相馬市地域防災計画の修正について(概要版)

平成31年 2月
相馬市 総務部 地域防災対策室

【凡例】：この概要版中、緑色の（●● ●p）は、別冊「相馬市地域防災計画」の各計画のページ数を表しています。
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１．相馬市地域防災計画の見直し
〇今回の「相馬市地域防災計画」の見直しについては、平成１０年度に本計画を
改訂して以来の全面改訂となります。

〇その間、新潟県中越沖地震の発生や、平成２３年３月には東日本大震災という
未曽有の大災害が発生し、その後も広島土砂災害、平成２７年関東・東北豪雨災
害等の災害が各地で発生し、それらの災害等を踏まえ、国は「防災基本計画」に
ついて随時見直しを行なうとともに、「災害対策基本法」についても必要な改正
を行っております。
〇福島県においても、国の「防災基本計画」の見直しに対応しながら、「災害対
策基本法」の改正も併せて、「福島県地域防災計画」に反映しております。
〇本市においても、国の「防災基本計画」や「福島県地域防災計画」がこれまで
修正してきた内容を踏まえ、「相馬市地域防災計画」について全面的に改訂する
こととします。
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２．災害対策基本法における防災計画の体系
〇防災基本計画は、災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する計画で、防災業務計画や地域
防災計画の基本となるもの。
〇指定行政機関・地方公共機関が防災業務計画を、都道府県・市町村防災会議は地域防災計画を作成。

防 災 基 本 計 画
防災業務計画

中央防災会議（会長：内閣総理大臣）

指定行政機関：中央省庁
指定公共機関：通信・電力・ガス・道路会社 等

福島県地域防災計画

福島県防災会議（会長：福島県知事）

相馬市地域防災計画

相馬市防災会議（会長：相馬市長）
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３-１．国の防災基本計画の修正状況(全体)
（平成20年以降）
修正年月
平成20年2月

平成23年12月

①
平成24年9月

②

平成26年1月

③

平成26年11月

主な修正の概要
〇防災基本計画上の重点課題のフォローアップの実施、
国民運動の戦略的な展開、企業防災の促進のための
条件整備、緊急地震速報の本格導入、新潟県中越沖
地震の教訓を踏まえた原子力災害対策強化等、近年
発生した災害の状況や中央防災会議における審議等
を踏まえ修正。
〇東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強
化、最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しの反
映。 （津波災害対策編の追加等）
〇災害対策基本法の改正【第１弾改正】、中央防災会
議防災対策推進検討会議の最終報告等を踏まえた大
規模広域災害への対策の強化
〇原子力規制委員会設置法等の制定を踏まえた原子力
災害対策の強化
〇災害対策基本法の改正【第２弾改正】、大規模災害
からの復興に関する法律の制定等を踏まえた大規模
災害への対策の強化
〇原子力規制委員会における検討を踏まえた原子力災
害への対策強化

修正年月

主な修正の概要

平成27年3月

〇原子力防災体制の充実・強化に伴う修正

平成27年7月

〇最近の災害対応の教訓を踏まえた対策の強化に伴う
修正

平成28年2月

〇最近の制度改正、災害対応の教訓等を踏まえた対策
の強化に伴う修正

平成28年5月

〇中央防災会議防災対策実行会議「水害時の避難・応
急対策検討ワーキンググループ」報告を踏まえた修
正

平成29年4月

〇平成28年熊本地震及び平成28年台風第10号災害の教
訓等を踏まえた修正

平成30年6月

〇関係法令の改正、最近の災害対応の教訓を踏まえた
修正

※今回の相馬市地域防災計画は、福島県地域防災計画が修正済み
の平成28年度分までを反映。

〇災害対策基本法の改正（放置車両及び立ち往生車両
対策の強化）、平成26年2月豪雪の教訓を踏まえた
修正
〇原子力防災体制の充実・強化に伴う修正
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３-２．国の防災基本計画の主な修正内容(Ｈ23.12）①
（平成23年12月修正分）

修正の方針
〇中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」最終報告（平成23年9月28日公
表）を踏まえ、提言内容の具体化を行った。

主な修正項目
１

「津波災害対策編」の新設

２

東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化
① あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・
津波想定の実施
② 二つのレベルの想定とそれぞれの対策
・最大クラスの津波に対する住民避難を軸とした
総合的な対策
・比較的頻度の高い津波に対する海岸保全施設等
の整備
③ 津波に強いまちづくり
・浸水危険性の低い地域を居住地域とする土地利
用、避難場所・避難ビル等の計画的整備 等
④ 国民への防災知識の普及
・強い揺れを感じた場合等迷うことなく迅速かつ
自主的に避難することなどの知識の普及

⑤
⑥
⑦
３

・防災教育の実施、津波に関する教育プログ
ラムの開発
・津波ハザードマップの整備及び住民への周
知 等
地震・津波に関する研究及び観測体制の充実
津波警報等の伝達及び避難体制確保
・携帯電話等多様な手段による確実な伝達等
地震の揺れによる被害の軽減策

最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しの反映
（例）
・避難所等における生活環境改善や女性ニーズへの配慮
・避難勧告等に資する土砂災害緊急情報の市町村への提
供 等
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３-３．国の防災基本計画の主な修正内容(Ｈ24.9）②
（平成24年9月修正分）

修正の方針
〇災害対策基本法の改正、中央防災会議防災対策推進検討会議の最終報告等を踏まえ、大規模広域災害への対策を行った。
〇原子力規制委員会設置法等の制定を踏まえ、原子力災害対策の強化を行った。

主な修正項目
≪大規模広域災害への対策≫
１ 災害に対する即応力の強化
○発災時における積極的な情報の収集・伝達・共有の強化
○地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素の
備え
○地方公共団体と民間団体間における協定締結等を推進
○多様な主体による共同防災訓練の実施
○複合災害への対応
２

被災者への対応改善
○要請を待たずに物資の輸送を開始するなど、救援物資等
を被災地に確実に供給する仕組みの導入
○市町村・都道府県の区域を越えた被災者の受入れ（広域
一時滞在）協定締結の推進
○市町村を越えた広域的な避難者について、避難元と避難
先の地方公共団体の連携強化

３

教訓伝承、防災教育の強化等による地域の防災力の向上
○住民による災害教訓伝承とその支援
○地域防災計画の策定への多様な主体の参画
（例：女性、障がい者等）

≪原子力災害への対策≫
１ 政府の原子力災害への対応強化
２ 事故収束活動の体制構築・支援
３ 住民保護と被災者支援
（モニタリング、避難住民対応等）
４ 通信網などの防災インフラの充実
５ 除染等の事後対策
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３-４．国の防災基本計画の主な修正内容(Ｈ26.1）③
（平成26年1月修正分）

主な修正項目
≪大規模災害への対策強化≫
１ 防災の基本理念の明確化
○被害の最小化と被害の迅速な回復を図る「減災」の考え
方の明示、国・地方公共団体・事業者・住民等各主体が
一体となった防災対策の推進等
２

３

４

大規模広域災害に対する即応力の強化
○災害緊急事態時の政府一体となった災害応急対策の推進、
国の経済秩序の維持
○地方公共団体の機能が著しく低下した場合の国による応
援、応急措置の代行による支援体制の強化
住民等の円滑かつ安全な避難の確保
○指定緊急避難場所の指定による緊急時における住民等の
安全の確保
○避難行動要支援者名簿の作成・活用による高齢者、障が
い者等の避難行動要支援者の適切な避難誘導、安否確認
の実施体制の整備
被災者保護対策の改善
○指定避難所の指定による被災者が一定期間滞在する避難
所の環境整備

○罹災証明書の交付による被害の程度に応じた適切な支援
○被災者台帳の作成による総合的・効率的な被災者支援
５

平素からの防災への取組の強化
○災害応急対策等を行う企業と国・地方公共団体との協定
締結を促進
○住民・事業者による共同防災訓練の実施等、地区内の防
災活動の推進

６

大規模な災害からの円滑かつ迅速な復興
○復興の基本理念（住民の意向を尊重、地方公共団体の主
体的取組を国が支援）を明確化
○国の設置する復興本部による施策の推進・総合調整
○市町村の作成する復興計画に基づく計画的な復興

≪原子力災害への対策≫
１ 原子力災害対策重点区域における防護措置の実施
２ 緊急事態の区分の設定
（警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態等を設定）
３ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の設定
４ 緊急時モニタリング体制の見直し
５ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備

7

３-５．国の防災基本計画の主な修正内容(Ｈ27以降）④
主な修正項目
≪平成27年7月修正内容≫
●土砂災害への対策の強化（広島土砂災害等の教訓）
１ 土砂災害の危険性のある区域の明示等（県基礎調査の実施・公表等）
２ 土砂災害警戒情報の活用
３ 避難準備情報の活用
４ 適時適切な避難行動等
●火山災害への対策の強化（御嶽山噴火災害の教訓）
●災害対応の教訓を踏まえた運用の改善
１ 重要情報の集約・調整（県による人的被害者数の一元的な集約等）
≪平成28年2月修正内容≫
●活火山法の一部改正等の制度改正を踏まえた防災対策の強化
１ 洪水等について、最大規模を想定した浸水想定区域の指定、想定水深
及び浸水継続時間等の公表・通知【水防法】
２ 仮置場の確保等の地方公共団体における災害廃棄物処理計画に定める
べき事項【廃棄物処理法】、大規模災害発災時における災害廃棄物に関
する処理指針の策定【災害対策基本法】
●平成27年関東・東北豪雨災害の教訓を踏まえた運用の改善
（地方公共団体の業務継続計画策定に係る重要な要素の明確化）
※参考 水害時の避難・応急対策検討ＷＧ（報告）(平成28年3月）
今後の対策の在り方 （平成27年関東・東北豪雨災害の教訓）
１ 水害に強い地域づくり
２ 実効性のある避難計画の策定（ハザードマップと避難計画の改善等）
３ 適切な避難行動を促す情報伝達（勧告等の躊躇なき発令、確実な伝達等）
４ 行政の防災力向上
５ 被災市町村の災害対応支援
６ 被災生活の環境整備
７ ボランティアとの連携・協働

（平成27年以降修正分）
≪平成29年4月修正内容≫
●熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討WG報告等を踏まえた修正
１ 地方公共団体への支援の充実（首長や幹部職員研修による災害対応力の向上等）
２ 被災者の生活環境の改善（避難行動要支援者名簿情報の適切な管理）
３ 応急的な住まいの確保や生活復興支援（住家被害認定調査の体制の強化）
４ 物資輸送の円滑化（配送状況やニーズ把握のための情報共有システムの整備等）
５ ICTの活用（情報共有・活用に係るルール検討、最新のICTの導入）
６ 自助・共助の推進（事前の保険・共済等の普及啓発・加入促進）
７ 広域大規模災害を想定した備え（庁舎･避難所等の耐震化等）
●平成28年台風第10号災害を踏まえた課題と対策の在り方（報告）等を踏まえた修正
１ 要配慮者利用施設の非常災害に関する具体的計画の作成
２ 災害時の優先業務の絞り込み、全庁をあげた体制の構築
３ 「避難指示（緊急）」及び「避難準備・高齢者等避難開始」へ名称変更
●「原子力災害対策マニュアル」の改訂等を踏まえた修正
≪平成30年6月修正内容≫
●関係法令の改正を踏まえた修正
１ 迅速な救助の実施（救助実施市による救助と都道府県による連絡調整の実施【災害
救助法】）
２ 被害最小化や支援強化（国による重要物流道路の指定及び災害復旧等代行制度の創
設等【道路法等】）
３ 「逃げ遅れゼロ」の実現（国による大規模氾濫減災協議会の創設、要配慮者利用施
設管理者等による避難確保計画作成及び避難訓練実施の義務化【水防法等】）
●平成29年7月九州北部豪雨災害を踏まえた修正
（土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川の透過型砂防堰堤、流木被害の恐れの
ある森林の流木捕捉式治山ダム設置等の対策強化等）
●平成30年1月～2月の大雪対応を踏まえた修正
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（地方公共団体等の応援協定等の実効性確保の重要性を理念として明確化）

４．相馬市地域防災計画の目的・位置付け等

(総則 3p)

計画の目的
相馬市における災害に対処するため、防災関係機関が行うべき事務又は業務の大綱を定め、これを総合
的かつ計画的に推進することにより、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとと
もに、被害を最小限に軽減することを目的としています。

計画の位置付け
災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、相馬市防災会議が作成する計画です。
国の防災基本計画、防災業務計画及び福島県地域防災計画と整合性を図ります。

計画の構成
「第１編 総則」、「第２編 災害予防計画」、「第３編 災害応急対策計画」、「第４編
旧・復興計画」、「第５編 個別災害対策計画」、「第６編 資料」として構成しています。

災害復
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５．前計画と新計画の構成の比較

(総則 3p)

〇前計画は、一般災害対策編及び震災対策編の「災害予防計画」「災害応急対策計画」「災害復旧計画」の
内容に重複箇所が多くありました。そのため、新しい計画では、「災害予防計画」「災害応急対策計画」
「災害復旧計画」をそれぞれ集約し、再整理します。
〇災害ごとに個別災害対策計画として再整理。「津波災害対策計画」「原子力災害対策計画」を新設します。
前 計 画
（修正前の構成）

新しい計画
（修正後の構成）

■第１編

総 則

■第１編

総 則

■第２編
第１章
第２章
第３章
第４章

一般災害対策編
※主に風水害対策
災害予防計画
災害応急対策計画
災害復旧計画
個別災害対策
第１節 農業対策計画
第２節 林野火災対策計画
第３節 海上災害対策計画

■第２編

災害予防計画

■第３編

災害応急対策計画

■第４編

災害復旧・復興計画

■第５編

個別災害対策計画

■第３編
第１章
第２章
第３章

震災対策編
災害予防計画
災害応急対策計画
災害復旧計画

■第４編
■第５編

資 料
参 照

第５編-１
第５編-２
第５編-３
第５編-４
第５編-５
第５編-６
第５編-７
■第６編

風水害対策計画
地震災害対策計画
津波災害対策計画
⇒（新
海上災害対策計画
林野火災対策計画
大規模な火事災害対策計画
原子力災害対策計画
⇒（新

設）

設）

資 料
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６．相馬市地域防災計画の修正の主な特徴
新しい計画の修正の主な特徴
（１）国や県の防災計画の修正内容を踏まえた改訂
（東日本大震災や各種災害からの教訓の反映）
（２）災害対策基本法の理念の明記
（３）津波災害対策計画の新設
（４）原子力災害対策計画の新設
（５）自助・共助・公助の役割と連携の明記

（６）防災体制の整備・充実
・新庁舎、防災行政無線、防災集合所、防災備蓄倉庫、
津波避難道路等の施設整備、防災相互応援協定の締結強化 等
（７）避難対策関係（避難所の運営管理含む）の内容の強化
（８）要配慮者対策の内容の強化
・災害時避難行動要支援者の避難支援
（９）防災教育の内容の強化

ほか
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７．災害対策の基本理念、基本方針

(総則 5p)

〇平成25年改正の災害対策基本法で、新たに規定された災害対策の基本理念に基づき、本市の新しい計画を策定します。
〇本市の新しい計画では、基本理念にある、被害を最小化する『減災』の考え方を防災の基本方針とします。

災害対策法の基本理念(要約）

新計画における
防災の基本方針

１

災害発生を常に想定、災害発生時の被害の最小化と
迅速な回復

２

国、地方公共団体等の適切な役割分担と相互の連携
協力の確保、住民一人ひとりの防災活動や多様な主
体が自発的に行う防災活動の促進

３

災害に備えた措置の一体的実施、科学的知見及び過
去の災害からの教訓を踏まえた改善

４

災害の状況把握と人材、物資等の適切な配分による
人命及び身体の優先的な保護

５

個々の被災者の状況を踏まえ、時期に応じた適切な
被災者の援護

６

災害発生時における速やかな施設の復旧、被災者の
援護及び復興

〇被害を最小化する『減災』の考え方を防災の基本方針とし、
たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、
また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を
組み合わせて災害に備えます。
〇災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれ
ない場合もあることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、
ハード・ソフトを組み合わせる。

〇その実施にあたっては、行政、防災関係機関、市民、事業所、
自主防災組織、自治会等の様々な主体の役割分担を明確にし、
自助・共助・公助が連携しながら一体となって取り組みます。
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８．自助・共助・公助の連携

(総則 14～16p)

〇大規模災害では公助（市や関係機関）の対応には限界。過去の災害では、自助（市民・家族・事業所）、共助（自主防
災組織等）による助け合いによって、多くの命を救助。「自助・共助・公助」の役割分担と連携が必要です。
（自主防災組織等）

（市民・家族・事業所）

自助

共助
連携

公助

市民の役割（自助）

事業所の役割（自助）

「自らの生命は自らが守る（自助）」という意識。
日頃から防災の知識と行動力を身につける。

従業員を災害から守るため、施設の安全化、非常
用活動マニュアルの整備、物資や資機材、従業員の
食料の備蓄等を行う。

≪平常時≫
防災知識の習得、家屋等の耐震化の促進、家具の
転倒防止対策、食料・飲料水・生活必需品等の備蓄
（最低３日間、推奨７日分の家族分）、非常持出品
の準備、指定避難所及び避難経路の確認、防災訓練
への参加
≪災害時≫
情報の把握、出火防止、初期消火、近隣の負傷者
や要配慮者の補助、自らの身を守るための避難等の
適切な行動、避難所運営への協力、公共機関・自主
防災組織・ボランティア等の活動への協力

≪平常時≫
従業員の防災意識の醸成等、建築物の耐震化、防
災訓練（避難・初期消火・救出）、防災資機材等の
整備、帰宅困難時に備えた備蓄（食料・飲料水・生
活必需品等）、地域防災活動への参加・協力
≪災害時≫
情報の把握及・関係機関への伝達、出火防止、初
期消火、従業員・利用者等の避難誘導、救出・救護
活動、市・地域組織との連携（資機材の提供、人的
支援）、帰宅困難者対策

（市・県・国、関係機関）

地域防災力の
向上

減

災

自主防災組織の役割（共助）
「自分たちの地域は自分たちで守る（共助）」という連帯感。防災訓練への参加や独自の防災訓練の実施等に
より、地域防災力の向上に努める。
≪平常時≫ 防災知識の啓発、災害危険度の把握（浸水・土砂災害危険区域、地域の災害履歴等）、防災訓練
（避難・初期消火・救出）、家庭の安全点検（家具等の転倒・落下防止等）、防災資機材等の整備、
避難行動要支援者対策（対象把握、支援方法の整理）
≪災害時≫ 情報の収集・関係機関への伝達、出火防止、初期消火、救出・救護活動、避難誘導、避難所運営の 13
協力、給食・給水等の活動（避難所での食料・飲料水・救援物資の配分、炊き出し）、市事業への協力

９-１．災害に対する備え（災害予防対策） (予防 4～5p)
●防災体制の整備・充実

市及び防災関係機関は、防災体制を整備し、災害対策の総合的かつ円滑な実施に努めます。

≪市役所新庁舎≫

≪防災備蓄倉庫≫

東日本大震災により市役所本庁舎が
被災し、新たな防災拠点として新庁舎
を建設。平成28年10月完成。防災統制
室、庁議室及び正庁には、防災カメラ
端末を設置し、デジタル式防災行政無
線システムの河川等監視カメラからの
映像及び潮位計からのデータの視聴が
可能、災害時の応急対策に役立てるな
ど、防災拠点として機能強化。

東日本大震災時の経験を踏まえ、新
たに防災備蓄倉庫（相馬兵糧蔵）を建
設。平成25年8月完成。災害時の生活必
要品備蓄や受入及び払出作業がより迅
速となる仕様とし、緊急ヘリポートを
整備。消防団殉職鎮魂広場を併設。

東日本大震災による被災地域10か所
に、今後の大規模災害に備えるため、
地域の避難及び防災拠点となる防災集
合所を建設。平成26年7月までに完成。
災害時以外は、地域コミュニティづく
り及び情報交換の場として利用。

【主な特長】
電動式移動ラック、固定棚、炊飯
コーナー、低温管理米貯蔵庫、電動式
フォークリフト1台、主食・副食・飲料
水・毛布・布団等を備蓄、非常用自家
発電機、研修室は有事の際、パーテー
ション間仕切りで約20名宿泊可能 等

【主な特長】
食料・飲料水・毛布・布団・簡易発
電機等を備蓄。自主防災組織が防災訓
練等に活用できるよう、炊き出し可能
な給湯設備を備える。災害弱者に配慮
し多目的トイレ、スロープ等はバリア
フリー仕様。

【主な特長】
鉄骨造地上４階建の免震構造、自家
発電機により72時間発電可能、飲料水
や毛布等の一部を備蓄 等

≪地区防災集合所≫

≪復興交流支援センター≫

光陽地区の防災拠点として、相馬光
陽サッカー場内に建設。平成26年9月に
完成。平常時には防災教育や防災訓練
の場として、イベント時にはスポーツ
施設利用者の交流の場として活用し、
災害時には地区住民、港湾施設、工業
団地、スポーツ施設の利用者等の避難
所及び緊急ヘリポート等で活用する。
【主な特長】
会議室、救護・保健室、給湯室、
シャワー室、備蓄倉庫等を備える。

14

９-２．災害に対する備え（災害予防対策） (予防 6～7p)
●防災体制の整備・充実
≪防災行政無線システムの整備≫
市は、沿岸地域の防災行政無線が東日本大震災後の津波被
害を受けたため、市防災情報通信ネットワーク整備事業とし
て、市内全域に屋外拡声子局（スピーカー）を設置したデジ
タル式防災行政無線システムを新庁舎建設に合わせて新たに
構築。災害発生時の情報収集伝達体制及び避難情報伝達体制
を強化。消防庁のJ-ALERT（全国瞬時警報システム）と連動。
【主な特長】
市内全域に108基の屋外拡声子局（スピーカー）を設置。
沿岸や河川には監視カメラ6基、相馬港1号ふ頭には潮位計を
設置 等

≪携帯電話のメール機能等の
活用による伝達手段の多重化≫
気象特別警報等の発表、避難指
示・勧告等の発令情報を市民等に
迅速に周知するため、携帯電話の
緊急速報メール（エリアメール）
機能を活用して配信。また、市防
災メール登録者に対し災害情報等
を提供。
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９-３．災害に対する備え（災害予防対策）
●防災体制の整備・充実
≪災害時相互応援協定の締結≫

大規模災害発生時は、広範囲に被災す
ることも想定され、市だけの災害対策は
限界があり、自治体間の協力や民間企業
等と連携し災害対策を実施する必要があ
ります。
市は、大規模災害に備え、有効性等を
考慮しながら、他自治体もしくは民間企
業等との災害時相互応援協定（防災協
定）を締結しており、必要に応じて協定
を締結していきます。

(予防 3p、56p)

≪防災訓練の実施≫

≪消防団の充実≫

消防団は、災害発生時において、地域防災
力の要として重要な役割を担っています。
以下のように、消防団の施設・装備の強化
を図ります。
・団屯所等の消防団拠点施設
・無線機器
・安全装備品
・消防防災用車両
・災害防御用資機材

(予防 52p)

災害時に迅速・的確な行動を行い被害の防止及び軽
減を図るためには、状況を想定した訓練が重要です。
市は、各種の防災訓練を実施し、防災関係機関相互
の連絡協調体制の確立及び防災体制の充実を図ります。

≪自主防災組織の育成、防災訓練≫
自主防災組織は、地域住民の防災行動力の強化、防
災意識の高揚、組織活動の習熟及び関連防災機関との
連携を図るため、相馬消防署等の指導の下、組織的な
訓練の実施に努めます。
自主防災組織は、災害に対し効果的な活動ができる
よう、各自の任務分担、地域内の危険箇所、避難場所、
避難経路及び避難の伝達方法等を記載した自主防災計
画を策定しておくよう努めます。
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(予防 49p～51p、53p)

９-４．災害に対する備え（災害予防対策）
●避難体制の確立・要配慮者の安全確保
≪指定緊急避難場所、指定避難所
の指定≫
平成25年6月に改正された災害対策
基本法により、安全性等の一定の基
準を満たす施設・場所を災害ごとに
「指定緊急避難場所」として、また、
生活環境等を確保するための一定基
準を満たす施設を「指定避難所」と
して、それぞれあらかじめ指定する
よう規定されました。
市は、これまで指定した避難場所
について、それぞれの災害に適合し
た指定を行います。
(予防 9～11p)

≪避難勧告等の判断基準の策定≫

≪要配慮者の安全確保≫

市は、国で策定された「避難勧告
等に関するガイドライン」の設定例
等を踏まえ、避難勧告等の判断基準
を策定に努めます。

市は、要配慮者のうち、自力避難
が困難で、避難にあたって特に支援
を要する人（避難行動要支援者）の
安全・確実な避難のため、市が避難
行動要支援者名簿を作成し、民生委
員や消防団、自主防災組織等と協力
して個別の避難計画を策定し、避難
支援体制を整備します。
なお、今回の計画には、避難支援
等関係者となる者、避難行動要支援
者名簿に掲載する者の範囲、名簿作
成に必要な個人情報及びその入手方
法、名簿情報の提供における配慮等
について定めています。

(予防 9p)

≪学校、社会福祉施設、病院等
施設における避難計画≫
学校、社会福祉施設、病院等、そ
の他防災上重要な施設の管理者は、
それぞれ作成する消防計画の中に避
難に関する計画を作成し、避難対策
の万全を図るものとします。
(予防 12p)

●指定緊急避難場所と指定避難所の違い
指定緊急避難場所

居住者等が災害から命を守るために緊急的
に避難する施設又は場所

指定避難所

避難した居住者等が災害の危険がなくなる
まで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ
戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する
施設

(予防 13p、15～21p)

≪福祉避難所の指定≫
市は、避難所での生活において特
別の配慮を必要とする者が避難でき
るような機能等を有する施設等を福
祉避難所としてあらかじめ指定して
います。関係団体等との連携を図り、
災害時に人的支援を得られるような
受入体制を構築します。
(予防 21p)
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９-５．災害に対する備え（災害予防対策）
●各種予防対策
≪水害予防対策≫
市、県及び関係機関は、台風、集
中豪雨による河川・水路の洪水等を
未然に防止するため、河川・水路等
の整備を推進します。市は、雨水排
水対策（既存排水施設の整備、松
川・細田ポンプ場の活用等）を行う
ほか、洪水浸水想定区域のハザード
マップを今後作成し、市民に周知し
ます。
(予防 24～26p)

≪土砂災害予防対策≫
土砂災害警戒区域等については、
県が法令により区域を指定します。
市は、指定された地域への避難情報
等の伝達体制の整備を図ります。市
は、作成した土砂災害ハザードマッ
プ等により、土砂災害の危険箇所の
周知に努めます。
(予防 27～28p)

≪火災予防対策≫
相馬消防署、消防団は連絡図り、
火災の未然防止のため、出火防止、
初期消火の徹底、火災の拡大防止等
に努めます。 相馬消防署は、予防
査察指導等により、火災予防対策を
推進します。
(予防 32～34p)

≪津波災害予防対策≫
沿岸部は復興事業として、防潮堤
の嵩上げ及び海岸防災林の整備が行
われており、国、県と市が一体とな
り早期整備を推進します。
市は、防災行政無線、緊急メー
ル・防災メール等を活用し、津波警
報等や避難情報等の迅速な情報伝達
に努めます。
市は、津波ハザードマップを今後
作成し、市民に周知します。
(予防 29～31p)

≪建築物等の耐震化対策≫
市、県及び関係機関は、公共建築
物の耐震化を推進します。また、市
は県と協力し、耐震診断・耐震改修
の相談や建築相談の体制を整備し、
民間の建築物の耐震化の促進を図り
ます。
(予防 38～40p)

≪危険物施設等予防対策≫
危険物施設等は、地震動や液状化
により施設が損傷した場合、広範囲
な被害をもたらす恐れがあるため、
相馬消防署は、危険物施設等の現況
を把握し、立入検査等を通じて、指
導の強化を図ります。
(予防 41～42p)

≪医療（助産）救護・防疫体制
の整備≫
市は、迅速な医療（助産）救護の
ため、医療機関との連携を図り、次
の事項を含めた医療（助産）救護体
制の確立を図ります。
・相馬郡医師会相馬支部、関係団体
との協議・支援体制の確立
・相馬郡医師会相馬支部協力による
医療救護班の整備
・応急救護所、医療救護所の整備
市は、派遣医師会チームの受入体
制の整備に努め、保健師等による避
難施設等への健康相談体制や、心の
ケアチーム等によるメンタルヘルス
ケア体制の確保に努めます。
(予防 43～44p)

≪食料等の備蓄・調達及び防災
資機材の整備≫
市は、市民の生活を確保するため
食料、飲料水等の確保に努めるとと
もに、災害発生時における応急対策
活動を円滑に行うため、防災資機材
等の整備を図ります。
なお、食料、飲料水等の備蓄にあ
たっては、防災備蓄倉庫の活用を図
ります。
(予防 22～23p)

≪防災教育の推進≫
市及び防災関係機関は、職員に対
する防災教育を行うとともに、市民
が日ごろから災害に対する正しい知
識を身につけ、冷静かつ的確に対応
ができるよう、防災知識の普及と防
災意識の高揚に努めます。
市教育委員会は、防災教育専門員
を配置し、各学校の防災教育・放射
線教育の指導、避難訓練の指導等を
行い、防災教育を推進します。
(予防 45～47p)

≪災害教訓の伝承≫
市は、東日本大震災により、多く
の市民や消防団員の尊い命が失われ、
沿岸地域を中心に大きな被害を受け
た記録を残し、後世に伝え継承する
ため、「伝承鎮魂祈念館」「消防団
員顕彰碑」「慰霊碑」を整備。災害
教訓の伝承に取組みます。
(予防 47～48p)

≪ボランティア等との連携≫
市は、市社会福祉協議会等や関係
団体等と連携を図りながら、ボラン
ティアの受入及び活動調整等のコー
ディネートを行うボランティアセン
ターの体制整備に努めます。
(予防 55p)
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10-1．災害応急活動（災害発生時の活動）

(応急 2～3p)

●市の応急活動体制
市は、災害応急対策を迅速・適切に実施し被害を最小限に留める
ため、「事前配備体制」「警戒配備体制」「第一非常配備体制」
「第二非常配備体制」の４つの配備区分により災害応急対策活動を
行います。なお、「第一非常配備体制」「第二非常配備体制」は、
災害対策本部を設置する体制であり、市長が本部長となります。

≪災害対策本部体制≫
配備
区分

災害
区分

≪災害対策本部設置前≫
配備
区分

災害
区分

配備時期
１

事前配備
体制

風水害
等

地震
津波

次の注意報が１以上発表され、なお警報
の発表が予想されるとき
（１）大雨注意報 （２）洪水注意報
（３）強風注意報 （４）高潮注意報
（５）風雪注意報 （６）大雪注意報
２ その他必要により総務部長が配備を指令
したとき
１ 震度４の地震が発生したとき

地震
津波

１

風水害
等
警戒配備
体制

地震
津波

次の警報が１以上発表されたとき
（１）大雨警報 （２）洪水警報
（３）暴風警報 （４）高潮警報
（５）暴風雪警報 （６）大雪警報
（７）土砂災害警戒情報
２ 乾燥注意報又は強風注意報下で火災が発
生し、なお拡大の恐れがあるとき
３ その他必要により総務部長が配備を指令
したとき
１ 震度５弱・５強の地震が発生したとき
２ 福島県に津波注意報が発表されたとき
３ その他必要により総務部長が配備を指令
したとき

第一非常
配備体制

風水害
等

風水害
等
第二非常
配備体制

地震
津波

配備時期
１
２
３
４

気象警報が発表され、広範囲にわたる災害の発生が予想されるとき
特別警報が発表されたとき
市内の河川が警戒水位に達したとき、又は達しようとしているとき
市街地、密集地等に床上、床下浸水が発生したとき、又は発生する
恐れがあるとき
５ 災害が発生し総合的な応急対策が必要となったとき
６ その他必要により市長が配備を指令したとき
１ 震度６弱以上の地震が発生したとき
２ 福島県に津波警報が発表されたとき
３ その他必要により市長が配備を指令したとき
１ 第一非常配備体制配備基準の警報が発表され、災害が発生する恐れ
があるとき
２ 市内の全域にわたって甚大な被害が予想される場合で、市長（本部
長）が配備を指令したとき
３ 河川の水位が警戒水位に達し、さらに増水が予想されるとき
４ 市内の溢水、堤防の浸食決壊、又はその恐れがあるとき
５ 市街地等に床上浸水等が続出し、又はその恐れがあるとき
６ 高潮等で潮位が異常に上昇したとき
７ 暴風のため家屋等に被害が続出し、又はその恐れと火災発生の危険
があるとき
８ その他の大規模災害が突発的に発生したとき
９ その他必要により市長（本部長）が配備を指令したとき
１ 福島県に大津波警報が発表されたとき
２ 地震や津波により大規模な災害が発生し、早急な応急対策を要する
とき
19
３ その他必要により市長（本部長）が配備を指令したとき

（総務部長）

（副市長）

（市 長）

民生第2班（保険年金課長）

（民生部長）

（議会事務局長）

議 会 部

議会班（議会事務局次長）

生涯学習第4班（市民会館長）

第10分団(分団長）

生涯学習第2班（中央公民館長）

生涯学習第1班（生涯学習課長）

教育第2班（学校教育課長）

教育第1班（教育部総務課長）

建設第4班（下水道課長）

生涯学習第3班（図書館長）

（生涯学習部長）

生涯学習部

（教育部長）

教 育 部

建設第2班（土木課長）

（建設部長）

建設第3班（建築課長）

建設第1班（都市整備課長）

建 設 部

産業第3班（農業委員会事務局長）

産業第2班（商工観光課長）

産業第1班（農林水産課長）

保健福祉第4班（保健センター所長）

第9分団(分団長）

第8分団(分団長）

第7分団(分団長）

第6分団(分団長）

第5分団(分団長）

第4分団(分団長）

第3分団(分団長）

第2分団(分団長）

第1分団(分団長)

本団(分団長)

（産業部長）

団 長
副団長

産 業 部

保健福祉第2班（健康福祉課長）

（保健福祉部長）

保健福祉第3班（愛育園長）

保健福祉第1班（社会福祉課長）

保健福祉部

民生第4班（放射能対策室長）

民生第3班（生活環境課長）

民生第1班（市民課長）

相馬市消防団

議会事務局長

生涯学習部長

教育部長

建設部長

産業部長

企画政策第3班（情報政策課長）

企画政策第2班（秘書課長）

企画政策第1班（企画政策課長）

総務第7班（選挙管理委員会事務局長）

総務第6班（監査委員事務局長）

総務第5班（会計課長）

総務第4班（税務課長）

総務第3班（財政課長）

総務第2班（地域防災対策室長）

総務第1班（総務課長）

（各課職員）

班員

民 生 部

（企画政策部長）

民生部長
保健福祉部長

企画政策部

企画政策部長

総務部長

災害対策本部員

（教育長）

総 務 部

（班長）

（部長）
災害対策
副本部長

災害対策
本 部 長

班

部

●相馬市災害対策本部

10-2．災害応急活動（災害発生時の活動）
(応急 6～18p)
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10-3．災害応急活動（災害発生時の活動）
●避難の勧告等の指示

●避難所の開設・運営

市長は、風水害による浸水、山崩れ、地すべり等の災害から人命、身体の保護
又は災害の拡大防止のため、必要があると判断したときは、地域住民等に対して、
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び屋内での退避等
安全確保措置の指示を行います。
(応急 38～40p)

●避難情報等の伝達
市民に対する避難準備・高齢者等避難開始、勧告、指示（緊急）の伝達は、防
災行政無線、携帯電話への緊急情報メール・防災メール、広報車、ホームページ、
ＳＮＳ等、あらゆる手段を用いて避難情報を市民に伝達します。

〇市は、災害により避難を必要とする場合、安全適切な場所を
選択して避難所を開設します。避難所の開設は、市職員が行い
ます。
〇避難所では、ボランティアや自主防災組織と連携して避難住
民が自主的、自発的に避難所の運営を行い、避難所生活のルー
ルづくりや生活環境を向上するための活動を行えるよう、市職
員等が支援します。
〇運営にあたっては、良好な生活環境の確保のため、プライバ
シーの確保、男女双方の視点（男女のニーズの違い等）、女性
の参画、子供・高齢者等の要配慮者への配慮等に努めます。

(応急 40～44p)

避難勧告や避難指示（緊急）
の発令が予想される場合

災害による被害が予想され、
人的被害が発生する可能性が
高まった場合

災害が発生するなど状況がさら
に悪化し、人的被害の危険性が
非常に高まった場合

■避難に時間を要する人
（ご高齢の方、障害のある
方、乳幼児等）とその支援
者は避難を開始してくださ
い。

■速やかに避難場所へ避難
をしてください。

■まだ避難していない人は、
緊急に避難場所へ避難をし
てください。

■その他の人は、避難の準
備を整えてください。

■外出することでかえって
命に危険が及ぶような状況
では、近くの安全な場所へ
の避難や、自宅内のより安
全な場所に避難をしてくだ
さい。

■外出することでかえって
命に危険が及ぶような状況
では、近くの安全な場所へ
の避難や、自宅内のより安
全な場所に避難をしてくだ
さい。

（出典：内閣府ＨＰより）

(応急 49～53p)

●要配慮者対策
〇市は、民生委員、市社会福祉協議会、行政区長、自主防災組
織、消防団、女性消防隊、福祉施設等関係事業所等の協力を得
ながら、避難行動要支援者名簿登録制度に基づく在宅の高齢者、
障がい者等要配慮者の安否確認を行うとともに、被災状況の把
握に努めます。
〇援護を必要とする高齢者や障がい者等の避難行動要支援者に
対しては、相馬消防署、消防団、自主防災組織等が避難所への
避難誘導等の支援を行います。

〇避難所での避難生活が困難な要配慮者については、あらかじ
め指定している福祉避難所へ、避難誘導を行います。
(応急 54～57p)
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10-4．災害応急活動（災害発生時の活動）
●行政機関・防災協定団体等への応援要請
市長は、災害発生時に市のみでは対応できないと判断した場
合、県や国、防災協定締結自治体・団体等に応援を要請するほ
か、全国市長会の支援体制を活用した支援を求めるなど、円滑
な応急対策を実施します。
(応急 32～34p)

●自衛隊への災害派遣要請

●各種応急対策
≪救急救助活動≫
大規模な災害時は、多数の救助・救急事象が発生する恐れがあります。相馬消
防署、市消防団及び相馬警察署は、人命の救助を基本として被災者の救助活動を
迅速かつ適切に行います。
また、被災者が多数生じた場合は、相馬消防署、市消防団及び相馬警察署によ
る対応が遅れる場合も想定されるため、市民及び自主防災組織は、発災後直ちに
地域内の被災状況を把握し、協力して救助活動を行うものとします。
(応急 66～67p)

市長は、災害時における人命又は財産の保護のため必要があ
り、かつ、緊急性、公共性があるもので、他の機関の応援等に
より対処が困難な場合、知事に対し自衛隊の災害派遣要請を行
います。
(応急 35～37p)

≪医療（助産）・救護対策≫

【災害派遣部隊の担当窓口】
陸上自衛隊福島駐屯地 第４４普通科連隊第３科

≪飲料水・食料・生活必需品等の供給対策≫

市長は、大規模な災害が発生した場合、相馬郡医師会相馬支部の協力を得て、
医師等の確保、医療救護班の編成、救護所の設置及び疾病者の手当のほか、医薬
品、医療器具、衛生材料の手配等を実施するものとします。

(応急 74～78p)

家屋の倒壊、滅失等によって、飲料水、食料及び生活必需品等の確保が困難な
市民に対し、必要な物資の供給に努めます。
(応急 79～84p)

≪保健衛生対策≫
保健師等は、災害の状況によっては、避難所、被災家庭、仮設住宅等を巡回し、
栄養指導とともに、被災者の健康管理面からの保健指導を行います。
この場合、福祉関係者、かかりつけ医師、かかりつけ歯科医師、訪問看護師、
ケアマネージャー、ヘルパー、民生委員、地域住民との連携を図りながら、効果
的な巡回健康相談、口腔ケア等を実施し、要配慮者を含む被災者の健康状況の把
握に努めます。
(応急 103p)

≪ボランティアとの連携≫
大災害が発生した場合、県と市は、ボランティアを必要とする応急対策の内容
や場所の把握に努めます。ボランティアの受入れ、活動調整等については、市社
会福祉協議会へ協力を依頼するとともに、ボランティアセンターを市内に設置し、
対応に当たります。
(応急 122～123p) 22

11．災害からの復旧・復興
●施設の災害復旧対策

●復興計画の策定
市は、災害により市に大規模な被害が
発生した場合、被災者の生活及び地域の
社会経済活動を緊急かつ円滑に再建・復
興するため、関係者と連携して速やかに
復興の基本方針を定め、具体的な復興計
画を策定します。
市は、復興計画に基づき市民の合意を
得ながら、災害防止と良好な都市環境を
目指した効率的な復興対策、防災対策を
早急に実施します。
(復旧 6p)

市は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するととも
に、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、公立学校施設
災害復旧費国庫負担法、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（激甚法）等により財政援助を受け、
災害復旧事業に取組みます。
(復旧 2～5p)

●被災者の生活安定
≪災害市民相談≫
被災した市民から寄せられる生活上の不安等の解消を図る
ため、必要に応じ、市、県、関係機関等は相互に連携して、
臨時災害相談所を設け、相談活動を実施します。

≪被災者のメンタルヘルスケア≫
市は、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の症状を示す
市民や救援者に対し、保健師等による巡回相談を実施し、積
極的に専門医師に相談するように勧めるなど、適切な対策を
行います。

≪被災者への支援≫
市、県、関係機関等は、義援金の配分、被災者生活再建支
援法に基づく支援金及び条例に基づく見舞金の支給、税の減
免・徴収猶予、災害援護資金の貸付、職業のあっせん等を行
います。

≪罹災証明書の交付≫
市は、災害発生後、災害による被害の程度に応じた適切な
支援を実施するため、遅滞なく罹災証明書の発行体制を確立
し、速やかな被災者への交付に努めます。
(復旧 7～16p)
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12-1．津波災害対策
●東日本大震災
≪東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波（東日本大震災）≫
平成２３年３月１１日、１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震は、
マグニチュード９．０という国内観測史上最大の地震を観測しました。
市内でも最大震度６弱の揺れを観測し、浜通り沿岸には大津波が到来して、
相馬港では９．３ｍ以上の大津波を観測しました。
この地震・津波により、市内では死者数４５８人、住宅被害５，５８４棟と
いう過去に例を見ない甚大な被害を受けました。
また、本震後には余震が何度も発生し、不安定な住民生活が続くとともに、
被害の拡大につながりました。
(総則 17～18p)、(津波 3p)

●想定する津波災害の規模と
防災対策の目的
津波災害の規模については、海溝型地震や福島県沖高角断層地震
による津波に加え、遠地津波や東日本大震災といった過去の津波被
害を踏まえ、次の２つのタイプの規模の津波を想定し、それぞれの
特性に応じた防災対策を講じます。
(津波 3p)

１

【東日本大震災の規模及び相馬市の被害状況等】
発生日時
震 源
規 模
観測震度
警報発令
状況

津波規模等
死者数
行方不明者数
住宅被害

被災水田面積

何よりも住民等の生命を守ることを最優先とし、防災意
識の向上や情報伝達体制の強化、避難路・避難場所の設定
などによる住民の避難を中心に、海岸保全施設等の整備や
浸水想定を踏まえた土地利用の制限なども柔軟に組み合わ
せた「多重防御」による総合的な対策を講じます。

平成23年3月11日（金） 14時46分
三陸沖
（北緯38度06.2分、東経142度51.6分、震源の深さ24ｋｍ）
マグニチュード9.0
震度6弱
14時49分 津波警報（大津波）発令
計測値：相馬港9.3ｍ以上
（15時51分に津波が到達）
458人
（内訳）市内収容419人、市外収容19人、宣告20人
0人
5,584棟
（内訳）全壊1,087棟、大規模半壊254棟、半壊687棟、
一部損壊3,556棟
1,102ｈa
（相馬市の全水田面積2,700ha）

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

２

最大クラスに比べ発生頻度が高く、大きな被害を
もたらす津波
住民の人命及び財産の保護、地域経済の安定化や効率的
な生産体制の確保などの観点から、住民の避難による安全
確保を前提としながら、津波から地域をできるだけ防御す
るために海岸保全施設等の整備などを重点とした対策を講
じます。
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12-2．津波災害対策
●避難の勧告、指示（緊急）

●市の応急活動体制
市は、津波注意報、津波警報が発表された場合、災害応急対策を
迅速・適切に実施し被害を最小限に留めるため、「警戒配備体制」
「第一非常配備体制」「第二非常配備体制」の４つの配備区分によ
り災害応急対策活動を行います。なお、「第一非常配備体制」「第
二非常配備体制」は、災害対策本部を設置する体制であり、市長が
本部長となります。

(津波 9～24p)

≪災害対策本部設置前≫
配備
区分

災害
区分

事前配備
体制

地震
津波

警戒配備
体制

地震
津波

配備時期
１
１
２
３

震度４の地震が発生したとき
震度５弱・５強の地震が発生したとき
福島県に津波注意報が発表されたとき
その他必要により市長又は総務部長が配備を指
令したとき

≪災害対策本部体制≫
配備
区分

災害
区分

第一非常
配備体制

地震
津波

第二非常
配備体制

地震
津波

配備時期
１
２
３
１
２

震度６弱以上の地震が発生したとき
福島県に津波警報が発表されたとき
その他必要により市長が配備を指令したとき
福島県に大津波警報が発表されたとき
地震や津波により大規模な災害が発生し、早急
な応急対策を要するとき
３ その他必要により市長（本部長）が配備を指令
したとき

津波は、地震発生後極めて短時間に沿岸に到達する恐れがありま
す。市は、津波警報等が発表された場合、津波災害から生命・身体
の保護し被害の拡大防止のため、地域住民等に対し、避難勧告や避
難指示（緊急）を行います。
〇津波注意報が発表された場合は、海浜にいる者に対し、直ちに
海浜から退避するよう勧告、指示（緊急）を行います。

〇大津波警報・津波警報が発表された場合は、避難対象地域や周
辺の沿岸沿いにいる者に対し、直ちに避難の勧告、指示（緊急）
を行い、その周知徹底を図ります。
特に、大津波警報が発表されたときは、避難対象地域を越えて
津波被害が発生するおそれがあるため、避難対象地域周辺の地域
に対しても避難の勧告、指示（緊急）を行います。
(津波 5p、29～30p)

●住民等への伝達
市は、津波警報等や避難勧告等の伝達にあたっては、走行中の車
両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に
伝達できるよう、市防災行政無線、携帯電話への緊急速報メール、
防災メール、広報車、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、あらゆる
手段を用いて住民等へ伝達するよう努めます。
大津波警報（特別警報）が発表された場合は、直ちに住民等に伝
達するものとします。
また、伝達にあたっては、消防機関、消防団、警察官及び自主防
災組織等の協力を得て行います。
(津波 31p)
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12-3．津波災害対策
●住民等の避難誘導

●道路交通の確保

市は、消防職員、消防団員、警察官、自主防災組織など避難誘導や防
災対応にあたる者の安全が確保されることを前提とした上で、予想され
る津波到達時間も考慮しつつ、避難の広報や避難誘導、避難行動要支援
者の避難支援等を行います。
市や防災関係機関は、避難誘導や防災対応にあたる者の二次災害を防
止し、安全を確保するため、無線等通信手段の携行に努めます。
(津波 31～32p)

〇県公安委員会は、津波浸水のおそれがある所での交通規制の
内容を、広域的な整合性に配慮しつつ、あらかじめ計画し周知
するものとします。
〇道路管理者は、情報板などにより津波発生に関する情報や、
地震被害による通行規制情報の提供に努めるとともに、避難場
所へのアクセス道路等について、災害を防除するための必要な
措置を講ずるものとします。
(津波 32p)

●住民等がとるべき避難行動
≪自主的な避難≫
〇住民は、津波が予想される地震が発生した場合や、津波警報等が
発表された場合、市等からの避難勧告、指示（緊急）や避難誘導を
待つことなく、指定緊急避難場所に、自ら速やかに避難を行います。
〇津波警報発表以前であっても、強い地震（震度４以上）を感じた
ときや、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた
ときは、津波の恐れがあるため、自主的に避難するよう日頃から周
知徹底するものとし、自主防災組織等は、住民に避難を呼びかける
ものとします。

≪徒歩避難の原則≫
〇地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・
交通事故等が発生するおそれがあるため、津波発生時の避難は、徒歩
によることを原則とします。
ただし、地域において、津波到達時間、指定緊急避難場所までの距
離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車
により避難せざるを得ない場合はこの限りではありません。
(津波 32p)
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13-1．原子力災害対策
●原子力災害対策計画の策定
本市は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所及び福島第
二原子力発電所から３０㎞以上離れており、県地域防災計画原子力災害対策編に
定める原子力防災対策の重点区域（※）には該当していません。
しかし、本市に隣接する南相馬市、飯舘村が重点区域内であり、東日本大震災
に起因する福島第一原子力発電所の事故では、放射性物質が広範囲に放出し、本
市でも放射性物質の飛来が確認され、放射線量の測定による安全確認が必要と
なったことから、原子力災害への対応について想定し、原子力災害対策計画を策
定するものとします。

相馬市

※【補足】県計画では、原子力防災対策の重点区域として、
「予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：概ね５㎞圏内）」と
「緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：概ね３０㎞圏内）」
を定めています。
(原子力 1～4p)

●市の活動体制
市は、県や国から緊急事態に関する通報等を受けた場合、次の体制をとるもの
とします。
(原子力 16p)
緊急事態の区分
警戒事態
施設敷地緊急事態

全面緊急事態

配備基準
・警戒事態発生の通報があった場合
・市長が必要と認めた場合
・原災法第１０条の特定事象発生の通
報があった場合
・市長が必要と認めた場合
・内閣総理大臣が原災法第１５条原子
力緊急事態宣言を発出した場合
・市長が必要と認めた場合

市の体制
警戒配備体制
原子力
災害対策本部体制

(全職員）

原子力
災害対策本部体制

(全職員）

（出典：福島県原子力災害広域避難計画より）
※色の付いた箇所が本県の原子力災害対策重点区域
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13-2．原子力災害対策
●屋内退避、避難等の防護措置等
市長は、内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出し、内閣総
理大臣から屋内退避、避難の指示を受けたときは、当該指示に従い、
市民等に対し速やかに屋内退避又は避難を指示します。
情報伝達にあたっては、防災行政無線、掲示板、広報紙、緊急速報
メール（エリアメール）、防災メール、ホームページ、ＳＮＳ、広報
車等により伝達します。
市は、住民等の避難誘導にあたっては、県と協力し、市民等に向け
て、避難やスクリーニングの場所の所在、災害の概要、緊急時モニタ
リング結果、市が行っている環境放射線モニタリング結果や参考とな
る気象予測及び大気中拡散予測その他の避難に資する情報の提供に努
めます。

(原子力 27～31p)

●知識の普及と啓発
≪住民に対する知識の普及と啓発≫
市は、国、県、原子力事業者等と協力し、災害時における住民の混
乱と動揺を避けるため、原子力防災に関する分かりやすい知識の普及
と啓発に努めます。
(原子力 21p)

≪防災教育の充実≫
原発事故による放射線への対応は、「正しく怖れ、賢く避ける」こ
とが基本です。市は、子供たちや市民が放射能に関する知識を身につ
けることができるよう、講演会や小中学校授業での放射線教育の充実
に努めます。
(原子力 22p)

●市民等への的確な情報伝達
市は、流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図り、
市民等の適切な判断と行動を支援するため、正確で分かりやすい情報
の速やかな伝達、広報に努めます。
(原子力 35p)

●応援要請・派遣要請
市は、必要に応じ、応援協定等を締結した他自治体等に対し速やか
に避難者の受入れ要請等の応援要請を行います。
また、市長は、自衛隊の派遣要請の必要と判断したときは、速やか
に知事に対し派遣の要請を要求するものとします。
(原子力 26p)
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13-3．原子力災害対策
●放射性物質による環境汚染への対処
市は、県、国、原子力事業者、関係機関とともに、放射性物質によ
る環境汚染への対処について必要な措置を行います。学校、公園等、
子どもの生活環境について優先的に配慮して行うものとします。
除染活動により発生した放射性物質汚染土砂等は、生活領域から距
離のある場所に一時的に仮置きし、国が設置する中間貯蔵施設への搬
出が完了するまで、適正に管理します。
(原子力 38p)

●心身の健康管理体制の整備
市は、市民の健康被害防止と市民の安心を確保するため、ホールボ
ディカウンター（ＷＢＣ）による内部被ばく線量の測定を継続的に実
施するとともに、影響を受けやすい子供等の外部被ばく線量の測定を
継続的に実施します。
また、自家消費用農産物や飲料水の放射性物質検査を行い、基準値
を超える飲食物の摂取を防ぐよう努めます。
(原子力 38p)

●風評被害等の影響の軽減
市は、国、県と連携し、農産物や海産物などの風評被害への対策と
して、科学的根拠に基づいた、適切な流通等が確保されるよう、広報
活動に努めます。
また、風評被害の払拭を目的とした消費者向けの販売促進イベント、
農林水産業や地場産業の産品等の安全性のＰＲ、観光客の減少防止の
ための広報活動等に努めます。
(原子力 39p)

●他市町村からの避難者の受入れ
市は、他市町村が全域に及ぶ避難を要する事態が発生し、県及び他
市町村から避難の受入れ要請を受けた場合、市として収容施設の供与
及びその他の災害救助を実施できるよう迅速な対応に努めます。
(原子力 37p)
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