時的に大量に発生した生活ごみや粗大ごみについて、必要な人員及び収集運搬車両を確

保して、円滑な収集を行う。 

エ 生活ごみ等を早期に処理できない場合には、収集したごみの一時的な保管場所を確保するととも

に、その管理について衛生面のほか、周辺環境の保全、火災予防等に十分な配慮を行う。 

オ 生活ごみ等の収集、運搬及び処理に必要な人員、収集運搬車両が不足する場合及びごみ焼却施設

又は最終処分場の処理能力を超える場合には、近隣市町に応援要請を行う。また、近隣市町等によ

る応援体制が確保できない場合には、県に対して広域的な支援を要請する。 

(2) 県の措置 

 県は、ごみの処理が円滑に実施されるよう、次により広域的な支援・協力体制を確保する。 

ア 市から支援の要請があった場合、他の市町村等による相互の応援の状況を踏まえつつ、「山形県災

害廃棄物処理計画」に基づき、県内各市町村、一部事務組合等に対して広域的な応援要請を行うと

ともに、これらの応援活動について全体調整を行う。 

イ 被災状況から判断して、県内での広域応援による処理が困難と見込まれる場合には、より広域的

な処理体制を確保するため、必要に応じ、「災害廃棄物対策東北ブロック行動計画」や「大規模災害

時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づき近隣県に対して支援を要請するほか、全

国知事会を通じて他都道府県や関係省庁に対して支援を要請する。 

４ 市民の役割 

(1) 災害廃棄物の処理 

 道路通行の妨げとなっているブロック塀などの災害廃棄物は、二次被害の危険に配慮しつつ、可能

な限り１か所に収集するなど、道路通行確保に協力するものとする。また、宅地内に散乱した瓦、タ

イル等のがれき類についても、迅速な収集ができるよう市の指示に従って適切な集積等に勤めるもの

とする。 

(2) 災害に伴う生活ごみの処理 

ア 避難所等での生活ごみについて、市の指示する分別によるごみの排出に協力するものとする。 

イ 家庭からの生活ごみや泥水をかぶった家財・家具等の粗大ごみについて、市の指示する分別、指

定場所（仮置場）等へのごみの排出に協力するものとする。 

ウ ごみの野焼き、便乗ごみ（災害により発生したごみ以外のごみ）の排出、指定場所以外への排出

は行わないものとする。 

５ 仮置場の確保 
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 市は、災害廃棄物の処理に長期間を要する場合があることから、必要により生活環境や環境保全上、支

障のない場所で、選別、保管、焼却等の可能な仮置場を十分に確保する。 

６ し尿処理 

 市は、し尿処理施設の被害状況と稼働見込みを速やかに把握し、必要に応じて緊急復旧を行い、早期の

施設稼動に努めるとともに、避難所等の避難者の概数、仮設トイレの設置状況の把握を行い、収集体制を

整備する。 

 また、市は、状況により県や関係機関等に広域応援を要請し、応援を得ながら迅速なし尿の収集、処理

を行う。 

(1) 市の措置 

市は、次によりし尿処理を実施する。 

ア 避難所等の設置場所及び避難人員を速やかに確認し、避難所におけるし尿の排出量を推計する。 

イ し尿処理施設の臨時点検等を早急に行い、その処理能力を確認するとともに、施設や設備に支障

が生じた場合は、速やかに応急復旧を行う。 

ウ 上水道、下水道及びし尿処理施設等の被害状況を把握し、必要に応じて、水洗トイレの使用を

自粛するよう地域住民等に協力を要請するとともに、避難所や住宅密集地等に仮設（簡易）トイ

レを設置する。また、仮設（簡易）トイレの管理にあたっては、必要な消毒剤等を確保し、衛生

上十分な配慮を行う。 

エ くみ取り便槽及び浄化槽の被害状況の把握に努め、し尿のくみ取りや清掃等必要な措置を行う。 

オ 必要な人員及び収集運搬車両を確保して、円滑な収集を行う。 

カ し尿の収集、運搬及び処理に必要な人員、収集運搬車両が不足する場合、及びし尿処理施設の処

理能力を超える場合には、近隣市町、置賜広域行政事務組合及び山形県環境整備事業協同組合等に

応援要請を行う。また、近隣市町等による応援体制が確保できない場合には、県に対して広域的な

支援の要請を行う。 

(2) 県の措置 

 県は、し尿の処理が円滑に実施されるよう、次により広域的な支援・協力体制を確保する。 

ア 市から支援の要請があった場合、他の市町村等による相互の応援の状況を踏まえつつ、「山形県災

害廃棄物処理計画」に基づき、県内各市町村、一部事務組合等に対して広域的な応援要請を行うと

ともに、これらの応援活動について全体調整を行う。 

イ 被災状況から判断して、県内での広域応援による処理が困難と見込まれる場合は、より広域的な

処理体制を確保するため、必要に応じ、「災害廃棄物対策東北ブロック行動計画」や「大規模災害時

の北海道・東北８道県相互応援に関する協定」に基づき近隣県に対して支援を要請するほか、全国

知事会を通じて他都道府県や関係省庁に対して支援を要請する。 

ウ 大規模災害時等において市町村から要請があった場合には、仮設(簡易)トイレのあっせんを行う。 

７ 収集計画 

 市は、災害時には、家庭便槽の溢水や破損等で緊急なし尿の収集が必要とされるため、収集計画を策定

の上、許可業者に応援を要請し、次により収集を実施する。 

(1) 被害集中地区には、収集車の台数を増加 

(2) 状況により早朝、日曜日、祝日にも収集を実施 

(3) 状況により汲み取り手数料を減免。 
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８ 浄化槽の処理 

 市は、浄化槽について、当該被災地区の巡回等により、被害状況を把握するとともに、復旧方法及び市

民指導の対策について検討する。 

９ 処理計画 

 市は、し尿について、置賜広域行政事務組合の協力を得て、米沢クリーンセンターで処理する。なお、

市の処理能力を超える部分については、「米沢市災害廃棄物処理計画」に基づき、他市町の処理場に依頼し

て処理する。 

10 仮設トイレの設置 

 市は、下水道処理区域を中心に、トイレが使用できない家庭が多数となった場合には、次により民間業

者に依頼して仮設トイレを設置する。 

 なお、仮設トイレの設置台数は、災害発生当初は、避難者約 50人当たりに１基程度を目安とする。その

後、避難が長期化する場合には、約 20人当たり 1基程度が望ましいとされている。 

※参考：避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（内閣府） 

(1) 設置場所は、米沢市指定避難所を中心に設置する。 

(2) 仮設トイレは、公衆トイレの位置、人口密度、被害状況を考慮して設置する。 

(3) 汲み取り、防疫及び消臭等も考慮に入れる。 

(4) トイレの清掃については、避難者自らが行うよう指導する。 

(5) 可能な限り女性や要配慮者が使いやすい環境を整備する。 

(6) トイレは、原則として男性用、女性用を区別し、女性用トイレを多く設置するとともに、建物

内のトイレを優先して障害者、高齢者、女性や子供に使用させる等の工夫に努める。 

 

※ 仮設トイレ等を調達した際には、物品受払状況簿（様式第 22号）を整備 

 

＜過去の災害における仮設トイレの数＞ 

災 害 名 仮設トイレの数 状 況 等 

北海道南西沖地震 約 20人に１基 混乱なし 

阪神・淡路大震災 約 75人に１基 左記の数量が配備された段階で

苦情が殆どなくなる。 

雲仙普賢岳噴火災害 約 120～140人に１基 不足気味 

出典：避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（内閣府） 
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第 30 節 自発的支援の受入計画 

 

 

■災害対策本部 

 福祉班 

■関係機関 

 県、米沢市教育委員会、米沢市社会福祉協議会、市議会民生常任委員会、米沢市民生委員・児童委員

協議会、米沢市地区委員会、日本赤十字社山形県支部、ＮＰＯ法人、事業所、市民等 

 

 地震による災害発生時に、県内外から寄せられる善意の支援の申入れに適切に対応するため、市、県、

及び関係機関が実施する対策について定める。 

１ 自発的支援の受入計画フロー 

＊ 地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害ボランティア活動支援 

地震による災害発生時に、増大する被災地のさまざまな援助ニーズに対応できるよう、県及び市町村等

が山形県災害ボランティア活動支援指針に基づき実施するボランティアの受入れ及び活動支援対策につ

いて定める。 

県又は県から事務の委任を受けた市町村は、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する救助の

調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務

に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

  

受入の周知 

受入及び保管 

配  分 

受入体制の周知 

受入及び保管 

配  分 

義援金の受入・配分 義援物資の受入・配分 

 

災害ボランティア活動支援 

 

県災害ボランティア支援本部 

米沢市災害ボランティア支援本部 

連携・支援 
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(1) 災害ボランティア活動支援体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県災害ボランティア支援本部 

ア 設置 

(ｱ) 県は、大規模な災害が発生した場合、必要に応じて県災害ボランティア支援本部を設置する。 

(ｲ) また、各総合支庁に設置される本部の支部内に、それぞれの管轄区域をその区域とする災害ボ

ランティア対応班を設置する。 

イ 運営 

県災害ボランティア支援本部は、各総合支庁災害ボランティア対応班と連携し、市町村災害ボラ

ンティア支援本部（被災地災害ボランティアセンター）の支援を行う。 

(ｱ) 被災市町村に設置される市町村災害ボランティア支援本部の設置状況を把握するとともに、

その設置及び運営が困難な市町村には、運営アドバイザーやボランティアの派遣等の支援策を講

じる。 

(ｲ) 県内外の災害支援ＮＰＯやボランティア活動希望者に対し、市町村災害ボランティア支援本

部等の情報を提供する。 

(ｳ) 市町村災害ボランティア支援本部から要請があった場合や、必要と判断した場合には、各種広

報媒体を通じて、広くボランティアの募集等を行う。 

(ｴ) 県は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等との連携を図るととも

に、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体

制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把

握するものとする。これにより、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボラン

ティアの生活環境について配慮するものとする。 

(3) 米沢市災害ボランティア支援本部 

ア 設置 

市及び米沢市社会福祉協議会は、大規模な災害が発生した場合、ＮＰＯ法人等の各種団体等と連

携を図り協働の上、必要に応じて米沢市災害ボランティア支援本部（被災地災害ボランティアセン

ター）を設置する。 

イ 市の役割 

(ｱ) 災害ボランティアの受け入れ体制の整備 

米沢市社会福祉協議会と協議し、災害ボランティアセンターを設置する場所を指定する。 

 

① 市町村災害ボランティア支援本部の設営状況の把握 

② 市町村災害ボランティア支援本部の設営支援（運営アドバイザーの派遣等） 

③ 県内外の災害支援ＮＰＯやボランティア活動希望者に対する市町村災害ボ

ランティア支援本部等の情報提供 

 

 

① 県内外からのボランティアの受入れ 

② 多様な被災者ニーズの把握 

③ ①と②のマッチング 

 

米沢市災害ボランティア支援本部 

（米沢市災害ボランティアセンター） 
 

県災害ボランティア支援本部 

総合支庁の災害ボランティア対応班と連携し 

市町村災害ボランティア支援本部をバックアップ 
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・第一設置場所候補：すこやかセンター 

・第二設置場所候補：米沢市役所 

(ｲ) 災害ボランティアセンターの運営支援 

・米沢市社会福祉協議会と情報共有を図る。 

・災害ボランティア活動に必要な情報を提供する 

ウ  米沢市社会福祉協議会の役割 

ＮＰＯ法人等の各種団体等と協働して災害ボランティアセンターを設置し、「米沢市災害ボラン

ティアセンター設置・運営マニュアル」に従い、ボランティア活動のコーディネートを行う。 

(ｱ) 災害ボランティアの受け入れ体制の整備 

(ｲ) 災害ボランティアセンターの設置 

(ｳ) 市災害対策本部との情報共有 

(ｴ)  ボランティア活動のコーディネート 

エ 運営 

米沢市災害ボランティア支援本部は、関係機関と連携し、次の活動を行う。 

(ｱ) ボランティアの受入れ 

(ｲ) 避難所及び被災者の状況調査、被災者ニーズの把握 

(ｳ) ボランティア活動の調整及び派遣要請等 

a 各種広報媒体を通じ、ボランティア活動希望者へ情報の発信を行う。 

b 把握した被災者ニーズやボランティアの受入れ状況を踏まえて需給調整を行う。 

c  駆けつけたボランティアの受付け、登録を行い、被災者ニーズとの調整・マッチング（派

遣先、活動内容の決定）を行う。 

d 医療や看護等の専門技術を持った者がその技術を生かすためにボランティア活動に参加す

る場合については、災害対策本部及び関係機関と連携を取った中で対応する。 

e 市内外から複数のボランティア活動をコーディネートする民間団体が活動を行う場合は、

これらの団体と連携を取りながら、効果的に活動を行う。 

f 必要に応じて、県災害ボランティア支援本部に運営アドバイザーやボランティアの派遣要

請を行う。 

ｇ その他、被災者ニーズに基づいた活動を行う。 

(ｴ) ボランティア活動への支援・協力 

ボランティアに対し、活動拠点の提供、物資の確保等の必要な支援・協力を行うとともに、活

動上の安全確保を図る。 

オ 災害ボランティアセンターへの連絡員の派遣 

市は、災害ボランティアセンターに活動支援や、情報の共有化を図るために職員（連絡員）を派

遣する。 

派遣された連絡員は、米沢市社会福祉協議会と連携し、活動状況の把握や市との連絡調整を行う。 

連絡員の業務は、次のとおりとする。 

(ｱ) 市が行う救援活動との連絡調整 

(ｲ) 市が把握する被災地情報の提供 → 米沢市社会福祉協議会へ 

(ｳ) ボランティア活動による被災地情報の収集と報告 → 災害対策本部へ 

(ｴ) 不足する資材の把握と報告 

(ｵ) 市より要請があった場合の救援物資の管理と配分についての連絡調整 

(ｶ) ボランティア活動状況の把握と報告 → 災害対策本部へ 

(ｷ) その他米沢市社会福祉協議会が行うボランティア活動への協力 

カ  資材・情報の提供と救援物資の配分 

(ｱ) 資材の提供 

災害発生後に災害ボランティアセンターで必要となる資材については、施設内備品の活用又は

米沢市社会福祉協議会において自ら調達する。調達できない資材については、連絡員がとりまと
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め災害対策本部に調達を依頼する。これらの資材は、施設内備品も含めて、米沢市社会福祉協議

会において適切に管理し、ボランティアに貸与する。 

(ｲ) 救援物資の配分 

災害発生後、全国から医薬品、食料、飲料水等の救援物資が届けられる場合、社会福祉班で受

入れ補完し、物資供給計画に基づき、物資配分計画を作成し、被災地に配分を行う。 

ただし、復旧活動が長期化した場合寄せられる救援物資も多くなることから、米沢市社会福祉

協議会においては、市の要請により、救援物資を把握し、市が作成した物資配分計画に基づき、

ボランティアによる配分を行う。 

(ｳ) 情報の提供 

災害対策本部は、米沢市社会福祉協議会が行うボランティア活動支援について必要となる情報

について、連絡員を通して提供する。 

３ 義援物資の受入・配分 

大規模な災害による被災者に、全国から寄せられる義援物資を円滑かつ適切に受け入れ及び配分するた

めに、市及び県等が実施する対策について定める。 

(1) 基本方針 

市及び県は、関係機関等の協力を得ながら、受入れを希望するもの及び希望しないものを把握し、必

要に応じて義援物資を受入れる。 

ただし、全国から一度に大量の義援物資が寄せられた場合、保管、仕分け、配送等に大きな労力を要

し、被災者の置かれた環境やニーズに合わせて適時適切に供給することは困難と考えられるため、まず

は応援協定等に基づき民間企業や他自治体等から必要量を調達することを基本とする。 

また、個人からの義援物資については、品目の混載や不均一な梱包等により、仕分けに要する施設面

積や手間が多くなるなど、物資拠点のリソースを大きく浪費してしまうおそれがあるため、公的な支援

物資の荷役業務や情報処理に支障を与えないよう、物流事業者が運営する物資拠点施設での受入れとは

別ルートにするよう配慮する。 

(2) 受入れの周知 

市及び県は、被災地のニーズを把握し、義援物資の受入れが必要と認められる場合は、その品目のリ

スト及び受入れる期間について国の政府本部又はホームページや報道機関等を通じて公表するとともに、

被災地の需給状況を勘案し、当該リスト等を逐次改定するよう努める。 

ただし、開設している物資拠点の名称や住所については、個人からの混載物の義援物資が入り込むこ

とを避けるため、公表しないものとする。 

また、テレビや新聞等の報道によって過剰な義援物資が送付される場合があるため、報道機関に対し

ては、その旨に配慮した情報提供を要請する。 

なお、義援物資受入れの必要がない場合も、その旨を公表する。 

(3) 受入れ及び保管 

市及び県は、義援物資を受入れる必要があると認められる場合には、速やかに義援物資の受入窓口を

開設するとともに、物資を受入れ、（一時的に）保管する施設についても関係機関等と連携しながら開設

及び指定する。 

ア 市 

(ｱ) 受入・照会窓口を開設する。 

(ｲ) 受入要員を確保する。この場合、市職員だけでは受入要員の不足が予想されるため、ボランテ

ィアの活用を検討する。 

(ｳ) 義援物資輸送、保管に適した集積場所を確保する。 

イ 県 

(ｱ) 義援物資の受入窓口は災害対策本部生活救援班とする。 
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(ｲ) 義援物資の集積場所は、義援物資集積配分拠点とする。また、県（本庁、総合支庁）へ直接持

ち込まれる物資についても、当該集積場所へ誘導又は移送する。 

(4) 集積場所 

義援物資の速やかな収集・配分を行うため、次により集積場所を定める。 

市は、災害発生時における集積場所の状況、災害発生現場との距離等を考慮し、その都度次の場所

から決定する。なお、ここで定めた集積場所等が使用不可能な事態にある場合、若しくは適当でない

ときは、開設していない避難所を加えるなど別途速やかに定める。 

なお、集積場所を１か所に定めると、付近の交通渋滞、避難所等への配分作業の不都合等が考えら

れる。これを避けるため、市は、場合により義援物資の集積場所は２～３か所程度に分散することも

考慮する。 

候補地 １ 市営多目的屋内運動場 

２ 道の駅米沢 

３ 市営体育館 

４ アクティー米沢 

５ 八幡原体育館 

(5) 配分 

市及び県は、受入れた義援物資について、被災地のニーズと物資の調達状況等を勘案しながら速やか

かつ効果的に配分する。 

なお、必要に応じて、義援物資の配送、管理に当たっては公益社団法人山形県トラック協会や山形県

倉庫協会に協力を要請するとともに、義援物資の仕分け、配布に当たってはボランティアを活用するな

ど、関係機関等と相互に連携しながら円滑な義援物資の配分を行う。 

４ 義援金の受入・配分 

(1) 受入体制の周知 

市、県及び日本赤十字社山形県支部は、義援金の受入れが必要と認められる場合は、政府本部又は

報道機関等を通じて、義援金の受入窓口となる振込金融機関口座（銀行名等、口座番号、口座名等）

を公表する。 

(2) 受入 

市、県及び日本赤十字社山形県支部は、次により義援金を受け入れる。 

ア 県 

(ｱ) 受入窓口は健康福祉部地域福祉推進課とする。原則として口座振替とし、義援金を受け入れる

口座を県の指定金融機関等に開設する。 

(ｲ) 義援金の管理は、一般からの義援金は歳入歳出外現金の被災者見舞金として扱うなどにより、

適切に管理する。 

イ 市 

(ｱ) 一般からの受入窓口を開設する。 

(ｲ) 一般から直接受領した義援金については、寄託者へ領収書を発行する。 

ウ 日本赤十字社山形県支部 

(ｱ) 一般からの受入窓口を開設する。 

(ｲ) 受入口座を設定する。 

(ｳ) 一般から直接受領した義援金については、寄託者への受領証を発行する。 

(3) 配分 

ア 県は、学識経験者、日本赤十字社山形県支部等義援金受付団体、県社会福祉協議会等福祉団体等

で構成する義援金配分委員会（以下この節において「委員会」という。）を組織し、義援金の総額及

び被災状況等を考慮した配分対象及び配分基準等を定め、適切かつ速やかに被災市町村又は被災市
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町村が組織する委員会に配分し、各市町村から被災者に配分する。 

イ 市は、次の関係機関の代表で構成する委員会を組織し、義援金の総額及び被災状況等を考慮した

配分対象及び配分基準等を定め、適切かつ速やかに配分する。その際、配分方法を工夫するなどし

て、出来る限り迅速な配分に努めるものとする。 

＜米沢市義援金配分委員会構成員＞ 

➢  米沢市教育委員会 

➢  米沢市社会福祉協議会 

➢  日本赤十字社山形県支部 

➢  米沢市議会民生常任委員会 

➢  米沢市民生委員・児童委員協議会 

➢  米沢市地区委員会 

ウ 市、県及び日本赤十字社山形県支部に寄託された義援金は、速やかに委員会に送金する。 

また、報道機関及び各団体が募集した義援金も同様とする。 
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第 31 節 文教施設における災害応急計画 

 

 

■災害対策本部 

 こども班、教育総務班、社会教育班、文化班、学校教育班 

■関係機関 

 県、教育委員会、学校、文化財所有者 

 

 地震発生時における児童生徒等の安全確保及び学校教育活動の早期回復並びに学校以外の文教施設及

び文化財の被害の防止又は軽減を図るために、各施設の管理者等が実施する災害応急対策について定める。 

１ 文教施設における災害応急計画フロー 

＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校の応急対策 

 地震発生時における学校の基本的役割は、児童・生徒及び教職員等の安全確保と学校教育活動の早期回

復を図ることにある。従って、指定避難所として指定を受けた学校においても、避難所の運営は、市が主

体となり市民・地域（自主防災組織等）と協働で連携して行い、学校は可能な範囲内で協力することを基

本とする。 

 また、出来る限り早期に教育活動等を再開できるよう努める。 

(1) 児童・生徒の安全確保 

ア 在校時の措置 

 地震発生後、直ちに全教職員で児童・生徒等を掌握し、状況を見て安全と判断される場所に避難

させる。児童生徒等が避難・集合し次第、人員の点呼を行い、負傷者の手当て等を行う。 

 また、火災が発生した場合及び重傷者、生埋者又は行方不明者等がいる場合は、直ちに消防機関

及び警察機関等に通報するとともに、適切な方法により初期消火や救出・捜索活動等を行う。 

 また、非常持ち出し品については、あらかじめ指定された者が適切に取扱う。 

イ 登下校時の措置 

学校の応急対策 文化財の応急対策 学 校 以 外 の 文 教 

施 設 の 応 急 対 策 

入 館 者 等 の 避 難 

応 急 措 置 

被害状況等の報告 

被災状況等の報告 

児童・生徒の安全確保 

心 の 健 康 管 理 

被災状況等の報告 

負傷者等の救助 

展示品等の保護 
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 登下校中の児童生徒等のうち、学校へ避難してきた者は直ちに学校で保護し、確認のうえ保護者

に連絡する。避難してきた児童・生徒等から状況を聞き取り、災害に巻き込まれ行方不明となった

児童生徒等の情報を得たときは、直ちに消防機関及び県警察等に通報するとともに、状況に応じ現

場へ教職員を派遣して安否を確認する。 

ウ 勤務時間外の措置 

 校長並びに学校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）であらかじめ指定さ

れた教職員は、自分自身・家族等の安全を確保した上で、直ちに登校し、学校施設の被災状況を調

査する。施設が被災しているときは、直ちに応急措置を行い、被害の拡大防止に努める。 

エ 下校及び休校の措置 

 児童・生徒等の在校時に大規模な地震が発生した場合、校長は、帰宅経路等の安全を確認したう

え、児童生徒等を速やかに下校させる。幼稚園、小学校及び特別支援学校については、できる限り

緊急時連絡先に連絡をとり、保護者に迎えに来てもらう。その際、限られた時間での対応が迫られ

る災害が発生した場合には、保護者に対しても地震に関する情報を提供し、児童生徒等を引き渡さ

ず、保護者とともに安全が確保される学校に留まることや、避難行動を促すなどの対応を行う。 

 また、児童生徒等の自宅に連絡をとるなどして安否を確認し、地震の状況及び施設の被災状況

などを考慮したうえで、状況により休校等の措置をとる。 

(2) 被災状況等の報告 

 校長は、児童生徒等の安否状況や学校施設の被災状況などを把握し、下記の連絡経路で速やかに県

に報告する。 

 

     ＜連絡経路＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 施設の応急措置 

 学校長は、施設の破損箇所、危険箇所を速やかに調査の上、応急修理を行う。また、その状況を市

教育委員会に報告する。 

 なお、文教施設については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づき、国庫補助金の交付が考

えられるので、災害の現況について後日判断できる資料を確保する。 
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３ 応急教育の実施 

(1) 応急教育の実施 

ア 校長は、学校及び地域の復旧状況を考慮し、次により応急教育の実施に必要な措置を講じる。 

(ｱ) 短縮授業、二部授業又は分散授業等の実施 

(ｲ) 校区の通学路や交通手段等の確保 

(ｳ) 児童・生徒等に対する衛生・保健管理上の適切な措置と指導 

(ｴ) 学校給食の応急措置 

  災害救助法が適用された市町村で、応急の学校給食を実施する学校は、県教育委員会に協議・

報告する。 

イ 教育委員会等は被災状況により次の措置を講ずる。 

(ｱ) 適切な教育施設の確保（現施設の使用が困難なとき） 

   （例）公民館、体育館等 

(ｲ) 授業料の免除や奨学金制度の活用 

(ｳ) 災害発生時における児童・生徒等の転校手続き等の弾力的運用 

(ｴ) 教職員の確保等 

  教職員自身が被災し、人員が不足する場合は次の措置をとる。 

ａ 複式授業の実施 

ｂ 昼夜二部授業の実施 

ｃ 近隣県及び市町村等に対する人的支援の要請 

ｄ 非常勤講師又は臨時講師の発令 

ｅ 教育委員会事務局職員等の派遣 

ウ 災害救助法に基づく措置 

 市長は、学校及び教育委員会と協力し、次により学用品の調達及び給与を行う。 

(ｱ) 学用品給与の対象者 

  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂の堆積等により一時的に居住するこ

とができない状態となったものを含む）により、学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小

学校児童、中学校、高等学校等の生徒（特別支援学校の小学部児童、中学部生徒、高等部の生徒

を含む） 

(ｲ) 学用品の品目 

  教科書、教材、文房具、通学用品及びその他の学用品（運動靴、体育着等） 

(ｳ) 学用品給与の時期 

  災害が発生した日から、原則として、教科書（教材を含む）は１か月以内に、文房具、通学用

品及びその他の学用品は 15日以内に支給を完了する（ただし、交通又は通信等の途絶によって、

学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意

を得たうえで必要な期間を延長することができる。）。 

(ｴ) 学用品給与の方法 

  県教育委員会は、市教育委員会等を通し、補給を要する教科書の数量等を取りまとめて、文部

科学省に報告するとともに、県内の教科書特約供給所に必要な指示を行う。 

 

※ 学用品の給与に関しては、救助実施記録日計票（様式第 24号）、罹災使用教科書等調（様式第

40号）、被災教科書一覧表（様式第 41号）、学用品購入（配分）計画表（様式第 42号）、学用品

給与状況簿（様式第 43号）を整備すること。 

 

※災害救助法が適用された場合については、本章 第 34節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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(2) 心の健康管理 

 学校においては、災害等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該

災害等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心

身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行い、心のケア対策を推進する。この

場合、保護者との連携を図るとともに必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係

機関との連携を図る。 

４ 災害時における学校給食等 

(1) 給食対策 

 教育委員会及び学校長は、一定の地域あるいは学校の校舎が被害を受けたため、従来実施していた

学校給食の全部又は一部が実施不可能となった場合は、学校給食継続のための対策を立て、給食実施

に支障のないように努める。 

 この場合、次に掲げる事項について特に留意する。 

ア 他の給食施設、設備の活用対策 

イ 給食物資及び従事職員の確保対策 

ウ 近隣の給食実施校からの給食援助対策 

エ 食中毒の予防対策 

オ 児童・生徒等給食費補助金の追加申請対策 

(2) 給食の一時中止措置 

 教育委員会及び学校長は、次のような事情が発生した場合、学校給食の一時中止措置について考慮

する。なお、給食の再開に当たっては、衛生管理に十分注意をする。 

ア 災害が広範囲にわたり、災害救助のため学校給食施設を使用したとき（この場合、速やかに県教

育委員会に報告する。） 

イ 給食施設が被害を受け給食の実施が不可能となり、応急復旧が完了するまでの期間 

ウ 給食により感染するおそれのある感染症等の危険性が発生し、又は発生が予想されるとき 

エ 給食物資の供給が困難なとき 

オ その他給食の実施が事情により不可能なとき、又は給食の実施が適当でないと認められたとき 

５ 学校以外の文教施設の応急対策 

 学校以外の文教施設の管理者は、大規模な災害が発生した場合には、各施設の防災計画等に基づき、次

により人命の安全確保及び施設等の保全を図り、被害の防止又は軽減に努める。 

(1) 館内放送等により、施設内の入館者等に施設外の状況を伝えるとともに、必要に応じてハンドマイ

ク等を使用し、施設外へ安全に避難させる。 

(2) 要救助者及び負傷者がいる場合は、消防機関及び県警察等に通報するとともに、救急隊が到着する

までの間、職員等により救助作業及び負傷者の手当て等を行う。 

(3) 収蔵物、展示品及び蔵書等の被害状況を調査するとともに、直ちに被害拡大防止のための応急措置

をとる。 

(4) 人的及び物的被害状況等を集約し、速やかに施設の設置者に報告する。 

(5) 応急危険度判定等により安全性を確認した施設にあっては、市町村から指示があったとき又は近

隣住民等が施設に避難してきたときは、可能な範囲内で施設を避難所として開放し、その運営に協力

する。 

６ 文化財の応急対策 

(1) 国、県及び市町村指定文化財等の所有者及び管理者は、地震が発生した場合は、次により文化財

の被災の防止又は軽減に努める。 
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ア 建造物及び搬出不可能な文化財 

 防災設備が設置してあるものについてはその設備により、未設置ものについては所有者又は管理

責任者等の定める自衛防災組織の活動により、被災の防止又は軽減に努める。 

イ 搬出可能な文化財 

 指定文化財ごとに、その性質や保全等についての知識を有する搬出責任者が、あらかじめ準備さ

れた器具等により、定められた避難場所に搬出する。 

(2) 建造物等に観覧者等がいる場合は、人命の安全確保の措置を行う。 

(3) 被害が発生した場合は、直ちに市教育委員会を経由して、県教育委員会に報告するとともに、被

害拡大防止のための応急措置をとる。 
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第 32節 要配慮者の応急対策計画 

 

 

■災害対策本部 

 社会福祉班、高齢福祉班、子育て支援課、子ども家庭課 

■関係機関 

 県、警察署、消防機関、社会福祉施設長、市民（自主防災組織、町内会）等 

 

 地震による災害が発生した場合に、要配慮者の被害軽減や生活支援を図るために、市、県及び社会福祉

施設等の管理者が、地域住民等の協力を得て実施する災害応急対策について定める。 

１ 要配慮者の応急対策フロー 

＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 在宅の要配慮者対策 

(1) 避難誘導等 

 市は、地震による災害が発生して市民の避難が必要となった場合、避難行動要支援者の避難誘導等

が避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき適切に実施されるよう必要な措置を講じる。また、

町内会、近隣住民、自主防災組織等は避難行動要支援者の避難行動に協力するよう努める。 

 また、避難の誘導にあたっては、身体等の特性に合わせた適切な誘導を行う。 

(2) 災害発生直後の安否確認 

 市は、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿及び個

別避難計画を効果的に利用し、近隣住民、自主防災組織、町内会、民生委員・児童委員、介護保険事

在 宅 の 

要配慮者対策 

社会福祉施設における

要 配 慮 者 対 策 

Ｄ Ｗ Ａ Ｔ の 
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外 国 人 の 
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災害発生直後 

の 安 否 確 認 

施設被災時の安全 

確認・救助・避難 

外国人の救護 福祉避難所等 

での支援活動 

外国人の生活支援 

避 難 

被 害 状 況 の 

報 告 ・ 連 絡 

施設の継続使用が 

不可能となった 

場 合 の 措 置 

被災状況等の把握 

避難所における配慮 

被災後の生活支援 

要配慮者対策 

機 能 の 強 化 
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業者、障がい福祉サービス事業者等の協力を得て、避難行動要支援者について、避難支援や迅速な安

否確認等が行われるように努める。 

(3) 被災状況等の把握 

 市は、避難所や要配慮対象者の自宅等に、地域包括支援センターの職員や保健師等を派遣し、次の

事項を把握する。 

ア 要配慮者の身体及びメンタルヘルスの状況 

イ 家族（介護者）有無及びその被災状況 

ウ 介護の必要性 

エ 施設入所の必要性 

オ 日常生活用具(品)の状況 

カ 常時服用している医薬品等の状況 

キ その他避難生活環境等 

(4) 避難所における配慮 

 市は、福祉施設職員等の応援体制など、要配慮者に配慮した避難所の運営、環境整備及び食料・生

活物資の供給等に努める。また、市は、必要に応じて福祉避難所を設置し、指定避難所内の一般避難

スペースでは生活することが困難な要配慮者を避難させる。 

(5) 被災後の生活支援 

ア 社会福祉施設等への緊急入所 

 市及び県は、高齢者や障がい者等のうち、緊急に施設で保護する必要がある者に対して、一時入

所等の措置を講じる。 

 また、県内の施設で対応できない場合、県は近隣県に対し、社会福祉施設等への緊急入所につい

て協力を要請する。 

イ 相談体制の整備 

 市及び県は、被災した要配慮者の生活に必要な物資や人的援助のニーズを把握するため、相談体

制を整備する。 

 特に、情報の伝達が困難な視聴覚障がい者や寝たきり者、車椅子使用者等については、手話通訳

や移動介護等のボランティアの活用により、コミュニケーション手段の確保に配慮する。 

ウ サービスの提供 

 市は、県の指導・助言を受け、在宅の要配慮者の被災状況等に応じて、地域包括支援センターの

職員や保健師等の派遣、必要な日常生活用具(品)の供与等の措置を講じるとともに、災害情報、生

活情報等の継続的な提供に努める。 

 また、市は、被災した要配慮者に対して、ボランティアの活用等により継続的な日常生活の支援

に努める。 

(6) 要配慮者対策機能の強化 

 県は、災害の状況により必要と認められる場合、被災地の福祉事務所等へ人的な支援を行い、在宅

の要配慮者の状況に応じて迅速かつきめ細かな対応を図る。 

３ 社会福祉施設等における要配慮者対策 

(1) 施設被災時の安全確認・救助・避難 

ア 施設が被災した場合、施設長は直ちに防災活動隊を編成して、入(通)所者の安全及び施設の被災

状況を把握するとともに、入(通)所者の不安解消に努める。 

イ 入(通)所者が被災したときは、職員、近隣住民及び自主防災組織等の協力を得て、応急救助を実

施するとともに、必要に応じ消防機関等へ救助を要請する。 

ウ 施設長は、施設の被災状況に応じて、適切な避難場所（屋内、屋外、避難所等）を選択し、避難

誘導を行う。 
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エ 夜間又は休日等で、在施設職員数が少数のときは、日頃から連携を図っている近隣住民及び自主

防災組織等の協力を得て、安全な避難誘導に努める。 

(2) 被害状況の報告・連絡 

 施設長は、入(通)所者及び施設の被災状況を市及び県等に報告し、必要な措置を要請する。 

 また、保護者に入(通)所者の被災状況等を連絡し、必要な協力を依頼する。 

(3) 施設の継続使用が不能となった場合の措置 

 施設長は、施設の継続使用が不能となった場合、市又は県を通じて、他の施設への緊急入所要請を

行うとともに、必要に応じて、保護者による引取り等の手続きを講じる。 

 また、市及び県は、被災施設の施設長から緊急入所の要請があったときは、他の施設との調整に努

め、入所可能施設をあっせんする。 

４ ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）の派遣 

県は、被災市町村から派遣要請を受けた場合、あらかじめ協力関係団体と締結した協定等に基づき、

ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）を福祉避難所へ派遣する。 

 派遣されたチームは、避難所等において、避難者の福祉ニーズの把握、要配慮者のスクリーニング、

応急的な介護等の支援を実施する。 

５ 外国人の援護対策 

(1) 外国人の救護 

 市は、地域の自主防災組織やボランティアの協力を得ながら、外国人の安否確認、救助活動及び避

難誘導等に努める。 

(2) 外国人の生活支援 

ア 外国人への情報提供 

 市及び県は、報道機関及びボランティア等の協力を得て、被災した外国人に対して、生活必需品

や利用可能な施設及びサービスに関する情報の提供を行う。 

イ 相談体制の整備 

 市及び県は、被災した外国人の生活に必要な物資や通訳等のニーズを把握するため、ボランティ

ア等の協力を得ながら、相談体制を整備する。 
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第 33 節 応急住宅対策計画 

 

 

■災害対策本部 

 建築住宅班、税務納税班、市民班、社会福祉班、高齢福祉班 

■関係機関 

 県 

 

 大規模な災害により住家が滅失した被災者のうち、自己の資力では住宅を確保することができない者に

ついて、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下この章において｢法｣という。）が適用された場合に、

応急仮設住宅を設置してこれを提供し、又は被害家屋の応急修理を実施し、又は公営住宅等のあっせん等

により、その援護を推進するために、市及び県が実施する災害応急対策について定める。 

１ 応急仮設住宅建設・被災住宅応急修理の計画フロー 

＊地震発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住宅被災状況等の把握 

(1) 被災住宅の調査 

 市は、地震により住家に被害が生じた場合、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理等に必要な下

記事項について早急に調査を実施する。 

応急危険度判定 

被害認定・被災度区分判定 

全   壊 半   壊 

被災住宅の応急修理 民間賃貸住宅の借上げ 応急仮設住宅の建設 

建設用地の選定 

設置戸数の決定 

設計図書の作成 

契 約 ・ 着 工 

完 成 ・ 入 居 

修理戸数の決定 

建設業関係団体等に対し 

業 者 の 斡 旋 依 頼 

契 約 ・ 着 工 

完 成 ・ 入 居 

設置戸数の決定 

関係団体との調整 

賃貸契約のとりまとめ 

借 上 げ ・ 入 居 
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 県は、被災市町村の協力を得て、早急に住宅の被災状況等を把握するとともに被災建築物応急危険

度判定の実施に関して必要な調査を実施する。 

ア 地震情報及び被害状況 

イ 避難場所の状況 

ウ 被災市町村の住宅に関する緊急対応状況（予定を含む。） 

エ 被災建築物応急危険度判定 

(ｱ) 被災建築物の応急危険度判定業務は、｢山形県被災建築物応急危険度判定要綱｣、「被災建築物

応急危険度判定業務マニュアル（全国被災建築物応急危険度判定協議会策定）｣及び「山形県被

災建築物応急危険度判定実施マニュアル｣等に基づき、基本的に市町村が実施し、県は、必要な

各種の支援を行う。 

(ｲ) 市は、実施本部を設置し、判定実施要否の判断、判定実施区域、判定実施順位等の検討・決定、

判定実施計画の策定、地元判定士等の参集、受付及び名簿の作成並びに判定コーディネーターの

配置等を行い、県は支援実施計画を作成する。 

(ｳ) なお、判定の実施にあたっては、指定避難所に指定されている公共建築物等について優先的に

実施し、次いで被災地の住宅について判定を行い、自宅の使用が可能な者については自宅への帰

宅を促す。 

(ｴ) 市は、山形県被災建築物応急危険度判定士等の協力を得ながら、被災住宅建築物による人的被

害及び余震等による災害を未然に防止するために安全性の調査・判定を早急に行う。なお、調査

に当たっては、「構造体の被害」、「落下危険物」及び「転倒危険物」等に注目し破損の状態を調

査する。 

【応急危険度判定】 

余震等による被災建築物の倒壊等による二次災害を防止することを目的として、市が地震後

の比較的早い時期に実施する建築物に関する倒壊危険性の判定を行う調査のこと。 

判定結果は、被災度をランク別に判定し、「立入可能」（「調査済み」の緑色のステッカー）、

「立入注意」（「要注意」の黄色のステッカー）、「立入禁止」（「危険」の赤色のステッカー）と

いう３種類のステッカーで、建築物の出入口等の見やすい場所に表示される。 

オ 被災宅地危険度判定 

敷地の被害の状況により、市は宅地の危険度判定を行う。県は必要な各種の支援を行う。 

カ 被害認定 

 市は、「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき被災建築

物の被害認定を行う。 

キ 被災度判定区分 

 建築構造技術者は、住宅所有者の依頼により、地震で被害を受けた住宅が修理により恒久的継続

使用が可能かどうか判定を行う。 

ク 当面の応急仮設住宅の必要戸数 

ケ 要配慮者に配慮したバリアフリー応急仮設住宅の必要戸数 

コ 被災住宅に関する県への要望事項 

サ その他住宅の応急対策実施上の必要な事項 

(2) 公的住宅等の活用の可否に係る調査 

 県は、住家が滅失した被災者に対する当面の仮設住宅として、被災地近隣の県営住宅、市町村営住

宅及び公的宿泊施設等を使用させることの可否について、関係機関に対して調査を実施する。 

(3) 応急仮設住宅の必要戸数・規模等についての見積もり 

 県は、(1)及び(2)の調査結果等を踏まえて、応急仮設住宅の必要戸数や規模等について見積もりを

行う。 
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(4) 応急仮設住宅の供給能力等についての照会 

 県は、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人全国木造建設事業協会、公益社団法人山形県

宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会山形県本部及び公益社団法人全国賃貸住宅経営

者協会連合会に対し、応急仮設住宅の供給（建設）能力戸数等について照会する。 

３ 応急仮設住宅の確保 

 県は、応急仮設住宅を提供する必要があるときは、発災後、避難者の健全な住生活の早期確保を図るた

め、速やかに国と協議の上、応急仮設住宅を提供し、その円滑な入居の促進に努める。 

(1) 応急仮設住宅 

 応急仮設住宅の供給は下記によるものとする。ただし、被害の程度や市民の経済的能力、市の住宅

事情等により下記によりがたいと知事が認める場合はこの限りでない。 

なお、民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、応急仮設住宅

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与する応急仮設住宅を積極的に活用する。また、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。 

①  民間賃貸住宅の借上げ 

＜借上げ方針＞ 

➢ 民間賃貸住宅の借上げ（以下「借上げ住宅」という。）戸数は、応急仮設住宅の建設と併

せ、法が適用された市町村を単位に、原則として当該市町村の全壊、全焼及び流失世帯の

３割以内とする。 

➢ ただし、被災の程度その他の事情から、市町村ごとに画一的に３割以内とすることが不合

理な場合は、県内の法適用市町村全体の全壊、全焼及び流失世帯数の合計の３割以内であ

れば、当該市町村間で借上げ住宅の戸数を融通できる。 

➢ また、各市町村における被害の程度、住民の経済的能力及び被災地域の民間賃貸住宅事情

等により必要な場合は、厚生労働大臣の承認を得て、借上げ住宅の戸数の限度を引き上げ

ることができる。 

 

ア 借上げ方法 

(ｱ) 県は、公益社団法人山形県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会山形県本

部及び公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会（以下「関係団体等」という。）の協力

を得て借上げ住宅を供給するものとする。 

(ｲ) 関係団体等は、借上げる住宅の選定、賃貸契約等の取りまとめに関する事務を行うものと

する。 

イ 借上げ住宅の入居者資格等 

(ｱ) 入居の資格 

   借上げ住宅の供与の対象となる者は、次のいずれの事項にも該当する者とする。 

   ただし、災害地における住民登録の有無は問わない。 

a 住家が全壊、全焼又は流失した者であること。 

b 居住する住家がない者であること。 

c 自らの資力をもっては、住宅を確保することのできない次の者であること。 

(a) 生活保護法の被保護者及び要保護者 

(b) 特定の資産のない高齢者、障がい者、母子世帯及び病弱者等 

(c) 前各号に準ずる者 

(ｲ) 入居者の選定 

a 借上げ住宅の入居者の選定及び申込み受付は、被災市町村が行う。 
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b この場合、身体障がい者、難病者及び高齢者等を優先的に入居させる等要配慮者に十分配

慮するとともに、必要に応じ民生委員等関係者の意見を参考にする。 

c 県は、当該被災市町村から入居申込みの報告を受け、入居の許可及び借上げ住宅の契約締

結等を行う。 

(ｳ) 供与の期間 

   借上げ住宅を被災者に供与できる期間は、入居可能日から２か年以内とする。 

   ただし、知事が必要と認める場合は１年毎の延長ができる。 

ウ 入居者への配慮 

県は、借上げ住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心の

ケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性参画を推進し、女性を

始め生活者の意見を反映できるよう配慮する。 

市町村は、住民ニーズの把握や孤立防止を図るため、巡回訪問等を行う生活支援相談員の配置

に努める。 

② 応急仮設住宅の建設 

ア 建設用地の選定 

(ｱ) 県は、市の協力を得て、あらかじめ応急仮設住宅の建設可能な用地を把握しておくものとす

る。 

(ｲ) 市に対し、応急仮設住宅の設置戸数に対応する建設用地の選定について協力を依頼する。その

際には、県としても、必要に応じ応急仮設住宅の建設用地として県有地等を提供する。 

(ｳ) 市から、建設用地の選定結果について報告を受け、被災市町村ごとに取りまとめる。 

(ｴ) (ｱ)から(ｳ)の結果等を踏まえ、次の事項に十分留意して建設用地を選定する。 

ａ 保健衛生、交通、医療及び教育等、居住者の生活環境について考慮するとともに、要配慮者

に適応したバリアフリー対応に配慮する。また、福祉仮設住宅やグループホーム等の設置につ

いても検討する。 

ｂ 降雨等による二次災害を受けることがないよう、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の災

害危険箇所を避ける。 

ｃ 原則として公有地を優先して選定する。やむを得ない場合は私有地を利用するが、その際に

は、所有者等と十分に協議の上、正規の２か年程度の土地使用契約書を取り交わす。 

 

＜応急仮設住宅建設予定候補地一覧表＞                 令和 3年 11月現在 

整理番号 

（優先順位） 
地  名 地  番 

敷地面積

（㎡） 
戸数 小学校区名 

行政財産 1 西部公園 米沢市直江町 432-2外 30,288 60 米沢市立西部小学校 

行政財産 2 
上郷コミュニティ

センター 
米沢市大字梓川 681-1 8,201 118 米沢市立上郷小学校 

行政財産 3 北村公園 米沢市金池四丁目 1-1 25,581 42 米沢市立北部小学校 

行政財産 4 桑山第３号公園 
米沢市万世町桑山

4055外 
2,948 30 米沢市立万世小学校 

行政財産 5 桑山第１号公園 
米沢市万世町桑山

4282 
2,728 26 米沢市立万世小学校 

合 計 69,746 276  

  ※上記の他、安全な場所にある廃校となった学校用地等も候補地として検討する。 
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イ 設置戸数 

(ｱ) 応急仮設住宅の設置戸数は、借上げ住宅戸数と合わせ、法が適用された市町村を単位に、原則

として当該市町村の全壊、全焼及び流失世帯の合計数の３割以内とする。 

(ｲ) ただし、被災の程度その他の事情から、市町村ごとに画一的に３割以内とすることが不合理な

場合は、県内の法適用市町村全体の全壊、全焼及び流失世帯数の合計の３割以内であれば、当該

市町村間で設置戸数を融通できる。 

(ｳ) また、各市町村における被害の程度、住民の経済的能力及び住宅事情等により必要な場合は、

厚生労働大臣の承認を得て、設置戸数の限度を引き上げることができる。 

ウ 規模及び費用 

(ｱ) 応急仮設住宅一戸当たりの規模及び費用の限度等の建設条件は、県災害救助法施行細則に定

める基準による。 

(ｲ) ただし、世帯の構成人数により基準運用が困難な場合は、内閣総理大臣と協議し、規模及び費

用の限度等の建設条件に関する調整を行うことができる。 

(ｳ) また、建設資材を県外調達し又は離島等に設置したことにより輸送費がかさみ、限度額内で施

工することが困難な場合は、内閣総理大臣の承認を受けて、当該輸送費を別枠とすることができ

る。 

エ 建設の時期 

(ｱ) 応急仮設住宅は、災害が発生した日から、原則として 20日以内に着工する。 

(ｲ) ただし、大災害等の事由により期間内に着工することができない場合には、事前に内閣総理大

臣の承認を受けて、必要最小限度の期間を延長することができる。 

オ 応急仮設住宅の建設方法 

(ｱ) 応急仮設住宅は、所定の基準により、県が直接建設業者に請け負わせて建設する。 

(ｲ) 県は、応急仮設住宅の建設にあたっては、あらかじめ協定を締結した一般社団法人プレハブ建

築協会及び一般社団法人全国木造建設事業協会等の建設業関係団体等に対し協力を要請する。 

また、必要に応じ、県内建設業者による建設を要請する。 

(ｳ) この場合、建築場所、設置戸数、規格、規模、構造、単価、暑さ・寒さ対策のための必要な装

備・備品・什器等の設置、必要に応じたバリアフリー化及びその他必要な要件を協議したうえで

建設に着手する。 

カ 応急仮設住宅の入居者選定 

(ｱ) 入居の資格 

  応急仮設住宅の供与の対象となる者は、次のいずれの事項にも該当する者とする。 

  ただし、災害地における住民登録の有無は問わない。 

a 住家が全壊、全焼又は流失した者であること。 

b 居住する住家がない者であること。 

c 自らの資力をもっては、住宅を確保することのできない次の者であること。 

(a) 生活保護法の被保護者及び要保護者 

(b) 特定の資産のない高齢者、障がい者、母子世帯及び病弱者等 

(c) 前各号に準ずる者 

(ｲ) 入居者の選定 

a 応急仮設住宅の入居者の選定は、被災市町村が行う。 

    また、選定を行う際は、地域のコミュニティを十分考慮すること。 

b この場合、障がい者、難病者及び高齢者等を優先的に入居させる等要配慮者に十分配慮する

とともに、必要に応じ民生委員等関係者の意見を参考にする。 

c 県は、市から入居者の選定結果の報告を受け、市ごとに取りまとめて、入居予定者名簿を作

成する。 

(ｳ) 供与の期間 

  応急仮設住宅を被災者に供与できる期間は、その建築工事が完了した日から２か年以内とする。 
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 ただし、知事が必要と認める場合は１年毎の延長ができる。 

キ 応急仮設住宅の管理 

 県は、市の協力を求めて、県営住宅に準じて応急仮設住宅の管理を行う。ただし、状況に応じて

当該市町村に管理を委任することができる。 

 この際、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心

のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性参画を推進し、女性を

始め生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて応急仮設住宅におけ

る家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

市は、住民ニーズの把握や孤立防止を図るため、巡回訪問等を行う生活支援相談員の配置に努め

る。 

(2) 公営住宅、職員住宅、民間賃貸住宅の空家等のあっせん等 

 市、県、関係団体等は、被災者用の居住として利用可能な公営住宅や職員住宅、民間賃貸住宅の空

家等の把握に努め、災害時に迅速にあっせん等できるように努める。 

４ 被災住宅の応急修理 

 市は、被災した住家について、居住のために必要な最小限度の部分を応急的に補修する。 

 また、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携を図る。 

(1) 修理の方針 

ア 修理戸数 

(ｱ) 被災住宅の応急修理の対象戸数は、法が適用された市町村を単位に、原則として、市の半壊及

び半焼世帯の合計数の３割以内とする。 

(ｲ) ただし、被災の程度その他の事情から、市町村ごとに画一的に３割以内とすることが不合理な

場合は、県内の法適用市町村全体の半壊及び半焼世帯数の合計の３割以内であれば、当該市町村

間で修理戸数を融通できる。 

(ｳ) また、県は、各市町村における被害の程度、住民の経済的能力及び住宅事情等により必要な場

合は、厚生労働大臣の承認を得て、修理戸数の限度を引き上げることができる。 

イ 範囲及び費用 

(ｱ) 被災住宅の応急修理の範囲は、居室、炊事場及び便所等、当面の日常生活に欠くことのできな

い部分とする。 

(ｲ) 被災住宅の応急修理のため支出できる費用は、県災害救助法施行細則に定める範囲内とする。 

ウ 修理の期間 

(ｱ) 被災住宅の応急修理は、災害が発生した日から、原則として１か月以内に完了する。 

(ｲ) ただし、交通機関の途絶その他の特殊な事情によって１か月の期間内に修理を完了すること

ができない場合には、事前に内閣総理大臣の承認を受けて、必要最小限度の期間を延長すること

ができる。 

(2) 修理の方法 

 被災住宅の応急修理については、救助の実施機関である知事（事務の一部を委任した場合は市町村

長）が、建築関係業者と直接契約するなどして、応急修理を実施する。 

(3) 修理の対象者 

ア 対象者の範囲 

 被災住宅の応急修理の対象となる者は、次のいずれの事項にも該当する者とする。 

(ｱ) 災害によって住家が半壊又は半焼し、その居住者がそのままでは当面の日常生活を営むこと

ができない者であること。 

(ｲ) 自らの資力をもっては、応急修理をすることができない次の者であること。 
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ａ 生活保護法の被保護者及び要保護者 

ｂ 特定の資産のない高齢者及び障がい者等 

ｃ 前各号に準ずる者 

イ 対象者の選定 

 市において、被災者の資力や生活条件等を十分に調査して選定する。 

５ 住宅建設資機材等の確保 

 県は、応急仮設住宅の建設等にあたって必要があるときは、所管の森林管理署等に対し応援を要請し、

木材等を確保する。 

また、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等が適正かつ円滑に行われるよう、関係業界団体等と

の連絡調整を行う。 

６ 建物関係障害物の除去 

 市は、災害により土石や竹木等の障害物が住居又はその周辺に運び込まれ、日常生活に著しい支障をき

たしている者に対し、これを除去することによって、その被災者を保護する。 

(1) 障害物除去の方針 

ア 対象戸数 

(ｱ) 障害物除去の対象戸数は、法が適用された市町村を単位に、原則として、当該市町村の半壊及

び床上浸水世帯の合計数の 1.5割の範囲内とする。 

(ｲ) ただし、被災の程度その他の事情から、市町村ごとに画一的に 1.5 割以内とすることが不合

理な場合は、県内の法適用市町村全体の半壊及び床上浸水世帯数の合計の 1.5 割以内であれば、

当該市町村間で障害物除去の世帯数を融通できる。 

(ｳ) また、各市町村における被害の程度、住民の経済的能力及び住宅事情等により必要な場合は、

厚生労働大臣の承認を得て、障害物除去の世帯数の限度を引き上げることができる。 

イ 範囲及び費用 

(ｱ) 障害物の除去の範囲は、居室、炊事場及び便所等、当面の日常生活に欠くことのできない部分

とする。 

(ｲ) 障害物の除去のため支出できる費用は、県災害救助法施行細則に定める範囲内とする。 

ウ 障害物の除去の実施期間 

(ｱ) 障害物の除去は、災害が発生した日から、原則として 10日以内である。 

(ｲ) ただし、交通機関の途絶その他の特殊な事情によって 10日の期間内に除去を完了することが

できない場合には、事前に内閣総理大臣の承認を受けて、必要最小限度の期間を延長することが

できる。 

(2) 障害物除去の方法 

 障害物の除去については、救助の実施機関である知事（事務の一部を委任した場合は市町村長）が、

作業員あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。 

(3) 障害物除去の対象者 

ア 対象者の範囲 

 障害物の除去の対象となる者は、次のいずれの事項にも該当する者とする。 

(ｱ) 災害によって住宅が半壊又は床上浸水し、その居住者がそのままでは当面の日常生活を営む

ことができない者であること。 

(ｲ) 自らの資力をもっては、障害物の除去をすることができない次の者であること。 

ａ 生活保護法の被保護者及び要保護者 

ｂ 特定の資産のない高齢者及び障がい者等 
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ｃ 前各号に準ずる者 

イ 対象者の選定 

 市町村において、被災者の資力や生活条件等を十分に調査して選定する。 

（参考）阪神淡路大震災の際の、神戸市における応急仮設住宅の入居決定方法の推移 

募集次数 

（募集期間） 
入居者決定方法等 

１次募集 

 

（１月 27日～ 

 ２月２日） 

○ 募集 2,702戸、応募 59,449件、鍵渡 2,304件 

○ 優先順位により区ごとに抽選 

○ 優先順位 

  第１順位：高齢者（60歳以上）だけの世帯、障がい者（障害者手帳１・２

級、療育手帳Ａ）のいる世帯、母子世帯（子供が 18歳未満） 

  第２順位：高齢者（65歳以上）のいる世帯、乳幼児（３歳以下）のいる世

帯、妊婦のいる世帯、18歳未満の子供が３人以上の世帯 

  第３順位：病弱な人・被災により負傷した人・一時避難により身体の衰弱した

人のいる世帯 

  第４順位：その他の世帯 

２次募集 

 

（２月 28日～ 

 ３月７日） 

○ 募集 12,802戸、応募 63,367件、鍵渡 8,458件 

○ 申込者の中から優先順位により地域ごとに抽選 

○ 優先順位の第１順位の障がい者に精神障がい者（障害者年金１級受給者並びに

「障害の状況に関する証明書」の特別障がい者）を追加 

○ 補欠制採用 

○ ひとり暮らし老人の同居申込み可 

３次募集 

 

（４月７日～ 

 ４月 11日） 

○ 募集 6,740戸、応募 25,796件、鍵渡 4,748件 

○ 優先順位第１順位に特定疾患患者等で障害者年金１級受給者を追加 

○ 応募者が募集戸数に満たない住宅は、避難所に避難している人を対象に先着順

常時受け付け 

４次募集 

 

（５月 10日～ 

 ５月 14日） 

○ 募集 4,095戸、応募 16,683件、鍵渡 8,373件 

○ 申込者が募集戸数を超えた場合、避難所に避難された方を優先 

○ 第３順位の表現を病弱者（日常生活を営む上で介助を必要とする方）のいる世

帯に変更 

５次募集 

（７月１日～ 

 ７月６日） 

○ 募集 10,028戸、応募 13,989件、鍵渡 8,656件 

○ 避難所に避難している方を優先し、抽選により第１希望から第３希望まで順に

地域ごとに決定 

  ※優先順位なし 

  ※２Ｋは３人以上世帯のみ申込み可 

○ 補欠制採用 

※ 住宅応急修理に関しては、住宅応急修理該当者調（様式第 37号）、住宅応急修理記録簿（様式第

39号）を整備すること。 

 

 

 

７ 危険ブロック塀等の予防措置 

 市は、被災地及びスクールゾーン内の主要通学路について点検計画を作成して、損壊したブロック塀、

石垣等を調査し、二次災害のおそれのあるものについては補強、撤去等の措置を講ずるよう指導する。 

８ 建築付属物の落下予防措置 

 市は、建築付属物の落下による二次災害の予防のため、窓ガラス、広告物等の目視調査を行い、落下の

危険があるものについては、補強、撤去等の措置を講ずるよう指導し、外見上は危険でないと思われるも

※災害救助法が適用された場合については、本章第 34節「災害救助法の適用に関する計画」参照 
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のについてもボルトの緩みのチェック、局部破損箇所の補修を実施するよう指導する。 

９ 被災者のための相談 

 市は、状況に応じて、震災による精神的・物質的打撃から立ち直るための相談窓口を設置することによ

り、生活再建への着手を促す。特に、被災者のメンタルケアを行うため、医師会等の協力を得て、精神科

医、カウンセラー等も配備する。 

 なお、震災が沈静化した後も、必要に応じ相談窓口を常置する。 

(1) 相談所の開設、運営 

市及び県は、被災者からの幅広い相談に応じるため、次の場所に速やかに相談所を開設し、他の防

災関係機関と連携しながら、相談業務を実施する。 

ア 県の設置する相談所：県庁、被災地及び応急仮設住宅等の所在する県総合支庁 

イ 市町村の設置する相談所：市役所、町村役場、出張所、コミュニテイ・センター及び避難所等 

(2) 相談事項 

相談所では、設置地域の状況及び他の防災関係機関との連携状況等を踏まえながら、次の事項等に

ついて相談業務を実施する。 

ア 生活相談：各種見舞金、災害援護資金・福祉資金等、生活保護、要配慮者への対応、租税の特例

措置及び公共料金等の特例措置等 

イ 職業相談：雇用全般にわたる相談 

ウ 金融相談：各種農林漁業資金及び商工業資金の利用 

エ 住宅相談：住宅の安全診断、住宅の補修、住宅関係資金、公営住宅及び応急仮設住宅 

10 罹災証明書の発行及び罹災者台帳の整備 

災害救助法、被災者生活再建支援法等による各種施策や市税の減免、その他の被災者支援策を実施する

ために、家屋の被害度合いを判定し、被災者の応急的、一次的な救済を目的に罹災証明書を発行する。 

(1) 罹災証明書の発行（自然災害の場合） 

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害認定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、応援の受入れ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とともに、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。 

また、市は、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局（税務課）と応急危険度判定担当部局

（建築住宅課）とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急

危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努め

るとともに、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の

写真、応急危険度判定の判定結果を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

県は、市町村に対し、住家被害の調査の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り、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。 

なお、県は住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の研修等について実施する際、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

ような工夫をすることに努め、災害が発生した際には、発災後速やかに当該業務に係る事務の研修等

を実施する。 

また、県は、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、当該市町村に対して必要

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
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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。 

ア 罹災証明書の発行 

 市長は、災害発生に伴い、被災者（家屋の所有者又は使用者）から、住家被害についての罹災証

明の申請（様式第 18号）があったときは、基本法第 90条の２の規定に基づき、遅滞なく、住家の

被害状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する罹災証明書（様式第 19号）を発行する。 

 罹災証明は、市内に所在する家屋について、基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受

けた以下の項目の証明を行うものとする。 

(ｱ) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない（一部損壊） 

(ｲ) 流出、床上浸水、床下浸水 

(ｳ) 全焼、半焼 

イ 罹災証明書等発行の手数料について 

 市は、罹災証明書を発行するときは、米沢市手数料条例第５条第２項の規定により、手数料を免

除する。 

 また、被災時の各種手続きに係る住民票の写し、税証明等の各種証明手数料についての無料取扱

について検討する。 

（参考）阪神大震災時に神戸市が証明等を無料で行うこととした使用目的 

１ 住宅の購入・賃貸住宅への入居手続 

２ 震災復旧のための融資申込み 

３ 年金・保険、各種災害給付の申請 

４ 再就職に伴う諸手続 

５ 運転免許等の再交付申請 

６ 公的機関が行う災害関連施策の手続 

７ 震災により死亡された方の死亡に関する諸手続 

 

ウ その他証明書等の発行 

 市は、災害発生に伴い、被災者から罹災証明書の対象とならない建物、構築物及び家財等の被害

について、証明の申請（様式第 20号）があったときは、必要に応じて、被災届出証明書（様式第 20

号）を発行することができるものとする。 

(2) 罹災証明書の発行（火災の場合） 

 火災の場合の罹災証明については、米沢消防署が置賜広域行政事務組合消防本部火災調査規程に基

づき証明書を発行する。 

 米沢消防署長は、火災の関係者から罹災に関する証明の申請があつたときは、当該火災の調査の結

果確認した事実に基づき、罹災証明書を交付するものとする。 

(3) 被災者台帳の整備 

 市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事

項等を一元的に集約した被災者台帳（様式第 17号）を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な

実施に努める。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市町村からの要

請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

(4) 被災者等の生活再建等の支援 

市は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅

に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違

い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 

また、県は、市町村の活動の支援に努める。  
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第 34 節 災害救助法の適用に関する計画 

 

 

■災害対策本部 

 総務班、財政会計班、税務納税班 

■関係機関 

 県 

 

 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号。)による応急救助は、災害発生直後の混乱期における被災者保護

及び社会秩序の保全を目的とした緊急の措置であり、人命の保護、衣食住の確保等の活動がもたらす影響

は極めて大きい。市は、災害が発生し、災害救助法適用の必要が認められた場合は、県に対し速やかに所

定の手続を行うとともに、県と連携して迅速かつ的確な災害救助業務を実施する。 

１ 災害救助法による救助フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害救助法の適用基準 

(1) 基準の内容 

法による救助は、市町村の区域単位に、原則として同一原因の災害による市町村の被害が一定の程

度に達し、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるとき、次により行われる（法第２条）。 

ア 適用単位は、市町村の区域単位とする。 

イ 同一の原因による災害によることを原則とする。 

ただし、この例外として、 

(ｱ) 同時又は相接近して、異なる原因による災害が発生した場合 

(ｲ) 時間的に接近して、同一市町村内の別の地域に同種又は異なる災害が発生した場合におい

ても、前の災害と社会的混乱の同一性が認められる場合は、これらの災害を一つの災害として

取り扱う。 

   

※地震発生 

 

  米沢市 

被害状況報告 

被害状況等情報提供 

法適用打合せ 

国 （ 内 閣 府 ） 

助言、勧告 

法適用通知 

救助の実施通知 

救助実施 

被災住民 

被害調査 

法適用決定 県公報公示 山形県 
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ウ 市町村又は県の人口に応じた一定数以上の住家の滅失があること。 

エ 被災者が現に救助を必要とする状態にあること。 

(2) 適用基準（災害救助法施行令第１条） 

法の適用基準は、法施行令第１条第１項に定めるところによるが、本県における具体的適用基準は

次のとおりである。 

ア 住家の滅失した世帯数が、当該市町村の人口に応じ、別表の１号適用基準以上であるとき（法施

行令第１条第１項第１号）。 

イ 被害が広範囲にわたり、県の区域内で住家の滅失世帯の総数が 1,500世帯以上に達した場合であ

って、かつ、当該市町村の区域内で住家の滅失世帯数が別表の２号適用基準以上であるとき(法施行

令第１条第１項第２号）。 

ウ 被害が県下全域に及ぶ大災害で、県の区域内で住家の滅失世帯の総数が 7,000世帯以上に達した

場合であって、かつ、当該市町村の区域内で住家の滅失世帯数が多数であるとき（この場合の｢多

数｣については、被害の態様や四囲の状況に応じて個々に判断すべきものである。)(法施行令第１条

第１項第３号前段)。 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする内閣

府令で定める特別の事情がある場合であって、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき(法施行令第

１条第１項第３号後段)。 

オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたときであって内閣府令に定め

る基準に該当するとき。(法施行令第１条第１項第４号)。 

３ 被害状況等の判定基準 

(1) 滅失世帯数の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が全壊、全焼又は流失した世帯を標準とし、住

家が半壊又は半焼する等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂・竹木等の堆

積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家が滅

失した１の世帯とみなし、適用基準上換算して取り扱う（法施行令第１条第２項）。 

滅失世帯数＝(全壊、全焼、流失)＋(半壊、半焼)×１/２＋(床上浸水等)×１/３ 

(2) 住家滅失の認定 

ア 住家が全壊、全焼又は流失したもの 

(ｱ) 住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 70％以上に達した

程度のもの 

(ｲ) 住家の主要な構成要素（壁、柱、はり、屋根又は階段等をいう。半壊又は半焼の場合も同様。)

の経済的被害を住家全体に占める損害を割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した

程度のもの 

イ 住家が半壊又は半焼したもの 

損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものであって、次のものをいう。 

(ｱ) 住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のもの 

(ｲ) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割

合が 20％以上 50％未満のもの 

ウ 住家が床上浸水又は土砂や竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となっ

たもの 

具体的には、ア及びイに該当しない場合であって、次のものをいう。 

(ｱ) 浸水がその住家の床上以上に達した程度のもの 

(ｲ) 土砂や竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

 



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

281 

(3) 世帯及び住家の認定 

ア 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。次の点に留意する。 

(ｱ) 同一家屋内の親子夫婦であっても、明らかに生活の実態が別々であれば、２世帯として差し

支えない。 

(ｲ) マンションやアパート等のように１棟の建物内で、それぞれの世帯が独立した生計を営ん

でいる場合も、それぞれを一つの世帯として取り扱う。 

(ｳ) 会社又は学生の寮などは、全体をもって１世帯とすることを原則とするが、実情を勘案し、

個々の生活実態に基づき、それぞれが独立した生計を営んでいると認められる場合は、別々の

世帯として認定できる。 

イ 住家 

現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。次の点に留意する。 

(ｱ) 炊事場、浴場、便所及び離れ座敷等、生活に必要な建物が分離している場合は、合して１住

家とする。 

(ｲ) 学校や病院等の施設の一部に住み込みで居住している者がある場合は、それを住家とする。 

(ｳ) 社会通念上、住家と称せられる程度のものであることを要しない。例えば、通常は非住家と

して取り扱われるような土蔵や小屋等であっても、現実に住家として人が居住している建物

であれば、これを住家として取り扱う。 

４ 災害救助法の適用 

(1) 県の役割 

知事は、県内に法を適用する災害が発生した場合は、関係機関の協力のもとに応急的に必要な救助

を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る（法第２条）。また、知事は、救助を迅速に行う必要が

あると認められるときは、その権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる

（法第 13条第１項）。 

(2) 市の役割 

市長は、上記(1)により市町村長が行う事務を除くほか、知事が行う救助を補助するものとする（法

第 13条第２項）。 

(3) 国との連携等 

法の適用に当たっては、必要に応じて内閣総理大臣に技術的助言を求め、適用した場合は、県広報

に公示するとともに、内閣総理大臣に情報提供するものとする。 

５ 災害救助法による救助の種類と実施体制 

(1) 救助の種類 

法による救助の種類は次のとおりである（法第４条第１項及び法施行令第２条）。なお、本県では、

知事が必要があると認めて指定した救助の実施に関する事務は市町村長が行うこととしている（法第

13 条第１項及び県災害救助法施行細則第１条第 1 項）。 

ア 収用施設の供与 

(ｱ) 避難所の設置 

(ｲ) 応急仮設住宅の供与 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

エ 医療及び助産 

オ 災害にかかった者の救出 

カ 災害にかかった住宅の応急修理 



第２編 震災対策編 

第２章 震災応急計画 

282 

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 遺体の捜索及び処理 

サ 障害物の除去 

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石や竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるものの除去 

※ キについては、災害援護貸付金等の各種貸付制度が充実したことから、現在運用されていない。 

(2) 救助の実施は、現物によって行うことが原則であるが、知事が必要であると認めた場合において

は、特例的に救助を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこれを行う

ことができる（法第４条第２項）。 

６ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間等 

(1) 一般基準 

法による救助の程度、方法及び期間は、県災害救助法施行細則別表第１に定められているとおりで

あり、その基準については内閣府令において適宜改定が行われる。 

(2) 特別基準 

災害の種類や態様、被災者の構成や家族事情、あるいは社会通念上の生活様式の変化などによって

は、一般基準では救助の万全を期すことが困難な場合があるので、知事は、市町村長の要請等に基づ

き、災害等の実情に即した救助を実施するため、その都度必要に応じて内閣総理大臣と協議する。 

 

(別表) 市町村別災害救助法適用基準被災世帯数早見表 

市町村名 人 口 
適用基準 

市町村名 人 口 
適用基準 

1号 2号 1号 2号 

村山 山形市 253,832 100 50  真室川町 8,137 40 20 

 上山市 31,569 60 30  大蔵村 3,412 30 15 

 天童市 62,194 80 40  鮭川村 4,317 30 15 

 山辺町 14,369 40 20  戸沢村 4,773 30 15 

 中山町 11,363 40 20 置賜 米沢市 85,953 80 40 

 寒河江市 41,256 60 30  南陽市 32,285 60 30 

 河北町 18,952 50 25  高畠町 23,882 50 25 

 西川町 5,636 40 20  川西町 15,751 50 25 

 朝日町 7,119 40 20  長井市 27,757 50 25 

 大江町 8,472 40 20  小国町 7,868 40 20 

 村山市 24,684 50 25  白鷹町 14,175 40 Ⅱ0 

 東根市 47,768 60 30  飯豊町 7,304 40 20 

 尾花沢市 16,953 50 25 庄内 鶴岡市 129,652 100 50 

 大石田町 7,357 40 20  酒田市 106,244 100 50 

最上 新庄市 36,894 60 30  三川町 7,728 40 20 

 金山町 5,829 40 20  庄内町 21,666 50 25 

 最上町 8,902 40 20  遊佐町 14,207 40 20 

 舟形町 5,631 40 20 計 35 1,123,891   

注１：住家が滅失した世帯の数の算定は、次の方式による(法施行令第１条第２項)。 

滅失世帯数＝(全壊、全焼、流失)＋(半壊、半焼)×１/２＋(床上浸水等)×１/３ 

注２：人口は、平成 27年 10月１日現在の国勢調査の結果による。 
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７ 救助の実施に関する事務の処理 

(1) 市長は、山形県災害救助法施行細則第１条第１項の規定により知事が災害救助法第 23 条第１項

各号に規定する救助の種類のうちから、必要と認めて指定した救助の実施に関する事務を委任され

た場合においては、当該救助の実施に関する事務を処理（山形県災害救助法施行細則第１条第３項） 

(2) 上記については、市が救助の実施に要する費用を一時繰替支弁するものであるため、下記のと

おり対処(山形県災害救助法施行細則第 12条、第 14条) 

ア 災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、毎日、救助の実施状況を記録、整理し 

て、知事に報告する。 

イ 各種救助の実施状況については、救助の種類毎に、必要とする最低限度の事項を記録する。 

 

救助の種類 情報提供事項 

・避難所の設置 箇所数、収容人員 

・応急仮設住宅の設置 設置戸数 

・炊き出しその他による食品の給与 箇所数、給食数、給食人員 

・飲料水の供給 対象人員 

・被服寝具その他生活必需品の給与 主なる品目別給与点数及び給与世帯数 

・災害のかかった者の救出 救出人員、行方不明者数 

・災害にかかった住宅の応急修理 対象世帯数 

・学用品の給与 小、中学別対象者数及び給与点数 

・死体の捜索 死体処理数 

・障害物の除去 対象世帯数 

８ 救助にかかった費用の請求 

 知事が必要と認めて、市長が行うことと指定した救助の実施に関する事務に要するもので、一時繰替

支弁した費用は、災害救助費請求書（様式第 57号）、災害救助費算出内訳書（様式第 58号）、事項別明

細書（様式第 59号）及び歳入歳出決算見込抄本を添えて、知事に対し請求する。（山形県災害救助法施

行細則第 13条参照） 

９ 災害救助法適用時の報告、台帳等様式 

 

救 助 内 容 様式（「様式編」参照） 

(1)～(10)までの全ての救助 
物品受払状況簿（様式第 22号） 

救助実施記録日計票（様式第 24号） 

(1) 避難所の設置 
避難所収容者名簿（様式第 25号） 

避難所設置及び収容状況簿（様式第 26号） 

(1) 応急仮設住宅の供与 
応急仮設住宅入居者該当者調（様式第 37号） 

応急仮設住宅台帳（様式第 38号） 

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
炊出し給食状況簿（様式第 27号） 

飲料水供給簿（様式第 28号） 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

世帯人員別住家・非住家被害状況（様式第 29号） 

救助物資購入（配分）計画表（様式第 30号） 

物資給与状況簿（様式第 31号） 

(4) 医療及び助産 
救護班活動状況簿（様式第 32号） 

病院診療所医療実施状況簿（様式第 33号） 
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救 助 内 容 様式（「様式編」参照） 

医療実施状況簿（様式第 34号） 

救護班医薬品衛生材料使用簿（様式第 35号） 

助産台帳（様式第 36号） 

(5) 災害にかかった者の救出 罹災者救出状況記録簿（様式第 23号） 

(6) 災害にかかった住宅の応急修理 
住宅応急修理該当者調（様式第 37号） 

住宅応急修理記録簿（様式第 39号） 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 生業資金貸付台帳（様式第 60号） 

(8) 学用品の給与 

罹災使用教科書等調（様式第 40号） 

被災教科書一覧表（様式第 41号） 

学用品購入（配分）計画表（様式第 42号） 

学用品給与状況簿（様式第 43号） 

(9) 埋葬 埋葬台帳（様式第 45号） 

(10) 遺体の捜索及び処理 
死体捜索台帳（様式第 46条） 

死体処理台帳（様式第 44号） 

(11) 障害物の除去 

  災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹

木等で、日常生活に著しく支障を及ぼしているもの

の除去 

障害物除去の実施状況記録簿（様式第 48号） 

障害物除去該当者調（様式第 37号） 
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第３章 震災復旧・復興計画 

第１節 民生安定化計画 

 災害により被害を受けた市民の自力復興を促進し、安定した生活の早期回復を図るため、市、県及び防

災関係機関が実施する、被災者の相談の受付、見舞金の支給及び雇用の確保等の民生安定化対策について

定める。 

１ 被災者のための相談 

(1) 相談所の開設 

 市及び県は、被災者からの幅広い相談に応じるため、次の場所に速やかに相談所を開設し、他の防

災関係機関と連携しながら、相談業務を実施する。 

ア 県の設置する相談所：県庁、被災地及び応急仮設住宅等の所在する県総合支庁 

イ 市の設置する相談所：市役所 

 災害の規模に応じ、コミュニテイセンター及び避難所等にも臨時相談所を設置する。 

(2) 相談事項 

 相談所では、設置地域の状況及び他の防災関係機関との連携状況等を踏まえながら、次の事項等に

ついて相談業務を実施する。 

ア 生活相談：各種見舞金、災害援護資金・福祉資金等、生活保護、要配慮者への対応、租税の特例

措置及び公共料金等の特例措置等 

イ 職業相談：雇用全般にわたる相談 

ウ 金融相談：各種農林漁業資金及び商工業資金の利用 

エ 住宅相談：住宅の安全診断、住宅の補修、住宅関係資金、公営住宅及び応急仮設住宅 

２ 見舞金等の支給及び生活資金の貸付 

(1) 災害弔慰金 

 市は、自然災害により死亡した者の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。 

市長は、「米沢市災害弔慰金の支給等に関する条例」（以下「市弔慰金条例」という）により、市民

が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、次の表に掲げる区分により災害弔慰金を支給す

る。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し次の(2)に規定する災害障害見舞金の支給を既に受け

ている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

対象となる

災 害 

１ １つの市町村において５世帯以上の住家が滅失した自然災害 

２ 山形県内において５世帯以上の住家が滅失した市町村が３以上ある場合の自然災害 

３ 山形県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の自然災害 

４ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上ある場合の自然災害 

(平成 12年３月 31日厚生省告示第 192号) 

根拠法令等 １ 根拠法令  災害弔慰金の支給等に関する法律 

２ 実施主体  市町村（条例) 

３ 経費負担  国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

支給対象者 死亡者の配偶者、 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹（ただし、兄弟姉妹にあっては、当該配

偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存しない場合に限る。） 

支給限度額 死亡者１人につき 

主たる生計維持者の場合 500 万円 

それ以外の場合     250 万円 
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〔支給の制限〕 

１ 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

２ 法律施行令(昭和 48年政令策 374号)第２条に規定する内閣総理大臣が定める支給金が支

給された場合 

３ 災害に際し、市町村長の避難の指示に従わなかったこと等市町村長が不適当と認めた場合 

窓 口 市町村 

(2) 災害障害見舞金 

市町村は、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を支給

する。 

対象となる

災 害 

１ １つの市町村において５世帯以上の住家が滅失した自然災害 

２ 山形県内において５世帯以上の住家が滅失した市町村が３以上ある場合の自然災害 

３ 山形県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の自然災害 

４ 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上ある場合の自然災害 

(平成 12年３月 31日厚生省告示第 192号) 

根拠法令等 １ 根拠法令  災害弔慰金の支給等に関する法律 

２ 実施主体  市町村（条例) 

３ 経費負担  国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

支給対象者 法別表に掲げる程度の障害がある者 

支給限度額 障害者１人につき 

主たる生計維持者の場合 250万円 

それ以外の場合     125万円 

〔支給の制限〕 

１ 当該障害者の障害がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

２ 法律施行令(昭和 48年政令第 374号)第２条に規定する内閣総理大臣が定める支給金が支

給された場合 

３ 災害に際し、市町村長の避難の指示に従わなかったこと等市町村長が不適当と認めた場合 

窓 口 市町村 

(3) 被災者生活再建支援金 

一定規模以上の自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によ

って自立した生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金

を活用して、自立した生活の開始を支援する目的から被災者生活再建支援金を支給する。市町村は、

被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、申請書等の確

認及び都道府県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。 

対象となる

災 害 

１ 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村 

２ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村 

３ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県 

４ 上記１又は２の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した人

口 10万人未満の市町村 

５ 上記１～３の区域に隣接し、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した人口 10 万人未

満の市町村 

６ 上記１若しくは２の市町村を含む都道府県又は上記３の都道府県が２以上ある場合に、５

世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した人口 10 万人未満の市町村及び２世帯以上の住

宅が全壊する被害が発生した人口５万人未満の市町村 

根拠法令等 １ 根拠法令  被災者生活再建支援法 

２ 実施主体  山形県（被災者生活再建支援法人に支援金支給に関する事務を委託） 

３ 経費負担  被災者生活再建支援法人 1/2、国 1/2 

支給対象世 

帯 

１ 住宅が全壊した世帯 

２ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

３ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

４ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯（大規

模半壊世帯） 
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支給限度額 支給額は、基礎支援金（住宅の被害に応じて支給する支援金）と加算支援金（住宅の再建

方法に応じて支給する支援金）の合計額となる。（ただし、世帯人数が１人の場合は、各該当

欄の金額の４分の３の額となる。） 

１ 基礎支援金 

被害程度 支給額 

全壊 100 万円 

解体 100 万円 

長期避難 100 万円 

大規模半壊 50 万円 

２ 加算支援金 

再建方法 支給額 

建設・購入 100 万円 

補修 100 万円 

賃借(公営住宅以外) 100 万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計

で 200（又は 100）万円となる。 

窓 口 市町村 

(4) 災害援護資金の貸付 

市町村は、災害救助法が適用される災害により家財等に被害を受けた世帯のうち、一定の所得要件

を満たすものに対し、生活の建て直し資金として、災害援護資金を貸し付ける。 

貸 付 対 象 山形県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害によリ家屋等に

被害を受けた世帯で、市町村民税における前年の総所得金額が次の額以内のもの 

１人      220万円 

２人      430万円 

３人      620万円 

４人    730万円 

５人以上 730万円に世帯人員が１人増すごとに 30万円を加算した額 

ただし、その世帯の住居が滅失した場合においては 1,270万円 

根拠法令等 １ 根拠法令  災害弔慰金の支給等に関する法律 

２ 実施主体  市町村（条例) 

３ 経費負担  国 2/3、県 1/3 

貸 付 金 額 〔貸付区分及び貸付限度額〕 

１ 世帯主の１か月以上の負傷  150万円 

２ 家財等の損害 

ア 家財の 1/3以上の損害   150万円 

イ 住居の半壊        170万円 

ウ 住居の全壊        250万円 

エ 住居全体の滅失又は流失  350万円 

３ １と２が重複した場合 

ア １と２のアの重複     250万円 

イ １と２のイの重複     270万円 

ウ １と２のウの重複     350万円 

４ 次のいずれかに該当する事由の 1 つに該当する場合であって、被災した住居を建て直す

等、特別な事情がある場合 

ア ２のイの場合       250万円 

イ ２のウの場合       350万円 

ウ ３のイの場合       350万円 

貸 付 条 件 １ 据置期間  ３年(特別の事情がある場合は５年) 

２ 償還期間  10年（据置期間を含む） 

３ 償還方法  年賦又は半年賦 

４ 貸付利率  年３％(据置期間中は無利子) 

５ 延滞利息  年 10.75％ 

窓 口 市町村 
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(5) 生活福祉資金（福祉資金福祉費）貸付 

 県社会福祉協議会は、災害救助法の適用に至らない災害により家財等に被害を受けた低所得世帯等

に対し、生活の建て直し資金として、生活福祉資金(福祉資金福祉費)を貸し付ける。 

貸 付 対 象 低所得世帯（概ね市町村民税非課税程度、又は生活保護基準額の２倍以下） 

根拠法令等 １ 根拠法令   生活福祉資金貸付制度要綱（平成 21年７月 28日厚生労働省発社援 0728第

9号） 

２ 実施主体等 

(1) 実施主体  県社会福祉協議会 

(2) 窓  口  市町村社会福祉協議会（民生委員・児童委員） 

貸 付 金 額 貸付限度    １世帯 150万円 

貸 付 条 件 １ 据置期間  貸付の日から６月以内 

２ 償還期間  据置期間経過後７年以内 

３ 貸付利率  保証人あり 無利子 

保証人なし 年 1.5％（据置期間経過後） 

４ 連帯保証人 原則必要 

借受人とは別世帯に属する者であって、原則として同一都道府県に居住し、

その世帯の生活の安定に熱意を有する者 

５ 償還方法  月賦(又は年賦、半年賦) 

６ 必要書類  官公署の発行する被災証明書、見積書他 

(6) 母子寡婦福祉資金の償還猶予 

根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 19条及び第 38条 

特例措置の 

内 容 

災害により借主が支払期日までに償還することが困難となった場合、償還を猶予する。 

１ 猶予期間  １年以内（１年後も、さらにその自由が継続し、特に必要と認めるときは改

めて猶予できる。） 

２ 添付書類  市町村長の被災証明書 

備 考 災害救助法の適用は要しない。 

(7) 母子寡婦福祉資金の違約金不徴収 

根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 17条及び第 38条 

特例措置の 

内 容 

支払期日までになされなかった償還金に課せられる違約金を徴収しないことができる。 

１ 添付書類 市町村長の被災証明書 

備 考 災害救助法の適用は要しない。 

(8) 母子寡婦福祉資金(事業開始資金、事業継続資金、住宅資金)の据置期間の延長 

根拠法令等 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第８条第 37条 

特例措置の 

内 容 

災害により全壊、流失、半壊、床上浸水等の被害を受けた住宅に居住していた者に対し、災

害を受けた日から１年以内に貸付けられる場合には、２年を超えない範囲で厚生労働大臣が

定める期間の延長ができる。 

住宅又は家財の被害額に応じて、次の期間を延長できる。 

１ 事業開始資金 

15,000円以上 30,000円未満  ６ヶ月 

30,000円以上 １年 

２ 事業継続資金・住宅資金 

15,000円以上 30,000円未満  ６ヶ月 

30,000円以上 45,000円未満  １年 

45,000円以上         １年６ヶ月 

備 考 災害救助法の適用は要しない。 

３ 雇用の確保等 

市及び県は、国と連携し被災者の働く場の確保のため、即効性のある臨時的な雇用創出策と、被災地の

特性を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による中長期の安定的

な雇用創出策を組み合わせて実施する。 

山形労働局は、被災者に対し以下の支援を行い、生活の再建等を図る。 
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(1) 臨時総合相談窓口の開設 

被災地及び避難所の存する労働基準監督署、公共職業安定所に臨時総合相談窓口を開設し、労働条

件や労働力確保等に向けた措置を講ずる。 

(2) 離職者の早期再就職の促進 

 被災地域の公共職業安定所長は、災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職等を促進するた

め、離職者の発生状況、求人・求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、必要に応じ、次の

措置を講ずる。 

ア 雇用維持等の要請 

イ 被災者のための臨時職業相談の実施 

ウ 公共職業安定所に出頭することの困難な地域における巡回職業相談の実施 

(3) 雇用保険の失業等給付に関する特例措置 

 ア 求職者給付の支給に関する特例 

公共職業安定所長は、災害救助法適用地域に所在する雇用保険の適用事業所に雇用される被保

険者が、災害により当該事業所が休業するに至ったため一時的な離職を余儀なくされた場合、当

該被保険者に基本手当を支給する。 

イ 証明書による失業の認定 

公共職業安定所長は、災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、事後に証

明書により失業の認定を行い、基本手当等を支給する。 

(4) 未払賃金立替払事業に関する措置 

 災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が生じた場合には、未払賃金立替

払制度により迅速に必要な措置を講ずる。  

(5) 労災保険給付等に関する措置 

 労災保険給付の請求に当たり、被災労働者が事業場の倒壊等の理由により事業主の証明を受けられ

ない場合には、事業主の証明がなくとも請求書を受理する等弾力的な運用を行う。 

(6) 労働保険料の納付に関する特例措置 

 災害により労働保険料等を所定の期限までに納付することができない事業主等に対して、必要があ

ると認める場合は、概算保険料の延納の方法の特例措置、延滞金若しくは追徴金の徴収免除又は保険

料の納付の猶予を行う。 

４ 応急金融対策 

(1) 日本銀行山形事務所は、被災地における通貨の円滑な供給、金融の迅速かつ適切な調整を行うた

め、必要に応じて次により応急金融対策を実施する。 

ア 通貨の供給の確保 

(ｱ) 通貨の確保 

  被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融機関に

臨時に銀行券を寄託するほか、金融機関の所要現金の確保について必要な指導、援助を行う。 

  なお、被災地における損傷日本銀行券及び貨幣の引換えについては、職員を派遣する等必要

な措置を講ずる。 

(ｲ) 輸送、通信手段の確保 

  被災地に対する現金供給のため、緊急に現金を輸送し又は通信を行う必要がある場合は、関

係行政機関等と密接に連絡をとり、輸送及び通信の確保を図る。 

(ｳ) 金融機関の業務運営の確保 
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  関係行政機関と協議のうえ、被災金融機関が早急に営業を開始できるよう、あっせん、指導

等を行う。また、必要に応じて、金融機関の営業時間の延長及び休日臨時営業を行うよう指導

する。 

イ 非常金融措置 

(ｱ) 非常金融措置の実施 

  被災者の便宜を図るため、関係行政機関と協議のうえ、金融機関に対し次のような非常措置

をとるようあっせん、指導を行う。 

ａ 預金通帳を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。 

ｂ 被災者に対して定期預金、定期積立金等の中途解約又は預貯金を担保とする貸出等の特別

取扱いを行うこと。 

ｃ 被災地の手形交換所において、災害関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出しを認め

るほか、不渡処分の猶予等の特別措置をとること。 

ｄ 損傷日本銀行券及び貨幣の引き換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

(ｲ) 金融措置に関する広報 

  金融機関の営業開始、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置及び損傷日本銀行券・貨幣の引

換え措置等については、金融機関と協力し、速やかに周知徹底を図る。 

(2) 東北財務局山形財務事務所は、必要と認められる範囲内で、以下の金融上の措置を適切に講ずる

よう各金融機関等に要請する。 

ア 災害関係の融資に関する措置 

 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速

化、貸出金の返済猶予等被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。 

イ 預金の払戻及び中途解約に関する措置 

(ｱ) 預貯金通帳、届出印鑑等を焼失または流出した場合でも、被災者の預貯金払戻の利便を図るこ

と。 

(ｲ) 定期預貯金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応じる等適宜の措

置を講ずること。 

ウ 手形交換、休日営業等に関する措置 

 手形交換又は不渡処分、休日営業又は平常時間外の営業についても配慮すること。 

エ 営業停止等における対応に関する措置 

 営業停止等の措置を講じた営業店舗名等や現金自動支払機等を稼動させる営業店舗名等を、速や

かにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やホームページに掲載

し、取引者に周知徹底すること。 

(3) 金融機関は、被災者の便宜を図るため、次のような非常措置を行う。 

ア 預貯金通帳を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。 

イ 被災者に対して定期預貯金、定期積立金等の中途解約又は預貯金を担保とする貸出等の特別取扱

いを行うこと。 

ウ 郵便局株式会社は、被災者に係る簡易保険業務について、非常取扱いを行うこと。 

５ 生活関連物資の需給及び価格状況の調査、監視及び情報の提供 

(1) 調査、監視及び情報の提供 

 県は、生活関連物資の供給の確保及び価格の安定を図るため、需給及び価格状況の調査並びに監視

を行うとともに、その結果を被災地の住民等に情報提供する。 

(2) 物資の指定等 

ア 県は、生活関連物資の価格が著しく上昇し若しくはそのおそれがあり、又は供給が著しく不足し

若しくはそのおそれがあると認めるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資（以下「指
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定物資」という。)として指定する。 

イ 県は、指定物資を供給する事業者、店舗等の立ち入りを行い、適正な価格で売り渡すよう指導を

行うとともに、必要に応じて勧告及び公表を行う。 

６ 住宅対策 

(1) 住宅資金の貸付 

ア 住宅金融支援機構資金（災害復興住宅資金）の貸付 

市及び県は、被災地の滅失又は損失した家屋の状況を調査し、被災者に対し当該資金の融資が円滑

に行われるよう、借入手続きの指導、被害状況踏査及び被害率の認定を早期に実施して、災害復興

往宅資金の借入の促進を図る。この場合において、市は、被災者が機構に対して負うべき債務を保

証するよう努める。 

融資対象 １ 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」

の交付を受けた者 

・建設、新築住宅購入、中古住宅購入 

住宅が「全壊」、「大規模半壊」※又は「半壊」※した旨の罹災証明書の交付を受けた者 

※被災住宅の修理が不能又は困難である旨を借入申込書に記入することが必要 

・補修 

住宅に被害が生じた旨の「罹災証明書」の交付を受けた者 

２ 建設 

床面積に関する制限なし 

３ 新築住宅購入 

床面積に関する制限なし 

竣工から 2年以内で人が住んだことがない住宅 

４ 中古住宅講入 

床面積に関する制限なし 

竣工から 2年を超える住宅又は人が住んだことのある住宅 

機構の定める耐震性や劣化状況の基準に適合する住宅 

５ 補修 

床面積・築年数に関する制限なし 

融資限度 

額 

１ 建設資金 

(1) 土地を取得する場合   3,700 万円 

(2) 土地を取得しない場合  2,700 万円 

２ 新築・中古住宅購入資金 

3,700万円 

３ 補修資金 

1,200万円 

貸付条件 １ 建設、新築住宅購入、中古住宅購入 

(1) 返済期間 

「35年」又は「年齢に応じた最長返済期間」いずれか短い年数以内 

(2) 据置期間  ３年間（その分返済期間延長） 

２ 補修 

(1) 返済期間 

「20年」又は「年齢に応じた最長返済期間」いずれか短い年数以内 

(2) 据置期間  １年間 

※金額は、令和３年４月現在。東日本大震災の被災者の場合は別に定めあり。 
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イ 生活福祉資金（福祉資金福祉費）貸付 

県社会福祉協議会は、災害により住家に被害を受けた低所得世帯、高齢者世帯及び障がい者世帯

に対し、家屋の補修等資金として、生活福祉資金(福祉資金福祉費)を貸し付ける。 

貸付対象 １ 対象世帯 

(1) 低所得世帯（概ね市町村民税非課税程度、または生活保護基準額の２倍以下） 

(2) 高齢者世帯（日常生活上介護を要する 65 歳以上の高齢者がいる世帯（所得制限あり）） 

(3) 障がい者世帯（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付

を受けている者がいる世帯（所得制限あり）） 

根拠法令 １ 根拠法令 生活福祉資金貸付制度要綱(平成 21年７月 28日厚生労働省発社援 0728第９号) 

２ 実施主体 県社会福祉協議会 

３ 窓  口 市町村社会福祉協議会(民生委員・児童委員) 

貸付金額 貸付限度   250万円 

貸付条件 １ 据置期間  貸付の日から６月以内（災害の状況に応じ２年以内） 

２ 償還期間  据置期間経過後７年以内 

３ 貸付利率  保証人あり 無利子 

保証人なし 年 1.5％（据置期間経過後） 

４ 連帯保証人 原則必要 

借受人とは別世帯に属する者であって、原則として同一都道府県に居住し、その世帯の

生活の安定に熱意を有する者 

５ 償還方法 月賦(又は年賦、半年賦) 

６ 必要書類 官公署の発行する被災証明書、見積書他 

 

ウ 母子寡婦福祉資金（住宅資金）貸付 

貸付対象 １ 母子家庭の母、寡婦 

２ 被災した家屋の増築、改築、補修又は保全するために必要な資金 

根拠法令 １ 母子及び寡婦福祉法施行令第７条及び第 36 条 

２ 法施行令通知 

貸付金額 貸付限度   200万円 

貸付条件 １ 災害救助法の適用を要しない 

２ 据置期間  ６か月 

３ 償還期間  ７年以内 

４ 利  率  無利子 

(2) 公営住宅の建設 

 市及び県は、災害により滅失した住宅に住んでいた低所得者に対する住宅対策として、必要に応じ

て災害公営住宅（激甚災害の場合にあっては「罹災者公営住宅」）を建設し、賃貸する。 

 この場合において、滅失住宅が公営住宅法に定める基準に該当する場合は、災害住宅の状況を速や

かに調査して国土交通省に報告するとともに、災害公営住宅建設計画を作成し、災害査定の早期実施

が得られるよう努める。 

(3) 住宅復旧のための木材調達 

 県は、必要により森林管理署等の協力を得て、県内の製材工場に対し復旧住宅用の資材を優先的に

製材するよう要請するとともに、製材に必要な原木の確保に努める。なおも不足する場合は、近県に

対して製材品の供給要請を行う。 

(4) 県及び市町村は、復興過程の被災者については、仮設住宅等の提供により、その間の生活の維持

を支援するとともに、できるかぎり早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供期間の終期

を待つことなく恒久住宅への円滑な移行に向けた取組みを計画的に実施する。 

７ 租税の特例措置 

(1) 県の特例措置 
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県は、被災した納税者及び特別徴収義務者（以下「納税者等」という。)に対し、その状況に応じ、

地方税法及び山形県県税条例等の規定に基づき、県税に係る期限の延長、納税の猶予及び減免等適切

な措置を講ずる。 

ア 期限の延長 

災害により、納税者等が期限内に申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付若しくは

納入することができないと認められるときは、次により期限を延長する。 

(ｱ) 県の全部又は一部にわたる災害 

災害がやんだ日から２月以内に限り地域及び期日を指定する。 

(ｲ) その他の場合 

納税者等の申請により、災害がやんだ日から２月以内に限り期日を指定する。 

イ 徴収猶予 

災害により、財産に被害を受けた納税者等が県税を一時に納付し又は納入することができない

と認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内において徴収を猶予する。 

なお、やむを得ない理由があると認められるときは、その者の申請に基づき、さらに、通算し

て２年を超えない範囲内で延長する。 

ウ 滞納処分の執行停止等 

災害により、滞納者が無財産となる等の被害を受けた場合は、滞納処分の執行停止、延滞金の

減免等適切な措置を講ずる。 

エ 減免等 

(ｱ) 個人事業税 

事業用資産又は住宅若しくは家財について損害を受けた場合、その損害の程度等に応じ一

定の要件により減免する。 

(ｲ) 不動産取得税 

災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わる不動産を災害を受けた日から２年以内

に取得した場合又は取得した不動産がその取得直後に災害により損壊した場合、その不動産

の取得に係る不動産取得税について、災害を受けた不動産と同一所有者であるときは減免す

ることができる。 

なお、東日本大震災により不動産が滅失・損壊した場合は令和８年３月 31日までに、当該

震災に伴う原子力災害の場合は居住困難区域の指定が解除された日から起算して３月を経

過する日までに、それぞれ代替不動産を取得したときには、被災家屋、従前の土地の面積分

には課税しない。 

(ｳ) 自動車税（種類割） 

災害により損害を受け、相当の修繕費を要すると認められる自動車に変わる自動車を取得

した場合における自動車税（種類割）について、災害を受けた自動車と同一所有者であると

きは一定の要件により減免する。 

(ｴ) 自動車税（環境性能割） 

災害により滅失し、又は損壊した自動車に代わる自動車を災害を受けた日から１年以内に

取得した場合における自動車税（環境性能割）について、災害を受けた自動車と同一所有者

であるときは一定の要件により減免する。 

(ｵ) 軽油引取税 

特別納税義務者が、災害により、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取るこ

とができなくなったとき若しくは徴収した軽油引取税額を失った場合、申請により、税額が

すでに納入されているときは還付し、納入されていないときは免除する。 

(ｶ) 産業廃棄物税 

特別納税義務者が、災害により、産業廃棄物の埋立処分に係る料金及び産業廃棄物税の全

部又は一部を受け取ることができなくなったとき若しくは徴収した産業廃棄物税額を失っ
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た場合、申請により、税額がすでに納入されているときは還付し、納入されていないときは

免除する。 

また、申告納付すべき納税者が、被災したと認められた場合、申請により減免することが

できる。 

(2) 国及び市の特例措置 

国及び市は、災害により被災者の納付すべき国税及び地方税について、災害の状況に応じて、法令

及び条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は税の納付若しくは納入に関する

期日の延長、徴収猶予及び減免の措置を講じる。 

 

市税等の減免 

被災した市民から申請があったときは、減免の措置が

とられる。 

米沢市市税条例 

第 45条、第 76条、 

第 93条、第 122条 

減免基準は米沢市市税 

規則別表第１～４による 

市税等の徴収猶予 

被災したために、市税の申告や書類の提出、税の納入

を予定の期日までに行うことができないときは、申請

により提出期限の延長又は徴収を猶予する。 

米沢市市税条例第７条 

国税、県税の減免 

及び徴収猶予 

「国税通則法」、「災害被害者に対する租税の減免、徴

収猶予等に関する法律」、「地方税法」、「山形県県税条

例」「県立学校授業料減免規程」等により、国税、県税

等においても減免、徴収猶予の措置がとられる。 

 

８ 公共料金の特例措置 

(1) 郵便事業 

ア 被災者に対する通常葉書・郵便書簡(折り畳んで糊付けすると封筒になり、そのまま投函できる官

製便せん)の無償交付 

イ 被災者の差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地あて救助用郵便物（被災地の地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会及び共同募金連合

会にあてた小包郵便及び現金書留に限る。）の料金免除 

(2) 貯金事業 

 被災者救援用寄附金（被災地の地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金会連合会等

に対する寄附金の通常払込み及び通常振替料金に限る。）送金のための郵便振替料金免除 

(3) 電気通信事業 

ア 避難指示等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基本料金（避難指示の日から同解

除の日までの期間（1カ月未満は日割り計算）とする。）の減免 

イ 被災者の電話移転工事費（災害による建物被害により、仮住居等へ電話を移転する契約者の移転

工事費に限る。）の減免 

(4) 電気事業 

 災害救助法が適用された市町村及び同法が適用された市町村に隣接する市町村の被災者から申し

出があった場合（罹災証明書の提出等）、経済産業大臣の認可を受けて次の措置が実施される。 

 なお、当該措置の適用項目及び期間は、災害の規模による。 

ア 電気料金の支払い期日の延伸 

イ 不使用月の電気料金の免除 

ウ 建て替え等に伴う工事費負担金（被災前と同一契約に限る。)の免除 

エ 仮設住宅等における臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 
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オ 被災により使用不能となった電気設備分の基本料金の免除 

カ 被災に伴う引込線・計量器類の取付け位置変更のための諸工料の免除 

(5) 都市ガス事業及び簡易ガス事業 

 被害の状況を踏まえ、東北経済産業局の認可を受けて、次の措置が実施する。 

ア 被災者のガス料金の納期の延伸 

イ 事業区域外の災害被災者が区域内に移住してきた場合も、上記アを適用 

９ 被災者への各種措置の周知 

 市、県及び防災関係機関は、それぞれが行う前記の措置が効果的に実施されるよう、各種の広報手段を

活用し、被災者に対する周知を図るよう努める。 

10 その他の援助 

(1) 生活保護 

 罹災者の生活確保の一環として、市及び県は、「生活保護法」に基づく保護の要件を具備した罹災者

に対しては、その困窮の程度に応じ、最低生活を保証して生活の確保を図る。 

(2) 為替貯金・簡易保険の非常取扱い 

 郵便局は、災害救助法適用時には、金融庁からの要請により、為替貯金・簡易保険の非常取扱いを

実施する。 

(3) その他の援助等が他機関から行われる際に、罹災者から市による証明を請求された場合は、その

内容に応じ、罹災証明書（様式第 18号）又は被害証明書（様式第 21号）を発行する。 

11 物的公用負担等の実施 

 災害が発生し、又は発生しようとする場合において、応急措置を緊急に実施する必要があり、土地、建

物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用するための方策を

示す。 

(1) 応急公用負担等の権限 

 市長は、市の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置

を実施するため緊急の必要があると認めるときは、次の公用負担措置をとることができる。 

ア 物的公用負担（基本法第 64条） 

(ｱ) 一時使用（土地、建物等工作物）・使用及び収容（土石、竹木等の物件） 

占有者等に対して土地、建物等の名称、処分に係る期間等を当該処分後、速やかに通知等を行うこ

と。 

(ｲ) 除去その他必要な措置（現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障と

なるもの） 

イ 人的公用負担（基本法第 65条） 

 市の区域内の市民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を、当該応急措置の業務に従事さ

せることができる。 

12 損失補償等 

 市長は、物的公用負担については基本法第 82条により、また人的公用負担については基本法第 84条に

より損失等を補償しなければならない。 

 その場合、強制物件台帳（様式第 52 号）、受領調書（様式第 53 号）、救助従事者台帳（様式第 54 号）、

損失補償請求書（様式第 55号）、実費弁償請求書（様式第 56号）を整備する。  
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第２節 金融支援計画 

 災害により被害を受けた農林漁業者及び中小企業等の早期復旧及び事業経営の維持安定を図るため、市

及び県が実施する金融支援対策について定める。 

１ 農林漁業関係 

(1) 天災融資制度による融資 

ア 天災資金の貸付 

 市及び県は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（以下「天災

融資法」という。)が適用された場合、農業協同組合等系統金融機関及び銀行等の融資機関に対し利

子補給及び損失補償を行うことにより、被害を受けた農林漁業者（以下「被害農林漁業者」という。)

に対し、その再生産に必要な低利の経営資金を融通するほか、農業協同組合、農業協同組合連合会、

森林組合、森林組合連合会又は漁業協同組合であって当該天災によりその所有し管理する施設、在

庫品等に著しい被害を受けたもの(以下「被害組合」という。)に対し、天災により被害を受けたた

めに必要となった事業資金を融通する。 

 

＜天災融資制度の種類と概要＞ 

資金の種類 経営資金 事業資金 

融資対象となる事業 種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具・漁具

（政令で定めるもの）等の購入費等農

林業経営に必要な資金 

天災により被害を受けたため

必要とする事業運営資金 

貸付の相手方 被害農林漁業者であって、減収による

損失額が平年の当該収入額の１割以上

である等の要件を満たし、市町村長の

認定を受けた者 

被害組合であって、その所有又

は管理する施設、在庫品等に著

しい被害を受けたもの 

貸付利率（ 年利） 特別被害者 3.0％以内 

３割被害者等 5.5％以内 

その他 6.5％以内 

6.5％以内 

償還期間 ６年以内 

激甚災害の場合は７年以内 

３年以内 

償還期間のうち据置

期間 

－ － 

（注）１ 上記表の貸付利率については、その都度適用時の金利情勢によって決定。 

２ 特別被害者：都道府県知事が農林水産大臣の承認を得て指定する特別被害地域内の、農

業にあっては年収の５割(開拓者は３割)以上の損失額のある者又は５割(開拓者は４割)

以上の樹体損失額のある者をいい、林業、漁業にあっては年収の５割以上の損失額のある

者又は７割以上の施設損失額のある者をいう。 

３ ３割被害者等：年収の３割以上の損失額のある被害農林漁業者(特別被害地域内の特別

被害者を除く。)及び開拓者(特別被害地域内の特別被害者を除く。)をいう。 

４ 天災融資法が適用された災害が、さらに激甚法の適用も受けかつ山形県が激甚災害対象

都道府県となった場合には、償還期間及び貸付限度額等の特例を受けることができる。 
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＜天災融資制度の貸付限度額＞ 

区分 貸付対象者 
貸付限度額（単位：万円） 

天災融資法適用 激甚災害法適用 

経営資金 

農業者 

果樹栽培者 

家畜等飼養者 
500(2,500) 600(2,500) 

一般農業者 200(2,000) 250(2,000) 

林業者 200(2,000) 250(2,000) 

漁業者 

漁具購入資金 5,000 5,000 

漁船建造・取得資金 500(2,500) 600(2,500) 

水産動植物養殖資金 500(2,500) 600(2,500) 

一般漁業者 200(2,000) 250(2,000) 

事業資金 被害組合 
個別組合 2,500 

連合会 5,000 

個別組合 5,000 

連合会 7,500 

（注）１ 経営資金の（ ）内は法人に対する貸付限度額 

 

イ 山形県農林漁業天災対策資金の貸付 

 市及び県は、当該天災が山形県経済に及ぼす影響が大であると認められる場合には、農業協同組

合等系統金融機関及び銀行等の融資機関に対し利子補給を行うことにより、当該災害により被害を

受けた農林漁業者(以下「被害農林漁業者」という。)に対し、低利の経営資金を融通する。 

 

＜山形県農林漁業天災対策資金の概要＞ 

融資対象事業 種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具・漁具（要綱で定めるもの）等の購入費等農

林漁業経営に必要な資金 

貸付の相手方 被害農林漁業者であって、減収による損失額が平年の当該収入額の１割以上で

ある等の要件を満たし、市町村長の認定を受けた者 

貸付利率（年利） 特別被害者    3.0％以内 

３割被害者等  5.5％以内 

その他        6.5％以内 

償 還 期 間 ６年以内（天災融資法が適用された場合には、同法による経営資金の貸付実行

日まで） 

償還期間のうち

据 置 期 間 

－ 

（注）１ 上記表の貸付利率については、その都度適用時の金利情勢によって決定。 

２ 特別被害者：都道府県知事が指定する特別被害地域内の、農業にあっては年収の５割（開

拓者は３割）以上の損失額のある者又は５割（開拓者は４割）以上の樹体損失額のある者を

いい、林業、漁業にあっては年収の５割以上の損失額のある者又は７割以上の施設損失額の

ある者をいう。 

３ ３割被害者等：年収の３割以上の損失額のある被害農林漁業者（特別被害地域内の特別被

害者を除く。）及び開拓者（特別被害地域内の特別被害者を除く。）をいう。 
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（貸付限度額） 

区分 貸付対象者 
貸付限度額（単位：万円） 

個人（ ）内は法人  

経営資金 

農業者 

果樹栽培者 

家畜等飼養者 
500(2,500) 

一般農業者 200(2,000) 

林業者 200(2,000) 

漁業者 

漁具購入資金 5,000 

漁船建造・取得資金 500(2,500) 

水産動植物養殖資金 500(2,500) 

一般漁業者 200(2,000) 

(2) 日本政策金融公庫災害復旧資金の融資 

 日本政策金融公庫は、被害農林漁業者に対し、農林漁業用施設等が被害を受けた場合はその復旧に

要する資金を、災害のために資金を導入しなければ経営の維持が困難な場合は経営資金等を融資する。 

 

区分 資金の種類 融資対策事業 貸付の相手方 
貸付利率 

（年利） 
償還期間 

償還期間 

のうち 

据置期間 

農
業
関
係
資
金 

農業基盤整

備資金 

農地又は牧野の復旧 農業を営む者、農業振興法

人、土地改良区、農協、農

協連等 

0.16～0.30％ 25年以内 10年以内 

農林漁業 

施設資金 

[共同利用施設] 

(1) 農産物の生産、流通、

加工又は販売に必要な

共同利用施設の復旧 

土地改良区、土地連、農協、

農協連、農林漁業振興法人

等 

0.16～0.30％ 20年以内 ３年以内 

[主務大臣指定施設] 

(1) 農業用施設等の復旧 

農業を営む者、農協、農協

連等 

0.16～0.30％ 15年以内 ３年以内 

(2) 災害を受け果樹の改

植又は補植 

25年以内 10年以内 

林
業
関
係
資
金 

林
業
基
盤
整
備
資

金 

造
林 

復旧造林 林業を営む者、森組、森連、

農協 

0.30～0.45％ 35年以内 20年以内 

樹苗養成施設の復旧 樹苗養成の事業を営む者、

森組、森連、農協等 

0.16～0.30％ 15年以内 ５年以内 

林道 

林道の復旧 林業を営む者、森組、森連、

農協等 

0.30～0.45％ 20年以内 ３年以内 

農林漁業施

設資金 

〔共同利用施設〕 

 林産物の生産、流通、加

工又は販売に必要な共同

利用施設の復旧 

農協、農協連、森組、森連

等 

0.30％ 20年以内 ３年以内 

〔主務大臣指定施設〕 

 造林、林産物、の処理

加工等に必要な機械その

他施設の復旧 

林業を営む者 0.30～0.45％ 15年以内 ３年以内 

漁
業
関
係
資

金 

漁業基盤 

整備資金 

漁港施設、漁場及び水産

種苗生産施設の復旧 

漁業を営む者、水産業協同

組合、水産振興法人等 

0.16～0.30％ 20年以内 ３年以内 

農林漁業 

施設資金 

［共同利用施設］ 水産業協同組合、農林漁業

振興法人等 

0.16～0.30％ 20年以内 ３年以内 
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区分 資金の種類 融資対策事業 貸付の相手方 
貸付利率 

（年利） 
償還期間 

償還期間 

のうち 

据置期間 

水産物の生産、流通、加

工又は販売に必要な共同

利用施設の復旧 

［主務大臣指定施設］ 

漁具、漁場改良造成施

設、内水面養殖施設、海

面養殖施設、漁船漁業用

施設及び漁業生産環境施

設の復旧 

漁業を営む者、水産業協同

組合 

0.16～0.24％ 15年以内 ３年以内 

農
林
漁
業
関
係
資
金 

農林漁業セ

ーフティネ

ット資金 

不慮の災害により農林漁

業経営の維持が困難にな

っている場合、経営の維

持安定に必要な長期の運

転資金 

農林漁業者であって農林漁

業所得が総所得(法人にあ

っては農林漁業に係る売上

高が総売上高)の過半を占

める者又は粗収益が 200万

円以上(法人 1,000 万円以

上)である者 

認定農業者、認定新規就農

者、林業経営改善計画の認

定を受けた者、漁業経営の

改善及び再建整備に関する

特別措置法に定める改善計

画の認定を受けた者等 

0.16％ 10年以内 ３年以内 

（申込方法） 日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業協同組合又は銀行 

（貸付限度） 農業基盤整備資金：貸付を受ける者の負担する額（以下「負担額」という。）に別に定める割

合を乗じて得た額 

農業セーフティネット資金：600万円 

農林漁業施設資金のうち共同利用施設：貸付を受ける者の負担する額の 80％に相当する額 

農林漁業施設資金のうち主務大臣指定施設分：負担額の 80％に相当する額又は１施設あたり 

300万円（特例 600万円、漁船の場合 1,000万円）

のいずれか低い額 

※金利は、令和３年７月 20日現在のものであり、変動することがある 

(3) 各融資機関に対する円滑な融資の要請 

 市及び県は、被害の状況に応じて、農業協同組合及び銀行等の各融資機関に対し、審査手続きの簡

便化、貸付の迅速化及び貸付条件の緩和等について便宜が図られるよう要請し、被害を受けた農林漁

業者への円滑な融資が図られるよう努める。 

(4) 既貸付金の条件緩和 

ア 既貸付制度資金の条件緩和措置 

 市及び県は、被害の状況に応じて、被害を受けた農林漁業者に対する既貸付制度資金について、

法令規則等の範囲内において償還猶予等の条件緩和措置を実施するよう農業協同組合及び銀行等

の融資機関に要請を行う。 

イ 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

 市及び県は、被害の状況に応じて、農業協同組合及び銀行等の各融資機関に対し、被害を受けた

農林漁業者に対する既貸付金について、償還猶予等の条件緩和措置を要請する。 

(5) 農林漁業者への各種措置の周知 

 市及び県は、農林漁業の早期復旧と経営の維持安定を図るため、農林漁業関係団体及び融資機関と

連携しながら、各種の広報手段を活用し、被害を受けた農林漁業者に対し各種災害復旧に係る各種金

融支援措置の周知を図るよう努める。 
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２ 中小企業関係 

(1) 被災中小企業の資金需要の把握 

 県は、被害を受けた中小企業の早期復旧を図るため、関係行政機関、商工会・商工会議所、政府系

金融機関及び民間金融機関と密接に連携し、中小企業の被害状況及び再建に要する資金需要を的確に

把握するよう努める。 

(2) 災害対策資金の発動と既存制度の拡充等の措置 

 県は、中小企業者の受けた被害の状況に応じ、必要があると認めた時は、災害対策資金制度を発動

する。また、既存融資制度について、特例的に拡充を図ることについても併せて検討する。 

 さらに、信用力・担保力が不足した中小企業者への金融の円滑化を図るため、必要があると認めた

場合は、国に対してセーフティネット保証の要請を行うとともに、山形県信用保証協会に対して柔軟

な保証対応について要請する。 

(3) 災害関連融資制度による融資（商工関係） 

 災害復旧に関係する融資制度として、次の制度を活用することができる。 

機
関
名 

資
金
名 

融 資 条 件 等 申込窓口 

山
形
県
（
中
小
企
業
振
興
課
） 

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金 

（
災
害
対
策
資
金
） 

１ 資金使途 

 

２ 貸付対象 

 

 

 

３ 貸付限度 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

６ 取扱期間 

 物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形

復旧までの間必要とする運転資金 

 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業であ

って、県が指定する災害等により、事業所又は主要な事

業用資産について全壊、半壊その他これらに準ずる被害

を受け、経営の安定に著しい支障をきたしているもの 

※３、４、５、６共通 

    県は、中小企業者の受けた被害の状況に応じ、

必要があると認めた時は、災害対策資金を発動

し、貸付限度等の融資条件を定める。 

取扱金融機関 

・県内に本店を有

する銀行、信用

金庫及び信用組

合 

・七十七銀行、北都

銀行、東邦銀行

及び商工中金の

県内各支店 

山
形
県
商
工
業
振
興
資
金 

（
経
営
安
定
資
金
第
４
号
） 

１ 資金使途 

 

２ 貸付対象 

 

 

３ 貸付限度 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

６ 取扱期間 

物的被害の原形復旧に必要とする設備資金及び原形

復旧までの間必要とする運転資金 

県が指定する局地的な災害により事務所又は主要な

事業用資産について被害を受け、経営の安定に支障をき

たしているもの 

8,000万円以内 

年 1.6％ 

10年以内（うち据置期間２年以内） 

県がその都度指定 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

(

国
民
生
活
事
業
） 

災
害
復
旧
貸
付 

１ 資金使途 

２ 貸付対象 

３ 貸付限度 

 

４ 貸付利率 

 

 

５ 貸付期間 

６ 担保 

７ 保証人 

災害復旧のための設備資金及び運転資金 

別に指定される災害により被害を受けた方 

それぞれの融資制度の融資限度額に、1災害につき、 

３,０００万円を加えた額 

一般貸付：設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内） 

運転資金 10年以内（うち据置期間２年以内） 

特別貸付：それぞれの融資制度の貸付期間 

それぞれの融資制度の貸付期間 

必要により徴する  

必要により徴する 

日本政策金融公庫

各支店の国民生活

事業の窓口及び代

理店 
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機
関
名 

資
金
名 

融 資 条 件 等 申込窓口 

日
本
政
策
金
融
公
庫
（
中
小
企
業
事
業
） 

災
害
復
旧
貸
付 

１ 資金使途 

２ 貸付対象 

 

３ 貸付限度 

 

 

 

４ 貸付利率 

 

 

５ 貸付期間 

 

６ 担保 

７ 保証人 

災害復旧のための設備資金及び長期運転資金 

公庫が本貸付の適用を認めた災害により被害を被った

中小企業者 

直接貸付：別枠１億 5,000万円 

(組合４億 5,000万円) 

代理貸付：上記限度の範囲内で 

別枠 7,500万円（組合２億 2,500万円） 

基準金利 

 但し災害の実績に応じ、閣議決定により当該災害復旧

貸付として特別利率が設定される場合がある。 

設備資金 15年以内（うち据置期間２年以内） 

運転資金 10年以内（うち据置期間２年以内） 

必要により徴する１０年以内(うち据置期間２年以内) 

必要により徴する 

商
工
組
合
中
央
金
庫 

災
害
復
旧
貸
付 

１ 資金使途 

２ 貸付対象 

３ 貸付限度 

４ 貸付利率 

５ 貸付期間 

 

６ 担保 

７ 保証人 

災害復旧に伴い必要となる設備資金及び運転資金 

災害により被害を受けた方 

なし 

所定の利率 

設備資金 20年以内（据置３年以内） 

運転資金 10年以内（据置３年以内） 

必要により徴する 

必要により徴する 

商工組合中央金庫

各支店及び代理店 

(4) 各金融機関に対する円滑な融資の要請 

 市及び県は、被害の状況に応じて、政府系金融機関及び銀行等の各金融機関に対し、審査手続きの

簡便化、貸出しの迅速化及び貸出条件の緩和等について便宜が図られるよう要請し、被害を受けた中

小企業者に円滑な融資が図られるよう努める。 

(5) 既貸付金の条件緩和 

ア 既貸付制度資金の条件緩和措置 

 県は、被害の状況に応じて、被害を受けた中小企業者に対する既貸付制度資金（山形県商工業振

興資金、小規模企業者等設備導入資金及び中小企業高度化資金）について、法令規則等の範囲内に

おいて償還猶予等の条件緩和措置を講ずるよう必要な措置を行うとともに、関係金融機関に対し指

導を行う。 

イ 各金融機関に対する条件緩和措置の要請 

 市及び県は、被害の状況に応じて、政府系金融機関及び県内の各金融機関に対し、被害を受け

た中小企業者に対する既貸付金について、償還猶予等の条件緩和措置を要請する。 

(6) 中小企業者への各種措置の周知 

ア 各種広報手段を活用した周知 

 市及び県は、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会及び各金融機関と連携し、各種の広報

手段を活用し、被害を受けた中小企業者に対し、災害復旧に係る各種金融支援措置の周知を図る

よう努める。 

イ 被災地への中小企業金融相談窓口の設置 

 市及び県は、被害の状況に応じ、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、信用保証協会及

び金融機関と連携し、中小企業金融相談窓口を設置し、各種金融支援措置の周知に努めるととも

に、必要な助言、調整を行う。 
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第３節 公共施設等災害復旧計画 

 

 地震により被害を受けた公共施設等の早期復旧を図るため、被害状況の調査、激甚災害指定の検討及び

災害査定等、災害復旧に向けた一連の手続を定める。 

１ 被害状況の調査と県への報告 

 災害復旧事業の対象となる公共施設等に被害が発生した場合、施設の管理者はその被害状況を迅速かつ

的確に把握するとともに、その状況を市又は県（所管課（次の災害復旧事業一覧に掲げる所管課。以下同

じ。）又は置賜総合支庁）に対し速やかに報告する。 

 また、市は、施設の管理者から被害状況の報告を受けたときは、その内容を速やかに県（所管課又は置

賜総合支庁）に対し報告する。 

 

【災害復旧事業一覧】 

災害復旧事業名 対象施設等 関係省庁 県の所管課 

(1) 公共土木施設災害復旧事業 

（公共土木施設災害復旧事業費国

庫負担法） 

 

河川 
 

国土交通省 

 

県土整備部河川課 

  県土整備部砂防・災害対策課 

砂防設備 国土交通省 県土整備部砂防・災害対策課 

林地荒廃防止施設 農林水産省 農林水産部森林ノミクス推進課 

地すべり防止施設 国土交通省 県土整備部砂防・災害対策課 

 農林水産省 農林水産部農村整備課 

  農林水産部森林ノミクス推進課 

急傾斜地崩壊防止施設 国土交通省 県土整備部砂防・災害対策課 

道路 国土交通省 県土整備部道路保全課 

  県土整備部砂防・災害対策課 

港湾 国土交通省 県土整備部空港港湾課 

下水道 国土交通省 県土整備部下水道課 

  県土整備部砂防・災害対策課 

公園 国土交通省 県土整備部都市計画課 

(2) 農林水産業施設等災害復旧事業 

（農林水産業施設災害復旧事業費

国庫補助の暫定措置に関する法

律）  

 

農地・農業用施設 
 

農林水産省 
 

農林水産部農村整備課 

林業用施設 農林水産省 農林水産部森林ノミクス推進課 

漁業用施設 農林水産省 農林水産部水産振興課 

共同利用施設 農林水産省 農林水産部畜産振興課 

(3) 文教施設等災害復旧事業 

（公立学校施設災害復旧費国庫負

担法） 

（激甚法） 

 

 

（予算措置） 

 

公立学校施設 

 

文部科学省 

 

教育庁教育政策課 

公立社会教育施設 文部科学省 教育庁生涯教育・学習振興課 

私立学校施設  総務部学事文書課 

  しあわせ子育て応援部子ども保育

支援課 

文化財 文部科学省 観光文化スポーツ部文化 振興・

文化財活用課 
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(4) 厚生施設等災害復旧事業 

（生活保護法､児童福祉法､老人福

祉法､身体障害者福祉法､知的障

害者福祉法、障害者総合支援

法、精神保健福祉法、売春防止

法､内閣府、厚生労働省及び環

境省所管補助施設災害復旧費実

施調査要領) 

（廃棄物処理施設等災害復旧費補

助金交付要綱） 

 

 

 

（医療施設等災害復旧費補助金） 

（上水道施設災害復旧費及び簡易

水道施設災害復旧費補助金交付

要綱） 

（感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律） 

（精神保健福祉法） 

 

社会福祉施設等 

 

厚生労働省 

 

しあわせ子育て応援部子ども保育支援課 

  しあわせ子育て応援部子ども家庭支援課 

  健康福祉部健康福祉企画課 

  健康福祉部高齢者支援課 

  健康福祉部障がい福祉課 

廃棄物処理施設 環境省 環境エネルギー部循環型社会推進課 

浄化槽（市町村整備推進 

事業） 

環境省 環境エネルギー部水大気環境課 

浄化槽（公共浄化槽等整

備推進事業） 

  

医療施設等 厚生労働省 健康福祉部地域医療政策課 

水道施設 厚生労働省 防災くらし安心部食品安全衛生課 

感染症指定医療機関 厚生労働省 健康福祉部新型コロナワクチン接

種総合企画課 

精神障害者社会復帰施設

等 

厚生労働省 健康福祉部障がい福祉課 

(5) 都市施設災害復旧事業 

（都市災害復旧事業国庫補助に関

する基本方針）  

 

都市排水施設等 

 

国土交通省 

 

県土整備部都市計画課 

街路施設 国土交通省 県土整備部都市計画課 

(6) 公営住宅等災害復旧事業 

（公営住宅法） 

 

災害公営住宅の建設 

 

国土交通省 

 

県土整備部建築住宅課 

既設公営住宅 国土交通省 県土整備部建築住宅課 

(7) その他の災害復旧事業 

 ① 空港（空港法） 

 

空港施設 

 

国土交通省 

 

県土整備部空港港湾課 

 ② 工業用水道(予算措置） 県企業局所管の工業用水

道施設 

経済産業省 企業局公営事業課 

 ③ 中小企業（激甚法） 中小企業共同施設 経済産業省 産業労働部中小企業・創業支援課 

  産業労働部工業戦略技術振興課 

(8) 災害復旧に係る財政支援措置 

 ① 特別交付税に係る業務 

  

総務省 

 

みらい企画創造部市町村課 

 ② 普通交付税に係る業務  総務省 みらい企画創造部市町村課 

 ③ 地方債に係る業務  総務省 みらい企画創造部市町村課 

２ 被害状況の県集計と国への報告 

  県の所管課は、施設の管理者若しくは市町村又は出先機関から被害状況の報告を受けたときは、速やか

に県全体の集計を行い、その結果を国（前項の災害復旧事業一覧に掲げる関係省庁）に対し報告（速報、

概要報告及び確定報告）するとともに、県防災危機管理課にその内容を報告する。 
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第４節 激甚災害指定による復旧 

１ 激甚災害指定の手続 

 大災害が発生した場合は、市長は被害の状況、応急対策の概要を知事に直ちに報告する。知事はその旨

を内閣総理大臣に報告する。内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を聞いて「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」（以下、激甚法という。）により激甚災害として指定し、その災害に対し

てとるべき措置を政令で定め、必要な援助を行うこととなる。 

２ 激甚災害指定の調査と推進 

(1) 激甚災害指定の検討と調査の実施 

県の所管課は、第３節第１項の被害状況報告に基づいて市町村の被害状況等を検討し、県内におい

て著しく激甚である災害が発生したと判断される場合には、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（以下「激甚法」という。）に基づく激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けるため、

必要な調査を実施する。 

市は、県が行う激甚災害又は局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

(1) 激甚災害指定の推進 

ア 県の所管課は、前項に基づく調査の結果、激甚法に定める激甚災害が発生したと認められるとき

は、県防災危機管理課に対しその旨を報告する。 

イ 県防災危機管理課は、当該所管課と連携を図りながら、国（内閣府等）に対し激甚法に基づく激 

甚災害の指定を働きかけるなど、早期に激甚災害の指定が受けられるよう努める。 

 

激甚災害（本激）と局地激甚災害（局激）の違い 

激甚災害（本激）：全国的に大きな被害をもたらした災害そのものを指定する場合 

局地激甚災害（局激）：局地的な災害によって大きな復旧費用が必要になった市町村を指定する場合 

※ただし、激甚災害に指定されても、被害を受けた地方公共団体等のすべてが特例措置を受けられる

わけではなく、被害の大きさが一定規模以上の地方公共団体等に限って特例措置が適応される。

（例：特定地方公共団体） 

 

【激甚災害指定基準（本激）】   （昭和 37年 12月 7日中央防災会議決定 平成 12年 3月 24日改定） 

適用条項（適用措置） 指  定  基  準 

激甚法第２章（第３～第４条） 

（公共土木施設災害復旧事業

等に関する特別財政援助） 

次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

当該災害の査定見込額 ＞ 全国標準税収人 × 0.5％ 

B 基準 

当該災害の査定見込額 ＞ 全国標準税収人 × 0.2％ 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1以上 

 (1) 都道府県分の査定見込額＞当該都道府県標準税収入×25％ 

 (2) 都道府県内市町村分の査定見込総額 

     ＞当該都道府県内市町村標準税収入総額×5％ 

激甚法第５条 

（農地等の災害復旧事業等に

係る補助の特別措置） 

次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

査定見込額 ＞ 全国農業所得推定額 × 0.5% 

B 基準 

査定見込額 ＞ 全国農業所得推定額 × 0.15% 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上 

(1) 都道府県内査定見込額 ＞ 当該都道府県の農業所得推定額 × ４% 
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適用条項（適用措置） 指  定  基  準 

(2) 都道府県内査定見込額 ＞ 10億円 

激甚法第６条 

（農林水産業共同利用施設災

害復旧事業の補助の特例） 

次の 1及び 2の要件に該当する災害。但し、当該災害における被害見込額

5,000万円以下のものは除く。 

(1) 激甚法第５条の措置が適用される場合 

(2) 農業被害見込額 ＞ 全国農業所得推定額×1.5」%で激甚法第８条の措置

が適用される場合 

但し、上記に該当しない場合であっても、水産業共同利用施設に係るも

のについて、当該災害に係る漁業被害見込額が農業被害見込額を超え、か

つ、次のいずれかに該当する激甚災害に適用する。 

(3) 漁船等の被害見込額 ＞ 全国漁業所得推定額×0.5% 

(4) 漁業被害見込額 ＞ 全国漁業所得推定額×1.5%で第８条が適用される場

合 

激甚法第８条 

（天災による被害農林漁業者

等に対する資金の融通に関す

る暫定措置の特例） 

 次のいずれかに該当する災害。但し、高潮、津波等特殊な原因による激甚

な災害であって、災害の態様から次の基準によりがたい場合は、被害の実情

に応じて個別に考慮 

A 基準 

 農業被害見込額 ＞ 全国農業所得推定額×0.5% 

B 基準 

 農業被害見込額 ＞ 全国農業所得推定額×0.15% 

 かつ、次の要件に該当する都道府県が 1以上 

 1つの都道府県の特別被害農業者 ＞ 当該都道府県内の農業者 × ３％ 

激甚法第 11条の２ 

（森林災害復旧事業に対する

補助） 

次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

林業被害見込額 ＞ 全国生産林業所得推定額×５% 

（樹木に係るもの） （木材生産部門） 

B 基準 

林業被害見込額 ＞ 全国生産林業所得推定額×1.5% 

（樹木に係るもの）  （木材生産部門） 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が 1以上 

(1) 都道府県林業被害見込額 ＞ 当該都道府県生産林業所得推定額×60% 

(2) 都道府県内林業被害見込額 ＞ 全国生産林業所得推定額×１% 

激甚法第 12条 

（中小企業信用保険法による

災害関係保証の特例） 

激甚法第 13条 

（小規模企業者等設備導入資

金助成法による貸付金の償還

期間等の特例） 

激甚法第 15条 

（中小企業者に対する資金の

融通に関する特例） 

次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

  中小企業関係被害額 ＞ 全国中小企業所得推定額×0.2% 

B 基準 

中小企業関係被害額 ＞ 全国中小企業所得推定額×0.06% 

かつ、次の要件に該当する都道府県が 1以上 

1つの都道府県の中小企業関係被害額 

          ＞ 当該都道府県の中小企業所得推定額×２% 

            又は、その中小企業関係被害額＞1,400億円 

激甚法第 16条 

（公立社会教育施設災害復旧

事業に対する補助） 

激甚法第 17条 

（私立学校施設災害復旧事業

の補助） 

激甚法第 19条 

（市町村施行の伝染病予防事

業に関する負担の特例） 

激甚法第２章の措置が適用される場合 

 但し、当該施設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合

は除外 

激甚法第 22条 

（罹災者公営住宅建設等事業

に対する補助の特例） 

次のいずれかに該当する災害 

A 基準 

被災地全域滅失住宅戸数 ≧ 4,000戸 
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適用条項（適用措置） 指  定  基  準 

B 基準 

次の 1又は２のいずれかに該当する災害 

１ 被災地全域滅失住宅戸数  ≧  2,000戸 

 かつ、次のいずれかに該当するもの 

(1) １市町村の区域内の滅失住宅戸数 ≧ 200戸 

(2) １市町村の区域内の滅失住宅戸数 ≧ 10％ 

２ 被災地全域滅失住宅戸数  ≧  1,200戸 

 かつ、次のいずれかに該当するもの 

(1) １市町村の区域内の滅失住宅戸数 ≧ 400戸 

(2) １市町村の区域内の滅失住宅戸数 ≧ 20％ 

激甚法第 24条 

（小災害債に係る元利償還金

の基準財政需要額への算入等） 

１ 公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る措置については、激甚法第

２章の措置が適用される場合 

２ 農地農業用施設等小災害に係る措置については激甚法第５条の措置が適

用される場合 

上記以外の措置 災害発生のつど、災害の実情に応じて個別に考慮される。 

 

【局地激甚災害指定基準（局激）】  （昭和 43年 11月 22日中央防災会議決定 平成 23年 1月 13日改定） 

激甚法適用条項 

と適用措置 
指  定  基  準 

激甚法第２章（第３～第４条） 

（公共土木施設災害復旧事業

等に関する特別財政援助） 

(1)次のいずれかに該当する災害 

① (イ) 当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業費 

   ＞ 当該市町村の標準税収入×50％ 

（査定事業費が 1,000万円未満のものを除く） 

(ロ) 当該市町村の標準税収入が 50億円以下であり、かつ、当該市町村

が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業費が２億 5,000万円

を超える市町村 

当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業費 

   ＞ 当該市町村の標準税収入×20％ 

(ハ) 当該市町村の標準税収入が 50億円を超え、かつ、100億円以下の市

町村 

当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業費 

     ＞ 当該市町村の標準税収入×20％ 

＋（当該市町村の標準税収入－50億円）×60％ 

ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を合算した額

が概ね１億円未満である場合を除く。 

   

② ①の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額(※)からみて①に掲

げる災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係

る被害箇所の数が概ね 10未満のものを除く） 

激甚法第５条 

（農地等の災害復旧事業等に

係る補助の特別措置） 

激甚法第６条 

（農林水産業共同利用施設災

害復旧事業の補助の特例） 

農地等の災害復旧事業に要する経費の額 

 ＞ 当該市町村の農業所得推定額  ×  10％ 

（但し、災害復旧事業に要する経費が 1,000万円未満は除外） 

但し、当該査定事業費の額を合算した額が概ね 5,000万円未満である場合

を除く。 

激甚法第 11条の２ 

（森林災害復旧事業に対する

補助） 

林業被害見込額 ＞ 当該市町村の生産林業所得推定額×150％ 

（但し、林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得推定額の概ね

0.05％未満の場合は除く。）かつ、要復旧見込面積が大火による災害にあ

っては、概ね 300ha、その他の災害にあっては、当該市町村の民有林面積

（人工林に係るもの）の概ね 25％を超える場合 

激甚法第 12条 中小企業関係係被害額 ＞ 当該市町村の中小企業所得推定額 ×10％  
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激甚法適用条項 

と適用措置 
指  定  基  準 

（中小企業信用保険法による

災害関係保証の特例） 

激甚法第 13条 

（小規模企業者等設備導入資

金助成法による貸付金の償還

期間等の特例） 

激甚法第 15条 

（中小企業者に対する資金の

融通に関する特例） 

（但し、被害額が 1,000万円未満は除外) 

に該当する市町村が 1つ以上 

 但し、上記に該当する市町村の当該被害額を合算した額が、概ね 5,000

万円未満である場合を除く。 

激甚法第 24条 

（小災害債に係る元利償還金

の基準財政需要額への算入等） 

激甚法第２章又は第５条の措置が適用される場合 

３ 復旧の基本方向の決定等 

(1) 復旧の基本方向の決定 

県は、被害の状況及び被災地の特性並びに被害を受けた公共施設等の管理者及び市町村の意向等を

勘案するとともに、迅速な原状復旧又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期的な振興計画等に配

慮し、復旧の基本方向を定める。 

(2) 災害復旧計画概要書（査定設計書）の作成 

被害を受けた公共施設等の管理者は、(1)の基本方向に基づき、速やかに災害復旧計画概要書（査 

定設計書）を作成する。 

なお、被害を受けた公共施設等の復旧にあたっては、原状復旧を基本にしつつも、再度の災害防止

の観点から、可能な限り改良復旧を行う。 

また、迅速な原状復旧を進めるため、県警察は暴力団等の動向把握を徹底し、復旧事業への参入・

介入の実態把握に努めるとともに、関係行政機関、県、市町村及び業界団体等に必要な働きかけを行

うなどして、復旧事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

(3) 国、県による復旧工事の代行 

国及び県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害（以下「特

定大規模災害」という。）等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請があり、かつ当該地方公

共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のため必要があると認める

ときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該地方公共団体又はその団体の長に代わって工事を

行うことができる権限代行制度により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

国は、県又は市町村から要請があり、かつ県又は市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案し

て、実施に高度な技術又は機械力を要する工事で県又は市町村に代わって自らが行うことが適当であ

ると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、指定区間外の国道、県道又は市町村

道の災害復旧に関する工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

県は、自らが管理する道路と交通上密接である市町村道について、当該市町村から要請があり、か

つ当該市町村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、当該市町村に代わって自らが災害復旧等

に関する工事を行うことが適当であると認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、

当該工事を行うことができる権限代行制度により支援を行う。 

国は、県が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は二級河川における河川の改良工事若しくは

修繕又は災害復旧事業に関する工事について、県から要請があり、かつ県の工事の実施体制等の地域

の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事を県に代わって行うことが適当と認め

られるとき（国にあっては、その事務の遂行に支障のない範囲である場合に限る。）は、県に代わって

工事を行うことができる権限代行制度により支援を行う。 
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国は、災害が発生した場合において、県が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は二級河川に

係る維持（河川の埋塞に係るものに限る。）について、県から要請があり、かつ県における河川の維持

の実施体制等の地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する維持を県に代わって行

うことが適当と認められるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、県に代わって維持を行う

ことができる権限代行制度により、支援を行う。 

４ 災害査定の促進 

(1) 災害査定申請 

県の所管課は、復旧事業費の早期決定により災害復旧事業の円滑な実施を図るため、災害復旧事業

について、国（関係省庁）に対し国庫負担申請を行う。 

(2) 査定計画の作成と協議 

県の所管課は、国に対する国庫負担申請に合わせて、査定計画（日程）を作成のうえ、国（関係省

庁）と協議を行い、 被害を受けた公共施設等について国の査定が速やかに受けられるよう努める。 

また、被害の状況により、特に緊急を要する場合は、査定が迅速に実施されるよう必要な措置を講

ずる。 

５ 災害復旧関係技術職員等の確保 

(1) 県営災害復旧事業 

ア 被災地を管轄する県出先機関において、災害復旧事業に係る測量、設計書の作成及びその他の業

務を担当する技術職員等に不足を生じたときは、当該出先機関を所管する本庁の課（この項におい

て、以下「本庁主管課」という。）に対し、技術職員等の応援派遣を協議する。 

イ 本庁主管課は、出先機関から技術職員等の応援派遣について協議を受けたときは、被災地以外を

管轄する県出先機関及び本庁関係各課から所要数の技術職員等を派遣するべく、当該出先機関及び

関係課並びに人事課と調整を行うなど、必要な措置を講じる。 

ウ 本庁主管課は、県職員の応援派遣のみでなお不足を生じるときは、関係都道府県から職員の応援

派遣を受けるべく、国にあっせんを要請するなど、必要な措置を講ずる。 

(2) 市町村営災害復旧事業 

ア 市は、災害復旧事業に係る測量、設計書の作成及びその他の業務を担当する技術職員等に不足を

生じたときは、当該災害復旧事業を所管する県の部局の主幹課に対し、技術職員等の応援派遣につ

いて協力を要請する。また状況に応じ、総務班に労務者の確保を依頼する。 

イ 災害復旧事業を所管する県の部局の主管課は、被災市町村から技術職員等の応援派遣について協

力要請を受けたときは、被災地以外の市町村からの職員の応援派遣又は県職員の応援派遣について

調整を行うなど、必要な措置を講ずる。 

６ 資金計画 

(1) 県の資金計画 

ア 資金需要の把握 

県（財政課）は、災害応急対策及び災害復旧事業の実施に必要な経費を迅速に調査し、全体の資金

量を把握する。 

イ 資金計画の策定 

県（財政課）は、各種災害復旧事業制度、地方債制度及び地方交付税制度等を踏まえ、全体の資金

計画を策定する。 

ウ 各種災害復旧事業制度の活用 
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県の災害復旧事業担当課は、国からの助成を確保するため、各種災害復旧事業制度等に基づき必要

な措置を講ずる。 

エ 地方財政措置制度の活用 

県（財政課）は、財政の健全性及び計画的な行政運営が損なわれないよう、普通交付税の繰上交付、

災害復旧費に係る地方債の元利償還金の算入、特別交付税の交付及び起債等、地方財政措置制度に基

づき必要な措置を講ずる。 

なお、大規模災害等の発生時においては、特別交付税の交付額の決定等の特例が設けられる。 

 

【地方財政措置制度の概要】 

１ 地方交付税の種類 

(1) 普通交付税 

財源不足団体に対し交付 

(2) 特別交付税 

普通交付税では捕捉されない特別の財政需要に対し交付 

２ 特別交付税の額の決定 

特別交付税の額は、 

(1) 基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需要があること、 

(2) 基準財政需要額に過大に算定された財政収入があること、 

(3) 災害のための特別の財政需要があること 

等を考慮して決定される。 

３ 地方交付税の交付時期 

(1) 普通交付税 

各地方公共団体の資金繰り等を考慮し、４月、６月、９月および 11月の４回に分けて交付される。 

(2) 特別交付税 

年度途中における財政需要等も考慮する必要があること等から、12 月及び３月の２回に分けて決

定・交付される。 

 

オ 短期資金の確保 

県（財政課）は、災害対策に係る資金計画において一時的に資金が不足する場合は、金融機関から

の一時借入金又は東北財務局山形財務事務所からの地方短期資金（災害つなぎ資金）により、必要資

金を確保する。 

(2) 市の資金計画 

市が被害を受けた場合、県に準じて、災害応急対策及び災害復旧事業の実施に必要な経費を調査し、

全体の資金量を把握するとともに、各種災害復旧事業制度、地方債制度及び地方交付税制度等を踏ま

え、全体の資金計画を策定する。 

また、各種災害復旧事業制度及び地方財政措置制度等に基づく必要な措置を講ずるとともに、必要

に応じて、県に準じて短期資金の確保を行う。 

(3) 東北財務局山形財務事務所の措置 

ア 東北財務局山形財務事務所は、県及び市町村と緊密に連絡し、その災害対策に係る資金計画を把

握するとともに、県及び市町村の地方債について必要な措置を講ずる。 

イ また、県及び市町村の資金計画において一時的に資金が不足する場合は、県及び市町村の要請に

応じ、災害つなぎ資金として財政融資資金を融通する措置を講ずる。 

ウ 県又は市町村において国有財産（普通財産）を応急措置や復旧・復興対策の実施の用に供する場

合は、県又は市町村の要請に応じ、適切な貸付けの措置を講ずる。 
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第５節 災害復興計画 

１ 計画の概要 

 大規模な災害により社会経済活動に甚大な被害が発生した場合に、市及び県が市民、民間事業者及び施

設管理者等と連携して実施する災害復興対策について定める。 

２ 災害復興計画フロー 

 災害復興計画については、災害発生から６か月以内を目標に策定するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３ 復興対策組織体制の整備 

 被災地の復旧・復興は、県及び市町村が主体となって、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行う。

また、災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図

る。 

市及び県は、被災直後の救助と応急復旧中心の体制から復興対策の体制へ円滑に移行ができるよう、必

要に応じ復興本部等の総合的な組織体制を整備する。その際、復興対策の円滑な実施を期すため、自治体

内部だけでなく外部の有識者や専門家及び市民を含めた、復興計画策定のための検討組織を併せて設置す

る。 

その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するとともに、

障がい者や高齢者等の要配慮者の参画についても促進する。 

 また、復興対策の遂行にあたり必要な場合は、国、県、他の市町村及び関係機関等に職員の派遣を要請

する等の協力を得る。 

４ 復興基本方針の決定 

 市及び県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を

目指すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについ

て早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定める。 

復興事業の実施 

復興対象区域の設定 

既存計画等との調整 

行政間の調整 

計画作成段階での住民参加 

復興事業の手続き 

建築行為の制限 

工事実施 

被災状況の把握 

復興対策組織体制の整備 

復興基本方針の決定 

復興計画の策定 
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５ 復興計画の策定  

(1) 復興計画の策定 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災地域

の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大

規模事業となることから、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事

業を調整しつつ、計画的に復興を進める。 

市及び県は、再度災害防止と快適な都市環境を目指し、市まちづくり総合計画等の上位計画や他の

個別計画等との調整を図りながら、市民の安全と環境保全等にも配慮した復興計画を作成する。復興

計画のうち、幹線道路や公園などの都市施設や土地区画整理事業、市街地再開発事業等の計画につい

ては、事業着手までの間、建築規制等についての住民協力を得るため、都市計画決定を行う。 

なお、復興計画において具体的に規定する事項は次のとおりとする。 

ア 復興に関する基本理念 

イ 復興の基本目標 

ウ 復興の方向性 

エ 復興の目標年 

オ 復興計画の対象地域 

カ 個々の復興施策の体系（被災市街地・都市基盤等の復興計画、被災者の生活再建支援計画、地

域経済復興支援計画等） 

キ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

ク 復興施策や復興事業の優先順位 

 

＜参考：阪神淡路大震災(H7.1.17地震発生)の際における阪神・淡路震災復興計画＞ 

平成 7年 7月 緊急復興３か年計画（被災者の生活復興を支える住宅、インフラ、産業につい

て、震災前の水準に戻すことを目標に３か年計画を策定） 

平成 10年 3月 推進方策 

平成 12年 11月 後期５か年推進プログラム 

平成 14年 12月 最終３か年推進プログラム 

計画期間：平成

19～21年度 

復興の成果を県政に生かす３か年推進方策 （復興フォローアップの基本的

な考え等を示す） 

（出典）震災 15年 創造的復興の歩み -フェニックス兵庫- （財）阪神・淡路大震災復興基金・兵庫県・神戸市 

(2) 特定大規模災害時における復興対応 

特定大規模災害の復興に際して特別の必要があるときは、内閣総理大臣は、大規模災害からの復興

に関する法律に基づく復興対策本部を設置し、復興基本方針に基づく施策の推進、関係行政機関や地

方公共団体等が実施する施策の総合調整等を行う。 

県は、必要に応じて、国の復興基本方針に即して県復興方針を定める。 

市は、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良

事業等を実施する。 

国土交通省及び県は、特定大規模災害等を受けた地方公共団体から要請があり、かつ、地域の実情

を勘案して必要と認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体に代わっ

て、円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定等を行う。 

市及びは、必要に応じ、関係行政機関又は関係地方行政機関に対し、職員の派遣を要請する。 

国及び都道府県は、必要に応じて、職員の派遣に係るあっせんに努める。 
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６ 復興事業の実施 

(1) 土地区画整理事業等の推進による防災まちづくり 

 市は、土地区画整理事業等の推進により、住宅地、業務地等の民有地の整備改善と、道路、公園、

河川等の公共施設の整備に総合的・一体的に取り組む。また、復興のため市街地の整備改善が必要な

場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用し、被災市街地復興推進地域内の市街地において、土

地区画整理事業や市街地再開発事業等による計画的な整備改善、市街地の復興に必要な住宅の供給に

ついて必要な措置を講ずる。 

 なお、既存不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、市街地再開発事業等の適切な

推進により、その解消に努める。 

(2) 防災性向上のための公共施設の整備等 

 市、県及び公共施設管理者等は、防災性向上のため、必要に応じ次に掲げる公共施設等を整備す

る。その際、関係機関が連携し、医療、福祉、行政及び備蓄等の機能を有する公共・公益施設を集

中的に整備し、災害時における防災の拠点となる「防災安全街区」の整備についても留意する。 

ア 緊急物資の輸送路、避難路、延焼遮断空間及び防災活動拠点等の機能を持つ道路、都市公園、

河川等の骨格的な都市基盤施設の整備 

イ 電線共同溝等の整備によるライフラインの耐水・耐震化 

ウ 建築物及び公共施設の耐震・不燃化 

７ 住民合意の形成 

 復興対策を円滑に実施するためには、地域住民の合意形成を図ることが重要である｡ 

 市は、地域住民に対して、新たなまちづくりの展望や計画作成までの手続、スケジュール等の情報を提

供し、その参加と協力を得て復興計画を策定し、各種の復興施策を推進していく。 


