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第１節 計画の目的及び方針 
 

第１ 計画の目的 

本計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第 42条の規定に基づき、西郷村防災会議

が作成する計画であり、県、村、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の防災関係機関が、相互

に緊密な連携を取りつつ、その有する全機能を有効に発揮して、災害予防、災害応急対策及び災害

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

 

第２ 計画の構成 

本計画は、次の各編で構成する。本編は、震災対策編である。 

 

 

第３ 計画の基本方針 

本計画は、防災に関し関係機関を通じて、必要な体制を確立し、実施責任を明確にするとともに、

災害予防、災害応急対策、災害復旧及びその他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的、

計画的な防災行政の整備推進を図るものであるが、計画の樹立及びその推進に当たっては、以下の

事項を基本とする。 

 

１ 防災事業の推進 

治山治水及び地震災害対策をはじめとする各種の防災事業は、防災対策の基本となるので、そ

の実施すべき責任者を明らかにするとともに、その方策について定め、効果的な防災事業の推進

を図る。 

 

 

第１章 総則 

第２章 災害予防計画 

第３章 災害応急対策計画 

第４章 災害復旧計画 

資料編 

第１章 総則 

第３章 災害応急対策計画 

第２章 災害予防計画 

第４章 災害復旧計画 

震災対策編 

風水害等対策編 

西郷村地域防災計画 

地震対策について定める。 

風水害、雪害、火山災害、航空災

害、道路災害、危険物等災害、大

規模な火災、林野火災、原子力事

故の対策について定める。 

各編に関連する資料を掲載する。 

第５章 大規模事故対策計画 
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２ 防災関係機関相互の協力体制の推進 

防災関係機関は、防災活動を的確かつ円滑に実施するため、各機関相互の防災活動が総合的、

有機的に行われるよう応援協力体制の確立を図る。 

 

３ 村民の防災活動の推進 

「自らの身の安全は自らが守る」が防災の基本であり、村民自らが災害に備えるための手段を

講ずるとともに、地域での自主的な防災活動に参加する。 

 

４ 防災施設、設備、資機材等の整備等 

防災関係機関は、災害が発生し、又は発生が予想される場合、円滑な防災活動が遂行できるよ

う、施設、設備、資機材等の整備等を図る。 

 

５ 関係法令の遵守等 

防災関係機関はもちろんのこと、地域住民においても、災害対策基本法及びその他関係法令の

目的、内容等をよく理解し、これを遵守するとともに、防災に関し万全の措置を講ずる。 

 

第４ 計画の推進及び修正 

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

ル等を作成し、その具体的推進に努める。 

また、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認められるときは

これを修正する。 

 

第５ 他計画との関係 

本計画は、村の地域における災害対策に関して総合的かつ基本的な性格を有するものである。し

たがって、水防法に基づく水防計画など、他の法令に基づく防災に関する計画は、この計画を基本

として、関連づけて作成しなければならない。 

 

第６ 計画の周知徹底 

防災関係機関は、平素から防災に関する教育及び訓練を実施し、各種広報媒体を利用する等あら

ゆる機会をとらえ、この計画の習熟及び周知徹底を図る。 

 

１ 防災教育及び訓練の実施 

防災関係機関はもとより、一般企業・団体等においても災害を未然に防止するとともに、その

被害の軽減のため、地域住民等の参加を得て、防災に関する教育及び訓練を実施する。 

 

２ 防災広報の徹底 

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

機会をとらえ、広報の徹底を図る。 
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第２節 防災活動目標 
 

災害の様相は、発災直後からの時間の経過とともに刻々と変化する。そのため、優先すべき災害

対策活動の目標も段階的に変化する。 

防災関係機関等の様々な防災主体が、相互に連携しながらスムーズな災害対策活動を実施するた

めには、各団体に共通の活動目標が基本として存在している事が重要である。 

このため、発災後の基本的な事項について活動目標を整理する。 

 

発災後の時間経過 段階名 活動目標 

直後 

即時対応期 

■初動体制の確立 

・対策活動要員の確保（非常参集） 

・対策活動空間と資機材の確保 

・被災情報の収集・解析・対応 

直後～数時間以内 

■生命・安全の確保（瞬時の対応） 

・初期消火、救助・救出、応急医療活動の展開 

・火災延焼の阻止活動、がけ崩れ・火災延焼に対応した住民

避難誘導活動等 

・広域的な応援活動の要請 

１日目～３日目 緊急時対応期 

■生命・安全の確保（72時間以内の対応） 

・専門部隊等も加えた本格的な行方不明者の捜索、救出活動、

災害医療等の生命の安全に関わる対策 

・広域的な協力による火災消火対策活動、地盤崩壊対策活動

等の遂行 

・道路啓開、液状化、治安維持に関する対策 

・有毒物・危険物の漏洩対策等の二次災害の防止関連対策 

・給食、給水、避難所の開設と運営、救援物資等の調達と配

給、生活関連情報提供等代替サービスの提供 

４日目～１週間 応急対応期１ 
■被災者の生活の安定（ 低限の生活環境） 

・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早急な回復

１週間～１ヶ月 応急対策期２ 

■被災者の生活の安定（日常活動環境） 

・通勤、通学手段、就業、就学環境の早急な回復 

・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復 

１ヶ月～数ヶ月 復旧対応期 

■地域・生活の回復 

・被災者のケア 

・ガレキ等の撤去 

・都市環境の回復 

・生活の再建 

数ヶ月以降 復興対応期 

■地域・生活の再建・強化 

・教訓の整理 

・都市復興計画の推進 

・都市機能の回復・強化 
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第３節 調査研究推進体制の充実 
 

第１ 防災アセスメントの実施及びハザードマップ等の整備 

風水害等や震災の発生危険箇所等について、災害の危険性を地域の実情に則して的確に把握する

ための防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難誘導や防災活動に役立てるため、ハザード

マップ、防災マップ、地区別防災カルテ等の作成を推進する。 

 

第２ 災害素因情報の蓄積と活用環境の整備 

災害対策を効果的に推進するためには、西郷村の自然環境及び社会特性を把握するとともに、村

は様々な災害の詳細情報を地理情報データベースとして空間的な整備に努めるとともに、県による

データベースにフィードバックし、県全体としての災害データベースの質の向上に努める。 

 

第３ 自主防災組織等地域における取り組み 

阪神・淡路大震災、東日本大震災及び平成10年 8.27豪雨では、行政による応急活動の時間的及

び避難施設の限界が明らかとなり、近隣住民による自主防災力の重要性が認識された。 

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

切にし、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な方をはじめとする災害時要援護者の居住者特性を把

握しておくこと、いざという時にとるべき行動について普段から意識し、訓練しておくこと等が大

切である。 

そのため、近隣住民で自主防災組織を形成し、自らの手で地域の防災マップを作成したり、自ら

の災害への対応能力を高めるための訓練・研修に参加する等、災害対応を自らの問題として捉えた

行動が重要となる。 
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第４節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務大綱 
 

第１ 防災関係機関の実施責任 

１ 村  

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

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

公共団体の協力を得て、防災活動を実施する。 

 

２ 県 

西郷村を包括する広域的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護

するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の公共的団体の協力を得

て、防災活動を実施するとともに、村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業

務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関 

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

関、指定公共機関、指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を円滑に行え

るように協力する。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

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

実施するとともに、西郷村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

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

災害時には災害応急措置を実施する。また、西郷村、その他関係機関の防災活動に協力する。 

 

第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 村 

機関名称 事務又は業務の大綱 

村 ① 防災組織の整備及び育成指導 

② 防災知識の普及及び教育 

③ 防災訓練の実施 

④ 防災施設の整備 

⑤ 水防設備の整備 

⑥ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

⑦ 消防活動その他の応急措置 

⑧ 避難対策 

⑨ 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

⑩ 被災者に対する救助及び救護の実施 

⑪ 保健衛生 
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⑫ 文教対策 

⑬ 被災施設の災害復旧 

⑭ その他の災害応急対策 

⑮ その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

白河地方広域市町村圏消

防本部（西郷分署） 

 

① 火災の予防 

② 災害の警戒 

③ 災害の防御 

④ 危険物の安全及び規制 

⑤ 救急、救助 

⑥ 災害情報の収集 

⑦ 自主防災組織の育成 

⑧ 防災思想の普及 

⑨ 災害応急対策 

白河地方広域市町村圏整

備組合 

① 災害時のし尿処理及びごみ処理に関すること 

 

２ 県 

機関名称 事務又は業務の大綱 

県 ① 防災組織の整備 

② 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施につい

ての総合調整 

③ 防災知識の普及及び教育 

④ 防災訓練の実施 

⑤ 防災施設の整備 

⑥ 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

⑦ 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

⑧ 緊急輸送の確保 

⑨ 交通規制、その他社会秩序の維持 

⑩ 保健衛生 

⑪ 文教対策 

⑫ 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

⑬ 災害救助法に基づく被災者の救助 

⑭ 被災施設の復旧 

⑮ その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

３ 指定地方行政機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

東北農政局 

（いわき地域センター） 

① 災害時における主要食料の供給 

東北地方整備局 

（郡山国道事務所、福島河

川国道事務所） 

① 災害情報等の収集・提供、応急対策及び災害復旧等の支援 

② 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

③ 洪水予警報等の発表及び伝達 

④ 水防活動の指導 

⑤ 災害時における交通規制及び輸送の確保 

⑥ 被災直轄公共土木施設の復旧 
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⑦ 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

関東森林管理局（福島森林

管理署白河支署） 

① 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

② 災害復旧用材（国有林材）の供給 

福島労働局（白河労働基準

監督署） 

① 工場、事業所等における労働災害の防止対策 

仙台管区気象台（福島地方

気象台） 

① 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表 

② 気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通

信等の施設及び設備の整備 

③ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震

動に限る）、水象の予報及び警報･注意報、並びに台風、大雨、

竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達する

とともに、これらの機関や報道機関を通じて住民に周知 

④ 気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震

速報の利用の心得などの周知・広報 

⑤ 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザード

マップ等の作成に関して、技術的な支援・協力 

⑥ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、都道

府県や市町村に対して気象状況の推移やその予想の解説等の

実施 

⑦ 都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気

象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動 

 

４ 自衛隊 

機関名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊郡山駐屯部隊

（第６特科連隊） 

① 自衛隊災害派遣計画の作成 

② 災害時に実施する災害応急対策の支援協力 

③ 災害救助のための物品の無償貸付及び譲与 

 

５ 指定公共機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

東日本旅客鉄道株式会社 ① 鉄道施設等の整備及び防災管理 

② 災害対策に必要な物資及び人員の緊急輸送の協力 

③ 災害時における応急輸送対策 

④ 被災鉄道施設の復旧 

東日本電信電話株式会社

（福島支店）、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーション

ズ株式会社、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ、

ＫＤＤＩ株式会社 

① 電気通信施設の整備及び防災管理 

② 災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 

③ 被災電気通信施設の復旧 

日本赤十字社（福島県支

部） 

① 医療、助産等の救護の実施 

② 義援金の募集 

③ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 
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日本放送協会（福島放送

局） 

① 気象（津波）予報、警報等の放送 

② 災害状況及び災害対策に関する放送 

③ 放送施設の保安 

④ 県民に対する防災知識の普及 

東日本高速道路株式会社

（東北支社福島管理事務

所） 

① 道路の耐災整備 

② 災害時の応急復旧 

③ 道路の災害復旧 

日本通運株式会社（福島

支店） 

① 災害時における救援物資、避難者の緊急輸送の協力 

東北電力株式会社（白河営

業所） 

① 電力供給施設の整備及び防災管理 

② 災害時における電力供給の確保及び危険予防措置 

③ 被災電力施設の復旧 

日本郵便株式会社 ① 災害時における郵便事業運営の確保 

② 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援

護対策 

 

６ 指定地方公共機関 

機関名称 事務又は業務の大綱 

社団法人福島県医師会、

社団法人福島県歯科医師

会、社団法人福島県薬剤

師会、社団法人福島県看護

協会、社団法人福島県放射

線技師会 

① 医療助産等救護活動の実施 

② 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

③ 防疫その他保健衛生活動の協力 

社会福祉法人福島県社会

福祉協議会 

① ボランティアの受入れ 

② 生活福祉資金の貸付 

バス機関（社団法人福島県

バス協会、福島交通株式会

社） 

① 被災地の人員輸送の確保 

② 災害時における避難者等の緊急輸送の協力 

放送機関（福島テレビ株式

会社、株式会社福島中央テ

レビ、株式会社福島放送、

株式会社テレビユー福島、

株式会社ラジオ福島、株式

会社エフエム福島） 

① 気象（津波）予報、警報等の放送・報道 

② 災害状況及び災害対策に関する放送・報道 

③ 放送施設の保安 

④ 住民に対する防災知識の普及 

新聞社（株式会社福島民報

社白河支社、福島民友新聞

社株式会社白河支社） 

① 災害状況及び災害対策に関する報道 

社団法人福島県エルピー

ガス協会白河支部 

① 災害時におけるＬＰガスの安全対策の実施 

運輸業者（社団法人福島県

トラック協会、東北トラッ

ク株式会社、郡山運送株式

① 災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 
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会社） 

 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名称 事務又は業務の大綱 

白河農業協同組合 ① 村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

② 農作物の災害応急対策の指導 

③ 農業生産資材及び農家生活資材の確保斡旋 

④ 被災組合員に対する融資の斡旋 

西白河地方森林組合 ① 村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

② 被災組合員に対する融資の斡旋 

西郷村商工会 ① 村が行う商工関係の被害状況調査及び応急対策への協力 

② 災害時における物価安定についての協力 

③ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

西郷村建設業組合 ① 道路・河川等の公共土木施設の応急対策の協力 

② その他災害時における復旧活動の協力 

医療施設の管理者 ① 災害時における病人等の収容及び保護 

② 災害時における被災負傷者の治療救護 

社会福祉施設の管理者 ① 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

② 災害時における入所者の保護及び誘導 

西郷村社会福祉協議会 ① ボランティアの受け入れ 

② 要配慮者の避難及び救護の協力 

西郷村土地改良区 ① 村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

② 水門、水路、ため池等の施設の防災管理 

金融機関 ① 災害時における業務運営の確保及び非常金融措置の実施 

学校法人 ① 避難施設の整備及び避難訓練 

② 災害時における応急教育対策計画の樹立と実施 

大型運搬車両保有者 ① 災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送手段の協力

ガス供給事業者 ① 安全管理の徹底 

② ガス施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

危険物等取扱施設管理者 ① 安全管理の徹底 

② 防護施設の整備 

③ 災害応急対策及びその他の復旧対策の確立 

 



震災対策編 第１章 総則 

第５節 西郷村の概況 

- 10 - 

 

第５節 西郷村の概況 
 

第１ 自然的条件 

１ 位置及び面積 

本村は、福島県の中通り南端に位置し、東西 22.4km、南北 13.5 ㎞の東西に長い村で総面積は

192.32km2である。村の東部は白河市、山々が連なる北部から西部にかけては、下郷町、天栄村、

南部は栃木県の那須町に隣接している。 

 

２ 地勢 

本村は、北西から南東にかけ、緩やかに傾斜している。本村の西側は三本槍岳、旭岳、甲子山、

大白森山、栃木県の茶臼岳、朝日岳と山々が連なっている。 

一方、河川は、那須火山群を源とする千歳川、真名子川、谷津田川、堀川を支流にもつ阿武隈

川が本村のほぼ中心を東へ流下しているほか、栃木との県境には那珂川水系の黒川が流れている。 

 

３ 地質 

本村の地質は、真名子～虫笠～上羽太～柏野～段の原～鶴生～熊倉には、柏野層(河岸段丘構

成層)、追原～西郷瀞～黒川には追原層（河岸段丘構成層、一部埋積堆積物）、川谷～一の又～田

土ヶ入～原中～上新田～下新田には西郷層（河岸段丘構成層、旧谷底埋堆積物）、芝原・伯母沢・

稗返には、那須火山群の山体を形成する安山岩質の溶岩と集塊岩から形成されている。 

また、甲子山東側は花崗岩、赤面山東側は、那須火砕流堆積物により形成されている。 

 

４ 気象 

本村は、冬は大陸から寒冷な西～北西の季節風が降雪をもたらし、夏は太平洋からの高温多湿

な南東季節風が吹いてくる。山間気象の影響を受けるため、比較的冷涼で降水量が多い。 

 

第２ 社会的条件 

１ 人口の推移 

本村の人口は、国勢調査によると、昭和45年から平成 17年にかけては順調に増加していたが、

東日本大震災の影響で平成23年は初めて減少した。増加していた要因として東北自動車道や東北

新幹線の開通など、高速交通網の整備により首都圏との時間的距離が短縮したため、人と物の流

通が多くなったことや、これにより大規模な企業の誘致が実現したためと考えられる。 

また、65歳以上の人口は、昭和45年で 7.2％、平成 17年で 17.1％、平成 22年で 18.4％と県

内においては低いものの、年々高齢化が進んでいることがうかがわれる。 

 

２ 土地利用の推移 

本村は、農業中心の村であるが、東北新幹線や東北自動車道の開通により、本村の東部、白河

市と隣接する地域を中心に商工業が発展している。 

土地利用の現況は、総面積192.32km2のうち田13.12km2（6.82％）、畑7.87km2（4.09％）、宅地

7.61km2（3.96％）、池沼 1.15km2（0.60％）、山林 103.86km2（54.00％）、牧場13.04km2（6.78％）、

原野 12.97km2（6.74％）、雑種地 4.50km2（2.34％）、その他 28.20km2（14.66％）となっている。 
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３ 交通 

本村の鉄道網としては、隣接都市圏を結んでいる東北本線と東京や福島・仙台の主要都市へ連

結している東北新幹線がある。本村東部の白河市と隣接する地区に、東北本線と東北新幹線の駅

である新白河駅がある。 

一方、本村の道路網としては、村東部を走る東北自動車道をはじめ、国道４号、国道289号が

幹線となり、それを補完するように県道が整備されている。本村の国道と県道は東部と東西に走

るルートとなっているが、本村を南北に結ぶ幹線道路としては、村道5189号及び村道 23号があ

り、また、ふるさと農道が整備されることにより交通網が拡充された。 

 

第３ 社会的災害要因の変化 

社会的災害要因として、主に次のような点が大きな影響を与えると考えられる。 

(1) 市街地への人口集中による、被災人口の増大と火災の多発、延焼地域拡大の危険性が高まっ

ている。 

(2) 生活様式の変化により、電力、ガス、上下水道、電話等ライフライン施設への依存度が高ま

っている。 

(3) 自動車利用の普及による交通混乱の拡大が予想される。 

(4) 産業の発展、生活の高度化により危険物等が集積されてきている。 

(5) コミュニティ意識の低下に伴う防災機能の低下が危惧される。 
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第６節 西郷村における災害 
 

第１ 地震災害の履歴 

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）は、マグニチュード 9.0 の

地震で、東北を中心に北海道から関東にかけて震度７～５弱の揺れとなった。また、太平洋側に大

きな津波が発生した。 

本村においては、この地震により震度６弱の揺れを観測し、死者３人、負傷者４人、一般住宅の

全壊約40棟、半壊約 300棟の被害が発生した。 

 

第２ 地震による被害の想定 

県は平成７年度から３ヵ年を通じて地震・津波被害想定調査を実施した。 

この調査は、大規模地震の発生を想定し、地質や地盤の状況、海岸現況、人口、建物の分布状況

の基本データの収集、整理を行い、想定地震を設定し、過去の地震被害例を参考にして、地震動・

液状化等の危険度を想定し、さらに、地震動に起因する人的被害、建物被害、ライフライン被害等

を予測した。 

 

１ 想定地震の設定 

県で行った計画の前提となる想定地震は、次の４種類（内陸部３、海洋部１）である。 

 

〈想定地震の概要〉 

地  震  名 マグニチュード 震源深さ等 

内 

陸 

部 

ア 福島盆地西縁断層帯（台山断層、

土湯断層）を震源とする地震 
7.0 

震源深さ   10 ㎞ 

長  さ   20 ㎞ 

幅         ５㎞ 

イ 会津盆地西縁断層帯を震源とす

る地震 
7.0 

震源深さ   10 ㎞ 

長  さ   20 ㎞ 

幅         ５㎞ 

ウ 双葉断層北部（塩手山断層）を震

源とする地震 
7.0 

震源深さ   10 ㎞ 

長  さ   20 ㎞ 

幅         ５㎞ 

海 

洋 

部 

エ 福島県沖を震源とする地震 7.7 

震源深さ浅部 20㎞ 

東西幅    60 ㎞ 

南北長さ   100 ㎞ 

 

 

２ 被害想定結果 

(1) 被害量 

想定地震ごとの被害想定結果の概要を以下に示す。 
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福島盆地西縁断層帯地震 会津盆地西縁断層帯地震 双葉断層地震 福島県沖地震

想定地震 M7.0、幅5km、深さ10km M7.0、幅5km、深さ10km M7.0、幅5km、深さ10km M7.7、浅部深さ20km

６強：約２９０メッシュ ６強：約300メッシュ ６強：約310メッシュ ６強：0

６弱：約1,160メッシュ ６弱：約2,010メッシュ ６弱：約760メッシュ ６弱：約540メッシュ

５強：約1,860メッシュ ５強：約1,900メッシュ ５強：約1,370メッシュ ５強：約2,090メッシュ

液状化危険度 極めて高い：21メッシュ 極めて高い：139メッシュ 極めて高い：91メッシュ 極めて高い：87メッシュ

斜面崩壊危険度 危険度Ａ：997メッシュ 危険度Ａ：1,346メッシュ 危険度Ａ：586メッシュ 危険度Ａ：331メッシュ

①福島県沖低角断層（地震被害想定の福島県沖地震のモデル）注

・概ね２～４ｍの津波高

・津波による越流は予測されない。

・津波保全施設前面の海浜、港湾、漁港の岸壁での浸水可能性がある。

②福島県沖高角断層注

・概ね２～６ｍの津波高

・１箇所で越流可能性予測

・津波保全施設前面の海浜、港湾、漁港の岸壁の他、越流可能性予測地点の護岸背後地への浸水可能性がある。

木造大破棟：11,306棟 木造大破棟：11,031棟 木造大破棟：7,723棟 木造大破棟：4,733棟

非木造倒壊棟：497棟 非木造倒壊棟：342棟 非木造倒壊棟：217棟 非木造倒壊棟：158棟

火災被害 出火数：最大99火点 出火点：最大97火点 出火点：最大64火点 出火の可能性は低い

※焼失棟数は、冬の夕方６時 焼失棟数：1,604棟 焼失棟数：863棟 焼失棟数：898棟

風速14m/s、出火後30分の場合

死者（夜間）：840人 死者（夜間）：749人 死者（夜間）：553人 死者（夜間）：346人

死者（昼間）：327人 死者（昼間）：278人 死者（昼間）：203人 死者（昼間）：131人

負傷（夜間）：4,324人 負傷（夜間）：4,604人 負傷（夜間）：2,908人 負傷（夜間）：1,632人

負傷（昼間）：4,343人 負傷（昼間）：4,476人 負傷（昼間）：2,948人 負傷（昼間）：1,661人

避難者：51,621人 避難者：38,366人 避難者：28,599人 避難者：35,798人

送水管破損箇所数 43箇所 50箇所 62箇所 31箇所

配水管破損箇所数 約1,400箇所 約1,500箇所 約1,100箇所 約1,300箇所

支障需要家数（直後） 約120,000件 約84,000件 約80,000件 約100,000件

幹線管きょ被害箇所数 24箇所 13箇所 20箇所 19箇所

支線管きょ被害箇所数 80箇所 13箇所 81箇所 72箇所

約1,000本 約2,500本 約3,100本 約3,700本

(410本） (1,000本） (1,220本） (1,460本）

( )は支障対象の本数 ( )は支障対象の本数 ( )は支障対象の本数 ( )は支障対象の本数

約24ｋｍ 約58ｋｍ 約71ｋｍ 約85ｋｍ

（約10ｋｍ） （約23ｋｍ） （約28ｋｍ） （約34ｋｍ）

地下ケーブル被害延長 約0.21ｋｍ 約0.43ｋｍ 約0.28ｋｍ 約0.57ｋｍ

支障需要家数 約9,500件 約7,700件 約7,700件 約12,000件

中圧管被害箇所数 4箇所 0箇所 0箇所 ３箇所

低圧管被害箇所数 約390箇所 約450箇所 約160箇所 約300箇所

電柱被害本数 約1,200本

架空線被害延長 約54km 約54km 約63km 約77km

地下ケーブル被害延長 約5.4km 約19.0km 約15.0km 約23.0km

支障回線数 約9,300回線 約29,000回線 約19,000回線 約34,000回線

緊急輸送道路1次指定路線：20 緊急輸送道路1次指定路線：14 緊急輸送道路1次指定路線：12 緊急輸送道路1次指定路線：14

緊急輸送道路2次指定路線：27 緊急輸送道路2次指定路線：27 緊急輸送道路2次指定路線：20 緊急輸送道路2次指定路線：17

JR東北本線 伊達～南福島 JR只見線 塔寺～会津若松 JR常磐線 坂本(宮城県）～大野 JR常磐線 原ノ町～大野

JR東北本線 松川～杉田 JR磐越西線 山都～広田 阿武隈急行 富野～上保原 JR常磐線 夜ノ森～未続

JR磐越西線 翁島～川桁 会津鉄道 南若松～西若松 JR常磐線 久ノ浜～勿来

阿武隈急行 富野～福島 JR磐越東線 いわき～小川郷

福島交通飯坂線 飯坂温泉～平野

福島交通飯坂線 泉～福島

地震動(１㎞メッシュ数）

被害想定分野 被害想定結果

人的被害

津波被害想定

建物被害

電柱被害本数

電
話

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
被
害

鉄道被害区間

道路被害箇所数

架空線被害延長

上
水
道

下
水
道

電
力

ガ
ス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 想定地震での西郷村における震度 

想定地震別での西郷村における震度は以下のとおりである。 

ア  福島盆地西縁断層帯地震：震度４～震度５弱程度を想定 

イ  会津盆地西縁断層帯地震：震度５弱～震度５強程度を想定 

ウ  双葉断層地震：震度３～震度４程度を想定 

エ  福島県沖地震：震度４～震度５弱程度を想定 

県で行った調査では、「イ 会津盆地西縁断層帯地震」の震度５強程度が村内に発生する地

震で も揺れが大きい地震であると想定されている。その他の想定地震でも村内には震度４～

５弱程度の地震の揺れが発生すると想定されている。 

また、交通混雑が激しい朝・夕の時間帯に地震が発生した場合には、路上での事故や橋りょ

う等に被害が発生し、通勤・通学者を中心とする死傷者の発生規模がさらに拡大するおそれが

ある。 

大きな揺れの場合、村内の防災上重要な施設にも被害が発生することも想定され、機能が損

なわれた場合には、被災地で展開される様々な災害対策活動に大きな支障をきたすことも想定

される。ライフライン施設についても震度５強以上になると、電柱が倒れ停電が起きたり、電
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信柱が倒れ電話線が不通となったり、上水道の管に被害が発生し断水するなどの危険性がある。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 
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第１節 防災組織の整備・充実 
 

村所管課 総務課 

関係機関  

 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、村及び防災関係機関は、防災体制を整備し、広域

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

く自主防災組織等の整備を促進して、防災組織体制の万全を期す。 

 

第１ 西郷村の防災組織 

１ 西郷村防災会議 

(1) 設置の根拠 

災害対策基本法第16条の規定に基づき設置する。 

(2) 所掌事務 

ア 西郷村地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。 

イ 村の地域に係る災害が発生した場合、当該災害に関する情報を収集すること。 

ウ 村の地域に係る災害が発生した場合、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、

県並びに関係市町村、関係機関相互間の連絡調整を図ること。 

エ 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施推進を図ること。 

オ 上記に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関す

ること。 

(3) 組織 

ア 会長は村長をもって充てる。 

イ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

① 指定地方行政機関の職員のうちから会長が任命する者   ６名 

② 県の知事の部内の職員のうちから会長が任命する者    ６名 

③ 県警察官のうちから会長が任命する者          １名 

④ 村長がその部内の職員のうちから指名するもの      ９名 

⑤ 教育長 

⑥ 白河地方広域市町村圏消防本部西郷分署長及び消防団長 

⑦ 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから会長が任命するもの ４名 

ウ 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

 

２ 西郷村災害対策本部 

(1) 設置の根拠 

災害対策基本法第23条の２の規定に基づき設置する。 

(2) 所掌事務 

西郷村防災会議と緊密な連携をもとに、西郷村地域防災計画の定めるところにより村内の災

害予防及び応急対策を実施する。 

(3) 組織 

ア 本部長は村長とする。 

イ 副本部長は副村長、消防団長とする。 



震災対策編 第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の整備・充実 

- 16 - 

ウ 本部員は各課長の職員をもって充てる。 

 

３ 西郷村水防協議会 

(1) 設置の根拠 

水防法第 34条の規定に基づき設置する。 

(2) 所掌事務 

西郷村の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議する。 

(3) 組織 

会長１人及び委員25人以内で組織する。 

ア 会長は村長とする。 

イ 委員は次の中から会長が命じ、又は委嘱した者とする。 

① 関係行政機関の職員       ② 水防に関係のある団体の代表者 

③ 学識経験者 

 

４ 水防本部 

(1) 設置の根拠 

水防法第 33条の規定により定められた水防計画より設置 

(2) 所掌事務 

水防法第 10～13条及び気象業務法第14条の２の規定により、気象、洪水等についての水防

活動に適合する予防及び警報の通知があったときからその危険が解消するまでの間、本村に水

防本部を設置し、水防事務を処理する。 

(3) 組織 

ア 本部長は村長とする。 

イ 副本部長は副村長、消防団長とする（２人）。 

ウ  水防事務員は教育長他、各課長等の職員をもって充てる。 

 

５ 西郷村消防団 

(1) 設置の根拠 

西郷村消防団設置等に関する条例により設置 

(2) 所掌事務 

西郷村の消防事務を処理する。 

(3) 組織 

本部と分団から構成し、分団に班をおく。 

 

第２ 自主防災組織 

１ 設置の目的 

災害対策基本法第５条の規定に基づき、隣保協同の精神により自発的に地域住民が自ら防災活

動の推進を図るため、行政区等を単位として設置するものである。 

 

２ 組織編成 

自主防災組織の編成は、それぞれの規約で定めるところによるが、例示をすると次のとおりで

ある。 
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〈自主防災組織の編成例〉 

 

第３ 応援協力体制の整備 

１ 県、関係機関及び隣接市町村との応援協力体制 

村は、災害について適切な応急措置を実施するため、あらかじめ県や関係機関及び隣接市町村

と相互に連絡調整し、応援協定の締結や細部事項の十分な検討を行い、円滑な組織の整備・運営

が図られるよう努める。 

 

２ 消防の相互応援 

村は、隣接市町村等と消防相互応援協定等に基づき円滑な消防応援体制の整備を図るとともに、

県内全消防本部「福島県広域消防相互応援協定」の効率的な運用が図られるよう体制の整備に努

める。 

また、大規模災害時における消防活動にあたるため、他都道府県及び他都道府県市町村の所有

するヘリコプターによる広域航空消防応援体制等を「大規模特殊災害時における広域航空消防応

援実施要綱」をもとに、整備を進める。 

 

３ 自衛隊派遣要請 

村は、大規模な災害が発生し、自衛隊の派遣要請が必要な場合のために、その手続き等の把握

に努め、迅速な災害派遣活動が実施できるような体制の整備を進める。 

また、本村内には自衛隊演習場があるため、村は自衛隊との連絡体制を確立する。 

 

４ 民間企業等との協力計画 

村は、村内及び所掌事務に関する公共的団体、防災組織、民間企業・団体に対して、災害時に

おける応急対策等について、積極的な協力を得られるよう体制を整える。 

また、必要に応じ協定等の締結を検討する。 

 

第４ その他の防災組織 

不特定多数の者を収容する施設や危険物等取扱施設の管理者は、その施設の用途、規模に応じた

自衛防災組織の整備充実を図る。 

区 長 副区長 情報班（班長） 

消火班（班長） 

救出救護班(班長) 

避難誘導班(班長) 

給食給水班(班長) 

班 員 

班 員 

班 員 

班 員 

班 員 
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第２節 防災情報通信網の整備 
 

村所管課 総務課、企画財政課 

関係機関 県生活環境部、東北地方非常通信協議会 

 

災害時に災害情報システムが十分機能し、活用できる状態に保つために、村及び防災関係機関は、

防災情報通信網を整備するとともに、以下のような安全対策を講ずる。 

 

第１ 防災行政無線等の整備 

１ 西郷村防災行政無線等の整備 

(1) 村は、大規模災害時の住民等に対する災害情報の提供、被害情報の提供、被害情報の収集伝

達手段として、防災行政無線の整備充実に努める。 

(2) 村は、災害時の情報伝達の手段として、防災行政無線のほか、メールや村内のアマチュア無

線の活用等、伝送路の多ルート化や機械整備・電源装置の二重化を推進する。 

 

２ 福島県総合情報通信ネットワーク 

県によって防災通信機能の拡充・強化を目的に、衛星系と地上系による通信の多ルート化、機

械設備・電源装置の二重化、パソコン端末への気象情報配信及び機動的な情報収集活動を行うた

め、衛星可搬局の導入や地上系の画像伝送システムの整備が行われた。 

 

３ 非常通信体制の充実強化 

村は、災害時等に加入電話又は自己の所有する無線通信施設が使用できない時、又は利用する

ことが困難になった場合に対処するため、電波法第52条の規定に基づく非常通信の活用を図るも

のとし、東北地方非常通信協議会の活動を通して非常通信体制の整備充実に努める。 

 

４ 職員参集システム 

県においては、勤務時間外においても速やかな初動体制の確立を目的として、迅速に地震発生、

津波の注意報、警報の発表及び気象警報の発表を伝達するため、総合情報通信ネットワークの中

で職員参集システムを整備している。 

このシステムは、村においても職員参集システムの導入を希望する事により、総合情報通信ネ

ットワークの端末を利用し、携帯電話への情報の伝達が可能となっていることから、積極的な導

入を図る。 

 

第２ その他通信網の整備活用 

村は、管理するコンピューターシステムやデータのバックアック対策を講じる。 
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第３節 地震観測計画 
 

村所管課 総務課 

関係機関 福島地方気象台、県生活環境部、県南建設事務所 

 

県が計測震度計を設置するなど観測体制を整備しており、このデータに基づいて初動体制の確立

を図る。 

 

第１ 地震観測網の活用 

１ 地震観測網 

県の整備した計測震度計が西郷村には存在し、計測震度計により観測された震度情報を、県庁

を経由し震度情報ネットワークシステムを通じて県内各機関に配信することができ、初動体制の

充実・強化に活用されている。 

 

２ 全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）は、気象庁から送信される気象関係情報や、内閣官房から

送信される有事関係情報を、人工衛星を利用して地方公共団体に送信し、村の同報系防災行政無

線を自動起動するシステムである。本村では震度４から起動することとなっており、これを活用

した初動体制を整備する。 
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第４節 都市の防災対策 
 

村所管課 総務課、建設課、関係各課 

関係機関 県南建設事務所、施設管理者 

 

大規模災害時には、木造建築物が散在している所や新白河駅周辺の市街地では災害の危険性が高

くなる可能性がある。そのため、耐震・不燃化の促進を図る必要がある。被害を 小限に防止する

ためには、建築物の耐震化・不燃化の促進、都市公園の整備・保全による防災空間の確保、計画的

な街路整備による避難及び輸送路の確保等により、災害に強い安全なまちづくりを推進する。 

 

第１ 建築物防災対策 

１ 耐震改修促進計画 

村は、「西郷村耐震改修促進計画」（平成 20 年４月）に基づき、村内の旧基準建築物等の耐震

診断措置を高めることにより、不測の事態への対応や、耐震補強工事の実施を促進し、建築物の

安全性の確保を行う。 

(1) 公共建築物 

公共建築物は、耐震化率 90％（平成 27 年度）を目標とし、国庫補助金の助成制度等を活用

して耐震化を図る。 

(2) 民間建築物 

耐震化率 90％（平成 27 年度）を目標として、国の住宅・建築物耐震改修等事業等の補助制

度や耐震改修促進税制の活用を図り、耐震改修技術の普及・建築技術者の養成、耐震相談窓口

の開設・所有者向けの啓発事業等、耐震改修等促進のための施策を推進する。 

 

２ 被災建築物の応急危険度判定制度 

村は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、余震等による二次災害に対して安全

であるかどうかの判定活動を、県の指導のもと建築物応急危険度判定実施体制の整備を民間の建

築士等の協力を得て実施する。 

 

３ 窓ガラス等の落下物防止対策 

村は、関係機関とともに、建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止

対策の重要性について啓発を行う。 

 

４ ブロック塀の倒壊防止対策 

村は、県と協力の下、地震によるブロック塀（石塀を含む。）の倒壊を防止するため、次の施

策を実施する。 

(1) 普及啓発 

ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について、広報紙等を活用して啓発普及を図る。 

(2) ブロック塀設置住民への指導 

ブロック塀の新設又は改修に対し、建築基準法に定める基準の遵守を指導する。 
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５ 建築物の不燃化 

(1) 防火措置を講じた建築物の推進 

村は、耐火建築物、準耐火建築物その他建築基準法で規定する防火措置を講じた建築物の建

築を推進する。 

(2) 特殊建築物、建築設備の防災対策 

建築基準法第 12 条及び建築基準法施行規則第６条により、特定行政庁の指定する特殊建築

物の所有者は、当該建築物の敷地、構造、建築設備について定期的に建築士又は国土交通大臣

が定める資格を有するものに調査させて特定行政庁に報告することが義務付けられている。 

特定行政庁はこの報告により建築物の防災、特に防火、避難対策に重点をおいて補修、補強

又は改善等の指導を行い、建築物の維持管理の適正化及び防災性の向上を図る。 

 

第２ 防災空間の確保 

１ 都市公園等の整備 

都市公園等は、大規模な災害の発生時には、延焼防止、避難地あるいは救援活動の拠点として

防災上重要な役割を担っている。このため、村は、計画的に整備拡大を図り、防災効果を発揮す

る防災空間の確保に努める。 

 

２ 幹線道路等の整備 

道路は、災害時に避難路や防火帯の役目を果たす等重要な役割を果たしている。このため、村

は、災害時の避難路ネットワークとともに、緊急物資の輸送、救急、消防等の緊急活動に効果を

発揮する幹線道路ネットワークの整備を推進する。 

 

３ 防災機能の確保 

村は、都市の基盤として整備される道路や都市公園等を利用し、耐震性貯水槽、備蓄倉庫、ヘ

リポート等の災害時に必要となる施設の整備を推進する。 

 

４ オープンスペースの確保 

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

宅の建設用地、がれきの仮置場等に活用できる公園、グランド、河川敷、農地等のオープンスペ

ースについて、定期的に調査を実施し、その把握に努める。 
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第５節 生活関連施設等災害予防対策 
 

村所管課 上下水道課 

関係機関 
東北電力(株)、(社)福島県エルピーガス協会、ＬＰガス事業者、東日本電信

電話(株)、東日本旅客鉄道(株)、その他関係団体 

 

上下水道施設の耐震性を強化して、災害時の被害を 小限にとどめ、かつ速やかに被害施設の復

旧を可能にするために必要な施策を実施することを目的とする。 

また、電気施設及びガス施設の被害を軽減するため、安定した電力及びガス供給の確保を図ると

ともに、施設の破損等による二次災害を防止するため、予防措置を講ずる。 

 

第１ 上水道施設の予防対策 

１ 水道施設等の整備 

上下水道課は、水道施設の耐震化を図り、水道水の安定供給と二次災害の防止のため、次によ

り水道施設の整備を図る。 

(1) 既存施設の耐震性診断を行い、順次計画的に耐震化を進める。 

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

より、地震被害の軽減を図る。 

(3) 施設の電気設備（情報伝送設備、遠隔監視・制御設備、自家発電設備等）について耐震化を

図る。 

(4) 水道事業の耐震化のための必要経費の確保を図る。 

 

２ 応急復旧用資機材の備蓄 

上下水道課は、応急復旧用資機材を備蓄し、その状況を常時把握する。 

 

３ 相互応援 

上下水道課は、隣接水道事業者等、さらには地震等による同時被災を免れると思われる水道事

業者と応急復旧等の応援活動等相互応援体制の確立を図る。 

 

第２ 下水道施設の予防対策 

１ 下水道施設の整備 

村は、下水道施設の計画、設計、施行及び維持管理に当たり、立地条件に応じ、地震等の災害

に対し次の対策を実施する。 

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

程度の地震等の災害の被害を想定し、施設の複数化、予備の確保等により機能の確保を図り、

また、補修の容易な構造とするなど、復旧対策に重点を置いた整備を図る。 

(2) ポンプ場及び処理場では、地震等の災害時においても 小限の排水機能が確保されるよう整

備を図る。また、停電及び断水に対して速やかに対応できるよう予備電源の確保についても考

慮する。 

(3) 地震等の災害の程度により、排水機能に支障をきたす場合があるので、緊急用として重要な

管渠及び処理場については、バイパス等の整備の検討を行う。 

(4) 液状化対策として、主要な管渠工事に当たっては、事前に地質調査を実施するとともに、埋
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め戻す際に、液状化が起こりにくい材料を使用するなど工法の検討を行う。 

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

震による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう考慮する。 

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

の機能保持を図る。 

 

２ 応急復旧資機材の確保 

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

先調達を図る。 

 

３ 要員の確保 

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

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

を進める。 

 

第３ 電力施設災害予防対策 

電気事業者は、電気施設の被害を軽減し、安定した電力供給の確保を図るため、施設の破損等に

よる二次災害を防止するための予防措置を講ずる。 

また、村は、営業所と連絡をとり災害時に電力の供給を確保できる協力体制を構築する。 

 

第４ ＬＰガス災害予防対策 

ＬＰガス管理者は、災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、初動措

置段階における組織として、災害対策に関する規定及び保安規定に基づく体制を整備し、初動措置

として実施すべき事項を明確にする。 

村は、事業所と連絡をとり災害時にＬＰガスの危険防止と安定供給を受けられるよう協力体制を

構築する。 

 

第５ 電気通信施設災害予防対策 

電気通信事業者は、災害時においても、通信の確保ができるよう、平常時から設備の防災構造化 

等を実施する。 

また、村は、営業所と連絡をとり災害時の通信手段の確保ができるよう協力体制を構築する。 

 

第６ 鉄道災害予防対策 

鉄道事業者は、地震時における旅客の安全と円滑な輸送を図るための予防対策を確立し、かつ、

鉄道施設の耐震性を強化し、被害を 小限にとどめるよう、施設毎に予防措置を講ずる。 

村は、帰宅困難者等の対策等について、鉄道事業者と連絡をとり協力体制を構築する。 
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第６節 道路及び橋りょう等災害予防対策 
 

村所管課 建設課、農政課 

関係機関 
県土木部、県農林水産部、県南建設事務所、東北地方整備局（郡山国道事務

所）、東日本高速道路(株)（郡山・那須管理事務所） 

 

道路施設等の施設管理者は、日頃から道路施設の危険箇所の点検調査とこれに基づく対策工事並

びに橋りょうの点検調査に基づく補強等を実施し、地震に強い施設の確保に努める。 

 

第１ 道路及び橋りょう災害予防対策 

１ 現況 

水害や地震による道路及び橋りょうの被害は、高盛土部における路体や法面の崩壊、切土崩落、

橋りょうの破壊や老朽化による落下等のほか、地盤の亀裂・陥没・沈下・隆起に伴う道路及び橋

りょう等施設の破壊が予想される。 

地震時だけでなく大規模災害に対する、道路及び橋りょうの危険箇所も抱えており、道路の保

全、橋りょうの落橋防止対策について改善する必要がある。 

 

２ 計画目標 

道路管理者は、法面崩壊、土砂崩壊、落石等については、法面防護工の設置、落石防止工の設

置を進める。 

また、老朽橋、耐震設計を満足していない橋りょうについては、架替え、補強を推進し、落橋

防止対策を行う。 

 

３ 実施計画 

(1) 道路の整備 

道路管理者は、道路法面の崩壊が予測される個所、路体の崩壊が予測される箇所等を把握し、

対策の必要な箇所について工法決定のための調査を行い、その対策工事の実施に努める。 

(2) 橋りょうの整備 

道路管理者は、既設橋りょうについては、「道路防災総点検について」（平成８年８月９日付

け建設省通知）に基づき、平成８・９年度に実施した道路防災総点検の結果により、耐震対策

が必要な橋りょうについて、「橋、高架等の技術基準について」（平成 13 年 12 月 27 日付け国

土交通省通知）を適用し、耐震対策を実施することを基本とする。 

ただし、優先的に耐震補強対策を実施する必要のある橋りょうについては、「『緊急輸送道路 

の橋梁耐震補強３箇年プログラム』の策定について」（平成 17 年６月 28 日付け国土交通省事

務連絡）にある「『緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラム』耐震補強マニュアル」を

適用し、耐震対策を実施することとする。 

(3) 道路開通用資機材の確保 

道路管理者は、事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急輸送路としての機能

を確保できるよう各関連団体との協力体制を充実し、体制の整備を図る。 
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第２ 農道・林道及び橋りょう災害予防対策 

１ 現況 

水害や地震では農道・林道の被害は、切土部及び山腹斜面の土砂崩落、落石の発生、局所的な

高盛土部における路体の崩壊、老朽化による橋りょうの落下等が予想され、これらに対応した対

策が必要である。 

 

２ 計画目標 

道路管理者は、農山村地域の生活道路として、また、避難路としての機能を確保するため、土

砂崩壊及び落石等の危険箇所に対する法面防護工の設置、また、老朽橋については、架替え、補

強を推進して震災時の通行及び輸送の確保を図る。 

 

３ 実施計画 

(1) 農道・林道の保全整備 

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

もに、県との協議の上、計画を樹立し、法面保護施設の工事を実施し、危険箇所の解消を図っ

ていく。 

(2) 橋りょうの整備 

農道橋りょうは、道路橋示方書により設計施工されているが、経年により老朽化した橋りょ

うについては、道路管理者が点検し、耐震上不十分であれば補強について、県と協議の上対策

を実施する。 

また、林道橋りょうについては、林道技術指針に基づき、耐震構造として設計架橋されてい

るが、老朽橋並びに木橋については、架替え、補強の必要があり、林道管理者の調査計画によ

り順次実施する。 
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第７節 河川施設災害予防対策 
 

河川、ダムなどは、地域住民の生命・財産を守り、産業の発展に欠かせない施設である。これら

の施設の整備に当たっては耐震性に十分配慮し、計画的に予防対策を実施する。 

 

村所管課 建設課、農政課 

関係機関 県土木部、県農林水産部、県南建設事務所、県南農林事務所 

 

第１ 河川管理災害対策 

河川管理者は、河川改修の良好な維持管理に努める。 

また、地震により河川管理施設が被災した場合は、早急に復旧し浸水被害に備える。 

 

第２ ダム施設等災害対策 

ダムは、河川管理施設等構造令等に基づき設計、施工されたものであり、ダム管理者は、防災計

画目標として、「改訂・ダム構造物管理基準」（1986 年５月社団法人日本大ダム会議）により保守管

理を行う。 

 

第３ ため池施設災害対策 

ため池の管理者は、土地改良事業長期計画により、ため池等整備事業により、災害を及ぼすおそ

れのある緊急性の高い地区について重点的に整備を進める。 

 



震災対策編 第２章 災害予防計画 

第８節 地盤災害等予防対策 

- 27 - 

第８節 地盤災害等予防対策 
 

村所管課 建設課、農政課、総務課 

関係機関 県南建設事務所、県南農林事務所 

 

急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流地区、山地に起因する災害危険箇所では、地震、台風や

集中豪雨による土砂災害により被害が発生し、住民の生命、財産に多大の損害を与える可能性があ

る。 

本村でも、平成10年の集中豪雨の土砂災害によって、人的被害を受けた。このことからも、その

危険性を再認識するとともに、土砂災害を未然に防止するための対策を講じる。 

 

第１ 土砂災害対策 

１ 現状 

本村では、急傾斜地崩壊危険箇所が27箇所、土石流危険渓流地区25箇所、山腹崩壊危険地区

28箇所、崩壊土砂流出危険地区28箇所、砂防指定地６箇所が対象となっている。 

 

２ 計画 

県及び村は、山崩れ等の土砂災害を防止するため、土石流対策、地すべり対策、急傾斜地崩壊

対策、道路落石等対策、治山対策、森林整備対策、宅地防災対策等、次の予防対策の実施に努め

る。 

(1) 災害防止のための治山事業等 

(2) 法面工事による急傾斜地崩壊対策事業や砂防ダム等施設の整備 

(3) 森林管理署や森林組合、森林所有者と一体となった保安林を始めとする森林整備の推進 

(4) 県や関係機関と協力した危険箇所の実態調査及びパトロールの強化 

(5) 危険区域内の住民への大雨注意報、大雨警報及び台風情報等の伝達体制の整備 

(6) 危険区域内に災害又は特異事象が発生した場合の早期把握や監視体制及び連絡体制（非常時

活動体制）の整備強化 

(7) 土石流、地すべり、がけ崩れ等による災害を防止するため、危険区域内の住民、土地所有者、

管理者等に対しての防災措置の積極的な指導 

(8) 県と連携し、土石流、地すべり、がけ崩れ等の危険箇所への標識設置等による住民への平常

時からの災害の危険性及び災害時の避難体制等についての周知徹底 

(9) がけ地崩壊等（土石流及び地すべりを含む）の災害防止のため、県と一体となった危険区域(建

築基準条例により建築を制限している区域)の既存不適格住宅の移転促進 

 

第２ 造成地の災害予防対策 

県は、造成地に発生する地震による災害の防止を図るため、宅地造成等規制法、都市計画法、建

築基準法においてそれぞれ規定されている宅地造成、開発許可及び建築確認等の審査及び当該工事

の施工において、指導、監督を行う。 
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第３ 二次災害の予防対策 

県及び村は、余震あるいは降雨等による二次的な災害を防止するための土砂災害等の危険箇所を、

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

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

避難誘導体制等について検討する。 
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第９節 火災予防対策 
 

村所管課 総務課、建設課、農政課、関係各課 

関係機関 
県生活環境部、県南建設事務所、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、

消防団 

 

火災の発生を未然に防止し、また、一旦火災が発生した場合の被害の軽減を図るため、火災予防

に関し必要な事業及びその他の対策について定める。 

 

第１ 出火防止対策 

村及び消防機関は、関係機関と協力し、次の火災予防対策を実施する。 

 

１ 火災予防思想の普及啓発 

村及び消防機関は、村民に対する防火思想の普及及び火災予防の徹底を図るため、春・秋の全

国火災予防運動をはじめとする各種火災予防運動等を通じ、火災予防思想の普及啓発を積極的に

推進する。 

また、地域における防災知識及び予防思想の普及を図るため、自主防災組織、幼年消防クラブ

や婦人消防クラブ等の育成に努める。 

 

２ 住宅火災予防思想の普及啓発 

村及び消防機関は、火災発生を防止するため、住宅防火診断の実施や住宅用火災警報器の普及

に努める。住宅防火診断を実施する場合には、被災の危険性の高い寝たきり又は一人暮らしの高

齢者、身体障がい者の家庭を優先的に実施する。 

また、公共建築物は原則として耐火構造とし、その他の建築物についても、広報により不燃及

び耐火建築の推進に努める。 

 

３ 防火管理者制度の効果的運用 

消防機関は、防火管理者講習等を開催するとともに、選任義務のある防火対象物には必ず防火

管理者が置かれるように届出を提出させる。 

 

４ 予防査察指導の強化 

消防機関は、出火の危険性を把握し、火災を未然に防止するため、防火対象物及び危険物等取

扱施設に対し計画的な予防査察を実施し、防火管理の指導、消防用設備等の改善、勧告を行う。特

に旅館、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設については、立入検査を励行し管理権限者に

対する防火体制の徹底について指導を行う。 

 

５ 火災原因調査 

消防機関は、火災原因の究明に努め、その調査結果を火災予防に反映させる。 
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第２ 初期消火体制の整備 

１ 消火器等の普及 

村及び消防機関は、災害発生時における初期消火の実行性を高めるために、各家庭における消

火器、消火機材の普及に努めるとともに、消火器の設置義務がない事業所等においても、消火器

等の設置及び火災警報装置の普及を指導する。 

 

２ 自主防災組織の初期消火体制 

村及び消防機関は、地域ぐるみの初期消火体制確立のため、自主防災組織を中心とし、消火訓

練や防火防災講習会等を通じて、初期消火に関する知識、技術の普及を図る。 

 

３ 家庭での初期消火 

村及び消防機関は、家庭における火災発生時の初期消火の重要性及びその方法について啓発指

導するため、一般家庭を対象として消火器具の使用方法、初期消火の具体的方法等について広報

及び講習会を実施する。 

 

第３ 火災拡大要因の除去計画 

１ 道路等の整備 

村は、計画的に道路網及び公園施設の整備を推進し、延焼の効果的な抑止を図るとともに、緊

急通路の確保及び円滑な消防活動環境の確保に努める。 

 

２ 建築物の防火対策 

村は、公共建築物は原則として耐火構造とし、公共建築物以外の建築物については、広報等に

より不燃及び耐火建築の推進を啓発指導する。 

 

３ 薬品取扱施設対策 

消防機関は、教育施設、薬局等における薬品類は、延焼又は落下により発火、爆発する危険性

を有しているため、これらの施設に対し、薬品類の管理及び転落防止について指導する。 

 

第４ 消防力の強化及び広域応援体制の整備 

村及び消防機関は、消防資機材等の整備にあたっては、年次計画を立て、国庫補助制度、県単独

の補助制度等を積極的に活用して充実強化を図るとともに、消防団員についても組織の活性化を図

りながら、地域の実情に応じた配置とするよう努めるとともに、消防団の育成強化に努める。 

また、隣接市町村等と消防相互応援協定の締結を促進するとともに、円滑な応援体制の整備を図

る。 

 

第５ 消防水利等の整備拡充等 

１ 消防水利等の整備拡充 

村及び消防機関は、県の指導のもと、消火栓、防火水槽、プール等の人工水利の整備及び河川、

池等の自然水利の確保により火災鎮火のために消防とともに不可欠な消防水利の適正な配置を行

い、消防有効水利の基準の達成に努める。また、耐震性貯水槽の整備について検討する。 
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２ 化学消火薬剤の貯蔵管理 

村は、県が特殊火災に対応するため、購入している化学消火薬剤の管理等の委託を受けた場合

には、「福島県化学消火薬剤備蓄管理要綱」に基づき、貯蔵管理を行う。 

 

第６ 救助体制の整備 

村は、自主防災組織にコミュニティ資機材整備による救助用資機材を整備し、かつ訓練を行うな

ど初期救助体制の整備を図る。 

消防機関は、高性能の救助工作車、高規格救急車や高度救助用資機材を整備し、各種災害に対応

できるよう訓練を充実する。 
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第１０節 積雪対策 
 

村所管課 総務課、建設課、商工観光課 

関係機関 県生活環境部、県南建設事務所 

 

積雪期において地震が発生した場合、緊急輸送、避難等に支障がでるおそれがある。このため、

県、村及び防災関係機関においては、積雪対策を推進し、地震災害の軽減に努める。 

 

第１ 交通路の確保 

１ 道路交通の確保 

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

輸送路の確保を図ることが重要である。 

このため、道路管理者は、除・排雪体制の充実を図る。 

 

２ 航空輸送の確保 

村は、孤立が予想される集落のヘリポートを指定するとともに、災害時の臨時ヘリポート（場

外離発着場を含む。）の除雪体制の強化を図る。 

 

第２ 孤立対策 

土砂災害や雪崩等によって道路が通行できない場合、甲子温泉等の中山間地域では、孤立するこ

とが予想される。そのため、観光施設及び村では、次の事前措置を行う。 

(1) 食料等の備蓄 

(2) 無線等の通信手段の確保 

(3) 臨時ヘリポートに活用可能な空地の選定 
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第１１節 緊急輸送路等の指定 
 

村所管課 総務課、建設課 

関係機関 
県生活環境部、県南建設事務所、白河警察署（西郷駐在所、甲子高原駐在所、

新白河交番） 

 

第１ 緊急輸送路等の指定 

１ 緊急輸送道路の指定 

県は、県庁、地方振興局、市町村役場、福島空港及び隣接県の主要路線と接続する路線等を第

１次から第３次の緊急輸送路として指定している。 

村は、村役場と各防災拠点を結ぶ道路を村の緊急輸送道路として指定する。 

 

〈県指定緊急輸送道路の種類〉 

第１次確保路線 
県内の広域的な輸送に不可欠な、高速自動車道、国道等の主要幹線道路で、

優先に確保すべき路線 

第２次確保路線 
県災害対策地方本部、市町村災害対策本部等の主要拠点と接続する幹線道

路で、優先的に確保すべき道路 

第３次確保路線 第１次、第２次確保路線以外の緊急輸送路 

 

〈村指定の緊急輸送路一覧〉 

番号 路線番号 路線名 起 点 終 点 

一級村道       

① 2 米高助線 米字上畑141 鶴生字前谷地51 

② 6 原中四ッ門線 真船字芝原302-2 小田倉字大清水22 

③ 3 高助追原四ッ門線 真船字川谷5-1 鶴生字滝の沢49 

二級村道       

④ 26 上芝原台上線 真船字芝原282-1（左） 小田倉字黒森5-171 

⑤ 27 大清水伯母沢線 小田倉字稗返4-4 小田倉字伯母沢3-1 

⑥ 29 上新田大平線 小田倉字飯豊47-7 小田倉字大平207-2 

⑦ 23 駅前西線 米字狐窪21 道南西 114 

⑧ 22 米・長坂線 長坂字入道山2-1 長坂字長坂103 

⑨ 24 折口追原線 柏野字金井坂69 熊倉字火灯山97 

⑩ 25 川谷由井ヶ原線 真船字蒲日向104 鶴生字由井ヶ原392 

その他村道       

⑪ 5189 上新田中久保線 小田倉字立出29-1 羽太字弥六林6-68 

⑫ 4045 折口原１２号線 熊倉字折口原５９０ 熊倉字東高山1-423 

⑬ 2078 役場前線 熊倉字折口原142 熊倉字折口原816 

⑭ 3070 椙山・嫁塚線 米字粍窪31 羽太字狸屋敷204 

⑮ 5124 岩下 1号線 小田倉字岩下37-1 小田倉字岩下103-2 

⑯ 5130 小田倉前原線 小田倉字前原16-1 小田倉字前原1-48 

⑰ 5138 大平 6号線 小田倉字大平81 小田倉字狼山合45-1 
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⑱ 2049 自衛隊しょう舎前線 鶴生字由井ヶ原134-2 鶴生字追原108-2 

⑲ 4080 一の又台上線 小田倉字上々野原1-38 小田倉字伯母沢33-3 

⑳ 5093 区画２号線 道南西74 前山西 9 

 

２ 輸送拠点の指定 

村は、村内の緊急輸送を確保するため、ヘリコプター臨時離着陸場及び物資受け入れ拠点を指

定する。 

 

第２ 緊急通行車両の確保 

村は、災害時に災害応急対策を実施するために使用される計画のある車両等についてはあらかじ

め、福島県公安委員会へ事前に届出を推進する。事前届出に関する手続き等は「緊急通行車両等の

事前届出・確認手続き等要領」による。 
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第１２節 避難対策 
 

村所管課 総務課、健康推進課、教育委員会、福祉課、関係各課 

関係機関  

 

大規模な災害に伴う土砂災害では、迅速に安全な場所に避難することが人命を守る上で重要とな

る。また、大規模な地震災害は、火災等の二次災害とあいまって、大規模かつ広域的な避難となる

ため、適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。 

 

第１ 避難計画の策定 

村は、災害発生時に、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、次の事項を内容とした避難計画を

策定する。 

なお、避難計画の策定に当たっては、避難の長期化について考慮する。 

(1) 避難の勧告又は指示を行う基準 

(2) 避難の勧告又は指示の伝達方法 

(3) 避難場所及び避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口及び責任者 

(4) 避難場所及び避難所への経路及び誘導方法 

(5) 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

ア 給水措置 

イ 給食措置 

ウ 毛布、寝具等の支給 

エ 衣料、日用必需品の支給 

オ 負傷者、疾病者に対する応急救護 

カ ペットとの同行避難のためのゲージ等の支援 

(6) 避難所の管理に関する事項 

ア  避難所の管理者及び運営方法 

イ 避難収容中の秩序保持 

ウ 避難者に対する災害情報の伝達 

エ 避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

オ 避難者に対する各種相談業務 

(7) 避難所の整備に関する事項 

ア 収容施設 

イ 給食施設 

ウ 給水施設 

エ トイレ施設（仮設トイレ、防疫用資機材、清掃用資機材等） 

オ 情報伝達施設 

カ ペット等の保管施設 

(8) 高齢者や障がい者等の避難行動要支援者に対する救援措置に関する事項 

ア 情報の伝達方法 

イ 避難及び避難誘導 

ウ 避難所における配慮等 

エ デイサービスセンター等の福祉施設の活用等 
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なお、避難行動要支援者に対する救援措置については、民生委員・児童委員、消防団、行政

区、自主防災組織、ボランティア団体等との連携についても考慮する。 

(9) 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 

ア 広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

イ  標識、誘導標識の設置 

ウ 住民に対する巡回指導 

エ 防災訓練の実施等 

 

第２ 避難所の選定 

避難計画の避難場所及び避難所の選定基準等は概ね次のとおりとするが、選定基準により難い場

合は、地域の実情に応じて定める。 

村は、指定にあたって施設管理者の協議し承諾を得るとともに、緊急時の施設の解放や利用につ

いて取り決めを行う。 

なお、指定した避難所で不足する場合には、県を経由して厚生労働省と協議の上、公的宿泊施設、

旅館、ホテル等の借上げ等による避難所を開設することも可能であるので、あらかじめ協定を締結

するなど日頃から連携を図っておく。 

〈選定の基準〉 

避

難

所 

① 避難所における避難者１人当たりの必要面積は、概ね２ｍ2以上とする。 

② 避難所は、要避難地区のすべての住民を収容できるよう配置する。 

③ 避難所は、がけ崩れや浸水等の危険の無い所とする。 

④ 原則として耐震構造（昭和56年以前に建築されたものは耐震診断を行い、安全

が確認されたもの）の耐火・準耐火建築物で、できる限り生活面での障がいが除

去（バリアフリー化）された公共施設とすることが望ましい。 

避

難

場

所 

① 避難場所は、安全が確保され、必要な規模を備えているか、地域の実情に応じ

て選定する。 

② 延焼火災の発生するおそれが大きい地域にあっては、一次避難場所、広域避難

場所を避難路の選定と合わせて確実に避難が可能となるように、体系だった選定

を行う。 

③ 学校のグランド等を選定する場合は、臨時ヘリポート、応急仮設住宅建設予定

箇所等と重複しないように調整する。 

 

第３ 避難路の選定 

村は、次の基準で避難路を選定する。 

(1) 避難路は、概ね８ｍ以上の幅員とするが、この基準により難い時は、地域の実情に応じて選

定する。 

(2) 避難路は、相互に交差しないものとする。 

(3) 避難路沿いには、火災、爆発等の危険性の高い工場等がないものとする。 

(4) 避難路の選定にあたっては、周辺地域の状況及び災害の状況により使用不可能となった場合

を考慮し、複数の道路を選定する。 
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第４ 避難所等の周知 

村は、災害時における避難の万全を期すため、広報紙、掲示板、パンフレット等により、村民に

地域内の避難場所、避難所、避難路及び避難指示方法について周知する。 

 

第５ 学校、病院等における避難計画の策定 

学校、病院、社会福祉施設等の防災上重要な施設の管理者は、避難計画を作成し、避難対策の万

全を図る。 
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第１３節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 
 

村所管課 健康推進課、総務課 

関係機関 県保健福祉部、県南保健福祉事務所、村内医療施設、その他関係団体 

 

災害時には、広域的なあるいは局地的に、救助や医療救護を必要とする多数の傷病者が発生する

ことが予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、その機能が停止することも予想

される。そのため、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保するために必要な医

療(助産)救護・防疫体制の整備充実を図る。 

 

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

１ 医療（助産）救護体制の確立 

村は、災害による医療（助産）救護活動体制について、関係機関等と調整を図るとともに、自

主防災組織の活用も図りながら、医療（助産）救護体制の確立を図る。 

(1) 救護所の指定及び整備と住民への周知 

(2) 医療救護班の編成体制の整備 

(3) 自主防災組織の応急手当能力の向上 

 

２ 災害時医薬品等備蓄供給体制の確立 

村は、災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について、「福島県災害時医薬品等備蓄

供給事業の概要（災害時医薬品等供給マニュアル）」に基づき調達計画を策定する。 

 

３ 血液確保体制の確立 

村は、災害時における血液の不足に備え、日常的に献血の促進について普及啓発を図る。 

 

４ 搬送手段の確保 

村は、現地及び救護所から後方医療機関までの重症患者の搬送や医療救護班の搬送について、

自動車、ヘリコプター等の手段を用い確保する。 

 

第２ 防疫対策 

村は、災害時における防疫体制の確立を図り、防疫用薬剤及び資機材の備蓄や調達計画の確立を

図る。 

また、感染症患者又は病原体保有者に対する隔離病舎の把握と患者又は病原体保有者の搬送体制

の確立を図る。 

 

第３ 応援医療体制の整備 

村は、災害時における、初期医療、救急搬送、後方医療、医薬品及び医療資器材の調達等全ての

医療救護において、県や関係機関等と広域的な応援協力について情報連絡するための体制を整備す

る。 
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第１４節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備対策 
 

村所管課 総務課、農政課、商工観光課 

関係機関 観光施設、事業所 

 

住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努めるとともに、災害発生時における応急

対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備を図る。 

また、住民は 低３日分の食料、飲料水等の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中

電灯、ラジオ、乾電池等）を日頃から備える。 

 

第１ 食料、生活物資等の調達及び確保 

村は、県及び関係機関との協力のもと、食料、生活物資の調達及び確保に努める。 

 

１ 食料 

(1) 村は、必要に応じ、非常用食料の備蓄を行うとともに、食料関係機関及び保有業者と食料調

達に関する協定を締結する。 

(2) 村は、防災週間や防災関連行事等を通じ自主防災組織、住民、宿泊施設、事業者に対し、

低３日分の備蓄についての啓発を図る。 

(3) 村は、災害応急対策に従事する職員用として食料の確保に努める。 

 

２ 生活物資 

(1) 村は、必要に応じ、生活物資の備蓄を行うとともに、卸売業者、小売業者と物資調達に関す

る協定を締結する。 

(2) 村は、防災週間や防災関連行事等を通じ、自主防災組織、住民、宿泊施設、事業者への備蓄

の啓発に努める。 

〈村の備蓄目標〉 

東日本大震災における避難者数１日分（３食）とする。 

 348人 × ３食 ＝ 1044 食 

 

３ 飲料水等の確保 

(1) 村は、被災後３日間は、被災者１人１日３リットルを目標として、応急飲料水を確保及び応

急給水資機材の整備（備蓄）に努める。 

(2) 村は、応急飲料水を確保するため、湧水、井戸水等の所在の把握に努める。 

(3) 村は、防災週間や防災関連行事を通じ、自主防災組織や住民に対し、 低３日分の飲料水の

備蓄に努めるよう啓発を図る。 

(4) 村は、食料品とともに飲料水（ペットボトル等）についても、広域的な調達能力を有する販

売業者に対し、災害発生時における円滑な供給体制の整備を図る。 
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第２ 防災用資機材等の整備 

１ 防災資機材の整備 

村は、災害時に必要とされる救出用などの応急活動用資機材の整備充実を図る。 

また、建設業組合等と協定等を結び調達体制の整備に努める。 

 

２ 備蓄倉庫等の整備 

村は、公共施設、避難所等における食料等の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に努める。 

また、学校の空き教室等の活用についても検討を行う。 
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第１５節 防災教育 
 

村所管課 総務課、建設課、農政課、教育委員会 

関係機関 県生活環境部、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、事業所 

 

災害発生の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るため、村及び防災関係機関は、

防災業務に従事する職員の防災知識の向上及び技能の習得を図るとともに、住民一人ひとりが日頃

から災害に対する正しい認識を身につけ、冷静かつ的確な対応ができるよう、防災知識の普及と防

災意識の高揚に努める必要がある。 

 

第１ 住民に対する防災教育 

村は、災害予防運動期間や災害が発生しやすい時期を重点として、各種防災訓練、講演会、研修

会等の行事や、防災の手引き、パンフレット等を作成し、住民に防災知識の普及啓発活動を実施す

る。 

〈防災教育の概要〉 

実施時期 

１月 防災とボランティア週間（１月15日～１月 21日） 

防災とボランティアの日（１月17日） 

文化財防火デー（１月26日） 

３月 春季全国火災予防運動（３月１日～３月７日） 

全国山火事予防運動（３月１日～３月７日） 

５月 水防月間（５月１日～５月31日） 

６月 がけ崩れ防止週間（６月１日～６月７日） 

土砂災害防止月間（６月１日～６月30日） 

７月 国民安全の日（７月１日） 

８月 防災週間（８月30日～９月５日） 

９月 防災の日（９月１日） 

11月 秋季全国火災予防運動（11月９日～11月 15日） 

内容 

① 災害に関する一般的な知識（災害発生時の心得等） 

② 家庭での予防、安全対策 

低３日分の食料、飲料水の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラ

ジオ、乾電池等）の準備や家具等の転倒防止等 

③ 避難場所、避難路、避難指示方法、応急救護方法、住宅内外の危険箇所

の把握 

 

第２ 防災上重要な施設における防災教育 

村及び消防機関は、病院、社会福祉施設、旅館等の不特定多数の者を収容する防災上重要な施設

の管理者等に対し、各種講習会等を通じて防災教育の徹底を図る。 
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第３ 防災対策要員に対する防災教育 

村は、職員（防災対策要員）に対し、災害時における適切な判断及び各種防災活動の円滑な実施

を確保するため、講習会や研修会等を開催し、必要な防災教育を実施する。 

 

第４ 学校における防災教育 

学校における防災教育は、安全教育の一環として幼児・児童・生徒及び職員の生命、身体の安全

を守るために行うものである。 

村は、避難訓練などの学校行事や、教科における自然災害、防災対策、行動、応急措置等につい

て、学校種別や幼児・児童生徒の発達段階に応じて指導を実施する。 

また、教職員への防災研修を行い、災害発生時の指示、指導が的確にできるようにする。 
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第１６節 防災訓練 
 

村所管課 総務課、建設課、関係各課 

関係機関 

県生活環境部、県土木部、県南地方振興局、白河警察署（西郷駐在所、甲子

高原駐在所、新白河交番）、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、そ

の他防災関係機関、事業所 

 

災害発生時に迅速かつ的確な行動を行うためには、災害時にどのような行動をとるべきか、災害

時の状況を想定した日頃からの訓練が重要である。 

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

訓練を実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調体制の確立及び防災体制の充実

を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図る。 

なお、各種の防災訓練の実施に当たっては、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者の参加につ

いても配慮する。 

 

第１ 総合防災訓練 

大規模な地震、風水害等の発生を想定し、村単独又は県及び防災関係機関や地域住民等の参加の

下に総合的な防災訓練を毎年実施し、防災対策の習熟と防災関係機関相互の連絡協調体制に確立を

図り、併せて住民の防災意識の高揚を図る。 

訓練は、次の項目を基本に実施する。 

〈総合防災訓練の項目〉 

① 非常招集及び自主参集、災害対策本部設置、災害情報収集、被害状況調査、広域応

援要請 

② 火災、救急・救助等の通報、避難、避難誘導（避難行動要支援者の避難支援を含む）、

救助、救急 

③ 地域住民による初期消火、消火、化学消火、林野火災防御、集団救急事故対応 

④ 避難所設置、給水、給食（炊き出し）、ボランティア受入れ、ボランティアセンター

の設置 

⑤ 交通規制、道路等の障害物除去、道路応急架橋、無線通信 

⑥ 上下水道施設応急復旧、水質検査、電力施設応急復旧、電信電話施設応急復旧、都

市ガス施設応急復旧、ＬＰガス施設応急復旧 

⑦ 救援物資緊急輸送及び受入れ・仕分け、備蓄品の供与等 

 

第２ 個別訓練 

１ 個別訓練 

(1) 水防訓練 

村及び防災関係機関は、水防訓練を実施し、水防活動に必要な知識と水防作業の指導、更に

情報の伝達、資料管理等の確認迅速化を徹底させるとともに、住民に対する水防意識の高揚を

図る。 

(2) 通信訓練 

村及び防災関係機関は、通信訓練を実施し、大雨、洪水時の情報の受伝達、災害発生時の被
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害状況の把握及び応急対策の指令を迅速かつ適切に行う。 

(3) 動員訓練 

村及び防災関係機関は、動員訓練を実施し、災害時の職員の動員を迅速に行う。 

(4) 災害対策本部運営訓練 

村及び防災関係機関は、災害対策本部運営訓練を実施し、災害発生時の本部の設置、職員の

動員配備、本部会議の召集等、本部の運営を適切に行う。 

(5) その他の訓練 

村は、防災活動の円滑化を図るため、消火、救出救助、避難誘導、給食給水等の訓練を実施

する。 

(6) 訓練の評価と地域防災計画等への反映 

村は、訓練の実施後においては地域防災計画、各種の行動マニュアル等が現実的に機能する

かどうか、その点検・評価を行い、問題点を明らかにするとともに、必要に応じて防災体制等

の改善を図る。 

 

２ 事業所、自主防災組織及び住民の訓練 

(1) 事業所（防火管理者）における訓練 

消防法で定められた防火管理者は、その定める消防計画に基づき、訓練を毎年実施する。 

また、地域の一員として、事業所の特性に応じた防災対策行動により、村、消防機関及び地

域の防災組織の行う防災訓練への積極的な参加に努める。 

(2) 自主防災組織等における訓練 

自主防災組織等は、村及び消防機関の指導・支援のもと、地域の事業所とも協調して組織的

な訓練を実施する。 

訓練項目は、情報収集伝達訓練、消火訓練、救出・応急手当て訓練、給食給水訓練、避難訓

練及び避難行動要支援者の安全確保訓練等を行う。 
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第１７節 自主防災組織の整備 
 

村所管課 総務課 

関係機関 白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、事業所 

 

災害発生の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るため、村及び防災関係機関が防

災対策を講ずるとともに、地域住民が、「自らの命と地域は自分たちで守る」という意識のもとに、

地域における相互扶助による防災活動の中心として、自主防災組織において、日頃から積極的に活

動を行うことが重要である。 

 

第１ 自主防災組織の育成指導 

村は、自主防災組織の設置及び活動の充実を促進するため積極的に広報活動を展開し、研修会、

防災訓練等を開催しながらコミュニティ活動の中核としての自主防災について、十分な理解を得ら

れるよう努める。 

〈自主防災組織の編成基準〉 

① 適正規模の地域単位となること。 

② 昼間人口が減少する地域では、日中の活動が確保できる規模であること。 

③ 事業所内の自衛消防組織を地域の自主防災組織として積極的に位置づけること。 

④ 基本的事項について規約等を設け、活動内容を明確にすること。 

⑤ 自主防災組織のリーダーを育成すること。 

 

第２ 自主防災組織の活動 

１ 自主防災計画の策定 

自主防災組織は、災害に対して効果的な活動ができるよう、自主防災計画を策定し、次の事項

について記載する。 

(1) 各自の任務分担 

(2) 地域内での危険箇所 

(3) 訓練計画 

(4) 各世帯への連絡系統及び連絡方法 

(5) 出火防止、初期消火、応急手当の実施方法 

(6) 避難場所、避難経路、避難の伝達方法 

(7) 消火用水、その他の防災資機材等の配置場所の周知及び点検方法 

 

２ 自主防災活動 

(1) 防災知識の普及等 

ア 自主防災組織は、防災知識の普及啓発に努める。 

イ 自主防災組織は、民生・児童委員等と連携を図り、避難行動要支援者（高齢者、障がい者、

外国人等）の確認に努める。 

(2) 防災訓練等の実施 

被害発生時において迅速かつ適切に対処するため、自主防災組織は、村及び消防組織の協力

を得ながら、次のような訓練を実施する。 
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ア 災害情報の収集伝達訓練 

イ 消火訓練 

ウ 応急手当の実施訓練 

エ 給食給水訓練 

オ 避難訓練 

(3) 防災用資機材等の整備・点検等 

自主防災組織は、非常時においても確実に対応できるよう、活動に必要な防災用資機材等の

整備に努めるとともに、定期的な点検を実施する。 

 

第３ 企業防災の促進 

企業は、災害時の企業の果たす役割（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）を十分認識し、企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（BCP）

を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復

旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなど防災活動の推進に努める。 

村は、こうした取組みに資する情報提供等を進めるとともに、地域の防災訓練等への参加を呼び

かける。 
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第１８節 要配慮者対策 
 

村所管課 福祉課、健康推進課、住民生活課、学校教育課、商工観光課、総務課、 

関係機関 西郷村社会福祉協議会、西郷村民生委員協議会、西郷村行政区長会 

 

災害の発生時において、高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者及び外国人等の災害時に

特に配慮を要する者、いわゆる「要配慮者」が犠牲になる場合が多くなっている。 

さらに、村は四季を通じて観光客も多く訪れ、その中にもこれらの人々が存在することが予想

される。こうした状況を踏まえ、平常時から要配慮者に対する防災対策を積極的に推進していく

ことが、従来以上に重要である。 

 

第１ 避難行動要支援者名簿の作成 

 

     村は、村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

要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、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（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以下「避難行

動要支援者名簿」という。）を作成する。 

 

１ 避難行動要支援者の範囲 

本村における避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件に該

当するものとする。 

(1)  要介護認定３～５を受けている者 

(2)  身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心臓、じん臓機能障

害のみで該当するものは除く） 

(3)  療育手帳Ａを所持する知的障害者 

(4)  精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

(5)  村の生活支援を受けている難病患者 

(6)  高齢者 

(7)  乳幼児 

(8)  妊産婦 

(9)  外国人 

(10) 上記以外で行政区が支援の必要があると認めた者 

 

２ 避難行動要支援者名簿の記載事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録す

る。 

(1)  氏名 

(2)  生年月日 

(3)  性別 

(4)  住所又は居所 



震災対策編 第２章 災害予防計画 

第 18 節 要配慮者対策携 

- 48 - 

(5)  電話番号その他の連絡先 

(6)  避難支援等を必要とする理由 

(7)  前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に際し村が必要と認める事項 

 

３ 要配慮者の情報利用等 

村は、避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要

配慮者に関する情報をその保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために内部で利用す

ることができる。 

  また、知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

４ 名簿の更新と共有 

村は、避難行動要支援者名簿を 新の状態に保つため、少なくとも６ヶ月に一度避難行動要支

援者名簿の情報の総確認を行うとともに、避難行動要支援者の把握に努める。 

  また、名簿を更新した場合は避難行動要支援者名簿を情報提供している避難支援等関係者にも

定期的に周知する。 

 

５ 名簿情報の提供 

村は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところに

より、消防機関、警察、民生・児童委員、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に対し名簿情報を提供するものとする。ただし、村の条例に特別の定めがあ

る場合を除き、名簿情報を提供することについて本人の同意が得られない場合は、この限りでは

ない。 

 

６ 名簿情報の提供における配慮 

村は、名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受

ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること、その他当

該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

 

７ 秘密保持義務 

名簿情報の提供を受けた者（法人の場合はその役員）、若しくはその職員又はその他の当該名

簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者は、正当な理由がなく当該名簿情報に係る避難行

動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

第２ 避難のための情報伝達 

   村は、災害が発生するおそれがある場合は、「西郷村避難勧告等の発令基準」に基づき、避難勧

告等を適切に発令し、その発令に当たっては、要配慮者が円滑に避難できるよう以下の事項に留

意して行う。 

 

１ 避難準備情報等の発令・伝達 

避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難に当たっては、「自主避難の呼びかけ」、「避難注意情

報」等の「避難準備情報」の発令が重要であるため、適切に「避難準備情報」を発令する。その

発令・伝達に当たっては、高齢者、障がい者等にもわかりやすい言葉や表現を使って行う。 
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２ 多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時等は、迅速かつ着実に避難指示が伝達できるよう、各種情報伝達の特徴を踏ま

え、防災行政無線、広報車による情報伝達に加え、携帯端末等による緊急速報メールを活用する

など複数の手段を組み合わせること。また、避難行動要支援者の特性に応じて、ＦＡＸ、ＳＮＳ

等を活用して情報伝達を行う。 

 

第３ 避難行動支援者の避難支援 

避難行動要支援者の生命又は身体を保護するため、災害発生時には避難支援等関係者が、あら

かじめ村から提供された避難行動要支援者名簿を基に避難支援等を行うとともに、村は、平時か

らの情報提供について同意していない避難行動要支援者についての情報も、避難支援等関係者そ

の他の者に提供し、避難支援等の協力を要請する。 

 

１ 避難支援等関係者等の対応原則 

避難支援等関係者はあらかじめ村から提供された避難行動要支援者名簿を基に、避難行動要支

援者の避難支援等を行うが、避難支援等の実施に当たっては、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守ることを前提とした上で、できる範囲で行うものとする。 

 

２ 避難支援等関係者等の安全措置 

  村は、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対して、避難の必要性や避難行動要支援者名

簿の活用等について説明するとともに、避難支援等を行う避難支援等関係者の安全確保のための

措置をとる。 

 

第４ 社会福祉施設における対策 

１ 施設の整備 

社会福祉施設の管理者は、施設の耐震化や備蓄を進めるなど、施設の整備に努める。 

 

２ 組織体制の整備 

社会福祉施設の管理者は、災害発生の予防や、災害が発生した場合における迅速かつ的確な対

応を行うため、あらかじめ防災組織を整備し、施設職員の役割分担、動員計画、緊急連絡体制等

を明確にしておく。 

  また、村との連携のもとに、他の施設、近隣住民及びボランティア組織との連携を図るよう体

制の整備を行う。 

 

３ 緊急連絡体制の整備 

社会福祉施設の管理者は、災害発生に備え非常通報装置を設置する等、緊急時における情報伝

達の手段、方法を確立するとともに、施設相互の連携協力関係の強化を図る。 

 

４ 防災教育・防災訓練の充実 

  社会福祉施設の管理者は、施設の職員や入所者が、災害等に関する基礎的な知識や災害時にと

るべき行動等について、理解や関心を高め、災害時に適切な行動が取れるよう、定期的に防災教

育や防災訓練等を実施する。 
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第５ 在宅者に対する対策 

１ 情報伝達急体制の整備 

村は、一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、寝たきり高齢者、障がい者、要介護者の安全を

確保するため、災害時の通報体制の整備に努める。 

 

２ 防災知識の普及・啓発 

村は、避難行動要支援者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配布するとともに地

域の防災訓練等への参加も考慮するなど、防災知識の普及・啓発に努める。 

 

３ 支援体制及び避難用器具等の整備 

村は、災害発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、次のような措置を講ずる。 

(1) 避難行動要支援者の避難支援ガイドライン等に基づき、民生委員等の協力を得ながら、避難

行動要支援者の把握、避難支援プランの作成等の誘導体制の整備に努める。 

(2) 避難行動要支援者が避難する際に使用する避難用器具等の整備に努める。 

 

４ 避難所における支援 

村が避難所とする施設のバリアフリー化に努める。 

また、村施設のうち居住性能のよい施設については、福祉避難所として指定する。 

 

第６ 外国人に対する防災対策 

  村は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人をいわゆる「避難行動要支援者」と位置づけ、

災害発生時に迅速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づくりに努めるとともに、

住民登録時など多様な機会に際して防災対策の周知に努める。 

(1) 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

(2) 外国人の雇用又は接触する機会の多い企業、事業所等に対する防災教育等の指導、支援 

(3) 防災広報、表示板等の多言語化 
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第１９節 ボランティアとの連携 
 

村所管課 福祉課、健康推進課、総務課 

関係機関 
県生活環境部、日本赤十字社福島県支部、県社会福祉協議会、西郷村社会福

祉協議会 

 

大規模な災害発生時には、村内外から多くのボランティアの申し入れがあり、これらの力を活用

するために、受け入れ、調整を行うための体制が必要となる。村及び関係機関は、ボランティア活

動が円滑かつ的確に行える体制を整備する。 

 

第７ ボランティア団体等の把握、登録 

１ ボランティア活動の啓発 

村は、「防災とボランティアの日」（毎年１月17日）及び「防災とボランティア週間」（毎年１

月15日～21日）を中心に、災害ボランティアの意義や参加について啓発に努める。 

 

２ ボランティア団体等の把握、登録等 

村は、日本赤十字社福島県支部、西郷村社会福祉協議会などと連携を図りながら、ボランティ

ア団体及び専門的な知識、技能をもつボランティアに関する情報（活動内容、規模、連絡先等）

の把握に努める。さらに、その団体や人材の登録、訓練、研修などボランティアの発掘や育成に

努める。 

 

第８ ボランティアの受け入れ体制の整備 

１ 村からの情報提供 

村は、地域におけるボランティアコーディネート機能を有するボランティア団体等と連携を図

りながら、災害対策本部の中にボランティア団体に対する情報提供窓口を設け、情報提供に努め

るなどのボランティア受入れ体制の整備に努める。 

 

２ ボランティアコーディネート体制の整備 

村は、西郷村社会福祉協議会等のボランティア関係団体と連携をとりながら、あらかじめコー

ディネートを行うボランティアセンターの体制を確立しておく。 

この場合、ボランティアの自発性を尊重して、ボランティア関係団体が組織主体となるよう努

める。 

また、ボランティア活動の拠点施設の提供について検討し、防災訓練においてボランティアセ

ンターの立ち上げ・運営訓練等を実施する。 

 

３ ボランティア保険 

村は、ボランティアの活動中の事故や賠償事故の保障に効果のあるボランティア保険の普及、

啓発を図るとともに、ボランティア活動時のボランティア保険への公的助成についても検討する。 
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第９ ボランティアの種類 

ボランティア活動には、労務提供型の一般ボランティアと、専門知識、技能を有する専門ボラン

ティアの２つに区分される。 

 

〈想定される専門職ボランティアの種類と活動内容の例〉 

活動内容 専門職ボランティアの種類 

消火活動 消防団員 OB 

情報の伝達 アマチュア無線技士 

安否確認 民生（児童）委員 

広報 
外国語通訳者、点字通訳者、手話通訳者、インターネット

ノウハウの保有者 

医療救護 
医療機関、薬局、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健

師、助産師等 

二次災害の防止 
建築物の応急危険度判定士、斜面判定士、民間防災エキス

パート、危険物取扱者、消防設備士 

重要道路の確保 土木建設業者 

交通整理 警備業者 

緊急輸送 運送業者、特殊車輛等の運転資格者 

飲料水、食料、生活必需品

等の確保 
関係業者 

災害時要援護者の生活支

援 

介護福祉士、社会福祉士、保育士、ホームヘルパー、ソー

シャルワーカー 

清掃、し尿処理、防疫 関係業者 

遺体の処理・搬送・埋葬 関係業者 
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第２０節 危険物等取扱施設災害予防対策 
 

村所管課 総務課 

関係機関 
県生活環境部、県南地方振興局、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、

事業所 

 

大規模災害時における危険物等貯蔵施設に係る危険物災害や毒・劇物による災害を未然に防止す

るため、自主保安体制の強化と危険物施設自体の設備強化を向上させるとともに、危険物等貯蔵施

設等の安全性を高めるなどの防災対策の確立を図る。 

 

第１ 危険物施設災害予防対策 

危険物等取扱事業者は、施設の安全管理、従業員への教育、訓練、自主保安体制の確立等を行い、

災害発生及び拡大防止に努める。 

村及び県は、災害発生時における危険物等による二次災害の発生及び拡大を防止するため、保安

体制の確立等を図るとともに、消防機関による予防査察指導の強化、効率化を図る。 

 

第２ 火薬類施設災害予防対策 

火薬類製造事業者は、施設の安全管理、従業員への教育、訓練、自主保安体制の確立等を行い、

災害発生及び拡大防止に努める。 

県は、事業者の自主保安体制の促進を図るため、自主検査、保安教育及び各種教育訓練の実施に

ついて、指導する。 
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第１節 応急活動体制 
 

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

効率的に推進するため、法令及び防災計画の定めるところにより、その活動体制に万全を期する。 

 

第１ 西郷村災害対策本部 

１ 災害対策本部の設置 

(1) 災害対策本部の設置基準 

村長は、災害が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次の基準により必要と認め

たときは、災害対策基本法第23条に基づいて西郷村災害対策本部（以下、この節において「本

部」という。）を設置する。 

〈災害対策本部設置基準（地震）〉 

① 西郷村役場に設置している福島県震度情報ネットワークシステムにおいて、震度６

（弱）以上を観測したとき。 

② 西郷村役場に設置している福島県震度情報ネットワークシステムにおいて、震度５

（弱、強）を観測し、村内に大規模な災害が発生するおそれがあるとき。 

③ 村内に地震による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 本部の設置場所 

本部の設置場所は原則として、村長室又は第一会議室とする。ただし、当該室に本部の設置

が不可能な場合は、村内の設置可能な施設とする。 

(3) 設置の通報先 

総務部は、災害対策本部を設置した時は、県（県南地方振興局）・隣接市町村・公共機関等

へ通報する。 

(4) 村長不在時の対応 

村長の不在の場合は、副村長、総務課長の順に判断者となる。 

(5) 国及び県との連携 

国、県において災害対策本部、災害対策地方本部、現地災害対策本部が設置された場合は、

連携を図り、総合的な災害応急対策を効果的に実施する。 

(6) 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害が発生した場所において、災害の規模、その他の状況により特に必要がある

と認めたときは、名称、組織、所管区域及び設置場所を定めて現地災害対策本部（以下「現地

本部」という。）を設置することができる。 

なお、現地本部の組織、事務分掌等は、その都度本部長が定める。 

 

２ 災害対策本部の組織 

(1) 本部長、副本部長、本部員 

それぞれの役割は、次のとおりである。 
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〈本部長、副本部長、本部員の役割〉 

本部設置

時の職名 

平常時の

職名 
主な役割 

本部長 村 長 

① 防災会議、対策会議の議長となること。 

② 避難の勧告・指示・警戒区域の指定を行うこと。 

③ 村民向け緊急声明を発表すること。 

④ 国、自衛隊、県、防災関係機関、他自治体、村民・事業所・

団体等への支援協力要請を行うこと。 

⑤ その他本部が行う応急・復旧対策実施上重要事項について

基本方針を決定すること。 

⑥ 本部の事務を統轄し、本部の職員を指揮監督すること。 

副本部長 

副村長 

教育長 

消防団長 

① 本部長が不在等の非常時において、本部長の職務を代理す

ること。（順位は左記の順とする） 

② 情報を掌握し本部長に対し状況報告、助言を行うこと。 

③ 各部間の所掌事務及び職員の配備の調整を行うこと。 

本部員 
本部組織

図参照 

① 部長として、担当部の職員を指揮監督すること。 

② 本部長、副本部長が不在等の非常時において、本部長、副

本部長を代理すること。なお、本部長、副本部長を代理する

順序は別に定める。 

③ 担当部の職員・資器材等の過不足調整、休養交替調整等を

行うこと。 

 

(2) 本部員会議 

災害に関する情報を分析し災害対策本部の基本方針を協議するため、本部長は随時本部員会

議を招集する。本部員会議は、本部長、副本部長、本部員で構成し、本部長が議長を務める。 

(3) 本部員会議事務局 

本部員会議の運営を迅速かつ適切に行うため、本部に本部員会議事務局を置く。本部員会議

事務局は、総務部長、同部員及び各部本部連絡員より構成し、事務局長は総務部長とする。 

(4) 西郷村災害対策本部（各部）事務分掌 

西郷村災害対策本部（各部）事務分掌は次のとおりとする。 

なお、災害の態様、状況に応じて、事務分掌に関わらず本部長の命ずるところにより他部の

行う事項について応援する。 
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〈西郷村災害対策本部組織図〉 

 

 

総務部 
（総務課・議会事務局） 

本部員 

部長が指名する職員 

防災関係機関派遣職員 

（アドバイザー） 

本部長：村長 

副本部長：副村長 

教育長 

     消防団長 

総務課長 

会計室長 

税務課長 

住民生活課長 

放射能対策課長 

健康推進課長 

福祉課長 

農政課長 

商工観光課長 

建設課長 

企画財政課長 

上下水道課長 

生涯学習課長 

学校教育課長 

農業委員会事務局長 

議会事務局長 

連絡員

本部員会議事務局 

税務部 
（税務課） 

住民部 
（住民生活課・放射能対策課） 

健康福祉部 
（健康推進課・福祉課） 

農政部 
（農政課・農業委員会事務局） 

商工観光部 
（商工観光課） 

建設部 
（建設課） 

企画部 
（企画財政課） 

出納部 
（会計室） 

上下水道部 
（上下水道課） 

教育部 
（生涯学習課・学校教育課） 



震災対策編 第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

- 58 - 

 

〈災害対策本部事務分掌〉 

部 事務分掌 

総務部 

１ 防災会議に関すること 

２ 災害対策本部の庶務に関すること 

３ 総合的災害対策の樹立及び各部の連絡調整に関すること 

４ 災害対策本部長の命令伝達に関すること 

５ 避難勧告・指示等の発令に関すること 

６ 防災関係機関との連絡調整に関すること 

７ 気象通報の収受及び通報に関すること 

８ 災害情報の収集及びとりまとめに関すること 

９ 被害世帯の情報のとりまとめに関すること 

10 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

11 県、市町村への応援要請及び支援の受け入れに関すること 

12 災害救助法の適用に関すること 

13 被災者の救出に関すること 

14 水防活動及び水防資材の調達に関すること 

15 収容施設（応急仮設住宅を含む）の調整に関すること（建設部と共同） 

16 村民及び関係機関への広報に関すること 

17 災害現場の写真撮影、収集、記録等に関すること 

18 本部長の秘書・視察への対応に関すること 

19 村議会との連絡に関すること 

20 災害時における職員の動員に関すること 

21 職員の安否確認に関すること 

22 職員用の装備、飲料水・食料・物資の供給に関すること 

23 村民の安否確認に関すること 

24 水防情報の収集及び通報に関すること（人命にかかわる場合） 

税務部 

１ 住家等の被害調査に関すること 

２ り災証明の発行に関すること 

３ 村税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等の減免及び猶予措

置に関すること 

住民部 

１ 被災地における廃棄物の処理及び清掃に関すること 

２ 被災地における環境汚染の応急対策に関すること 

３ 仮設トイレの設置及びし尿の収集・処理に関すること 

４ ペット避難対策に関すること 

健康福

祉部 

１ 被災者の健康管理に関すること 

２ 被災地に対する応急医療及び助産に関すること 

３ 医薬品、その他衛生資材の確保及び配分に関すること 

４ 被災地における感染症の予防に関すること 

５ 避難行動要支援者に対する援護対策に関すること 

６ 食品衛生の保持に関すること 

７ 社会福祉施設等の被害調査及びその応急復旧に関すること 

８ 行方不明者捜索、遺体の処理等に関すること（総務部と共同） 

９ 被災者に対する援護対策に関すること 

10 災害義援金品の受付及び配付に関すること 

11 ボランティアに関すること 

12 被災者に対する生活福祉資金の貸付に関すること 
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13 保育園・児童館等の被害調査及びその応急復旧に関すること 

14 被災した園児の保護支援に関すること 

農政部 

１ 食料、生活必需品の調達、避難所等への供給に関すること（商工観光部と共同） 

２ 救援物資の要請、受付、避難所等への供給に関すること（商工観光部と共同） 

３ 農産物の被害調査及びその応急対策に関すること 

４ 農業気象に関すること 

５ 被災農業者に対する農林金融及び農業災害補償に関すること 

６ 家畜及び畜産施設の災害の調達及び応急復旧に関すること 

７ 家畜の感染症の予防及び防疫並びに家畜飼料の調達に関すること 

８ 災害応急国有林材の需要量の掌握及び払下げのあっ旋並びに森林管理署との連絡

に関すること 

９ 農地及び農業用施設の被害の調査並びにその応急復旧に関すること 

10 林産物生産施設、林道施設、治山施設等の被害の調査及びその応急復旧に関するこ

と 

11 災害時における木材及び家庭用燃料の調達及びあっ旋に関すること 

12 災害地の地籍調査、管理事業に関すること 

13 農業水利の確保に関すること 

14 農業者の経営維持、生活安定化の資金及び農地利用権等の調整に関すること 

商工観

光課部 

１ 商工関係の被害の調査及びその応急復旧に関すること 

２ 被害商工業者に対する金融のあっせん、指導に関すること 

３ 食料、生活必需品の調達、避難所等への供給に関すること（農政部と共同） 

４ 救援物資の要請、受付、避難所等への供給に関すること（農政部と共同） 

５ 観光施設との連絡及び観光客の保護等に関すること 

建設部 

１ 公共土木施設の被害の調査及びその応急復旧に関すること 

２ 交通規制及び迂回路の決定に関すること 

３ 障害物の除去に関すること 

４ 村営住宅の被害の調査並びにその応急復旧に関すること 

５ 住宅関係の資金融通に関すること 

６ 災害救助法に基づく応急修理に関すること 

７ 被災建築物の応急危険度判定に関すること 

８ 被災宅地の危険度判定に関すること 

９ 村有施設の応急的営繕工事に関すること 

10 都市計画施設の被害の調査及びその応急復旧に関すること 

11 本部長の命ずる応急対策に関すること 

企画部 

１ 避難対応及び避難所運営の総括に関すること 

２ 国、県に対する要望及び資料等作成の総合調整に関すること 

３ 災害相談に関すること 

４ 被災者の安否情報に関すること 

５ 災害応急対策費の予算措置に関すること 

６ 庁用車の配車、燃料の確保に関すること 

７ 庁舎機能の確保に関すること 

８ 村有財産の被害調査に関すること 

９ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

10 他の所掌に属しない事項に関すること 

出納部 

１ 災害応急対策に要する経費の出納に関すること 

２ 災害救助金の出納に関すること 
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上下水

道部 

１ 上水道施設等の被害の調査及び応急復旧に関すること 

２ 被災地における飲料水の供給等に関すること 

３ 下水道施設等の被害の調査及び応急復旧に関すること 

４ 集落排水施設の被害の調査並びにその応急復旧に関すること 

５ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

教育部 

１ 教育委員会所管の公立学校施設、社会教育施設及び社会体育施設の被害の調査及び

その応急対策に関すること 

２ 被災した幼稚園児、児童生徒等の保健管理及び学校給食に関すること 

３ 被災した幼稚園児、児童生徒等に対する学用品の支給に関すること 

４ 避難所の開設及び運営の支援に関すること 

５ 応急教育及び教職員の動員に関すること 

６ 教育委員会所管の社会教育施設及び社会体育施設の被害の調査及びその応急対策

に関すること 

７ 文化財の被害の調査及び応急措置に関すること 

共通 

１ 他部の応援に関すること 

２ 避難所の運営及び要員配置に関すること(部ごとに担当する避難所を指定） 

３ 各部の災害対策における資機材の確保、調達に関すること 

 

３ 災害対策本部の運営 

(1) 本部員会議の開催 

本部長は、本部を設置したときは、速やかに本部員会議を開催する。本部員会議の協議事項

は、おおむね次のとおりとする。 

〈本部員会議の協議事項〉 

① 避難の勧告・指示、警戒区域の指定に関すること 

② 本部の非常配備体制の切り替え及び廃止に関すること 

③ 自衛隊、福島県、他市町村及び公共機関への応援要請に関すること 

④ 災害救助法の適用に関すること 

⑤ 激甚災害の指定に関すること 

⑥ 災害対策に要する予算及び資金に関すること 

⑦ 国、県等への要望及び陳情等に関すること 

⑧ その他災害対策の重要事項に関すること 

(2) 通信手段の確保 

総務部は、有線及び無線通信施設の被害状況を迅速に把握し、通信手段の確保に努める。 

〈確保する通信手段〉 

① 福島県防災行政無線       ② 西郷村防災行政無線 

② 携帯電話            ④ 臨時電話 

⑤ ファクシミリ 

(3) 自家発電設備の確保 

企画部は、停電に備え自家発電設備の再点検を行うとともに、燃料の確保その他電源確保の

ため必要な措置を講ずる。 

 

４ 災害対策本部解散 

本部長は、災害の危険がなくなった時、又は災害発生後における災害応急対策が概ね完了した

時は、本部を解散する。解散した場合の通知先は、設置時と同様とする。 
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第２ 動員配備体制 

１ 配備基準 

(1) 災害対策本部設置前 

種別 配備体制 配備時期 

警 

戒 

配 

備 

災害に関する情報収集及び連絡活

動のため、総務課、関係各課の所要

の人員をもってあたるもので、関係

機関と連絡を密にし、状況により次

の配備体制に円滑に移行できる体制

とする。 

配備要員：総務課、関係課の少数の

人員 

責任者：総務課長 

① 西郷村役場に設置している福島県震度

情報ネットワークシステムにおいて、震

度４の地震が観測されたとき。【自動配

備】 

② その他特に村長が必要と認めたとき 

 

(2) 災害対策本部設置後 

種別 配備体制 配備時期 

第 

一 

号 

非 

常 

配 

備 

関係各部班の所要人員で災害の

発生とともに直ちに応急対策を円

滑に開始できる体制とする。 

また、所要の地域に現地本部を

おく。 

配備要員：各部・班員のおおむね 1/3

の人員 

① 西郷村役場に設置している福島県震度

情報ネットワークシステムにおいて、震

度５（弱）以上の地震が観測され、村内

に被害が予想されるとき。【自動配備】 

② 局地的に災害が発生し、なお拡大のお

それがあるとき。 

③ その他必要により災害対策本部長が

当該配備を指令したとき。 

第 

二 

号 

非 

常 

配 

備 

災害対策本部の全員をもってあ

たるもので、組織及び機能のすべ

てを挙げて応急対策にあたる体制

とする。 

配備要員：各部・班員のおおむね 1/2

の人員（原則として１日

３交代とする） 

① 西郷村役場に設置している福島県震度

情報ネットワークシステムにおいて、震

度６（弱）以上の地震が観測されたと

き。【自動配備】 

② 村内全域にわたる災害が発生し、又

は発生が予想されるとき。 

③ その他必要により災害対策本部長が

当該配備を指令したとき。 

※災害の規模及び特性に応じ､臨機応変に配備体制を整える。 

(3) 配備の決定 

自動配備以外の場合は、総務課長から村長へ情報を伝達し、配備を決定する。 

(4) 動員の方法 

自動配備に該当する場合は、原則として動員連絡は行わない。職員は、テレビ・ラジオ、J-ALERT

による情報や災害等の状況により自ら所定の場所に参集する。 

総務部は、自動配備以外の場合、次のように配備指令を伝達する。 

ア 勤務時間内 

庁内放送及び電話連絡等により動員を連絡する。 

イ 勤務時間外 

あらかじめ定めた「職員緊急連絡網」を通じて電話等により連絡を行う。 
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〈動員の流れ（自動配備以外）〉 

(5) 動員報告 

各部は、動員記録を作成し、総務部に報告する。 

 

第３ 災害対策本部解散後の体制 

災害対策本部解散後に、引き続き災害対応が必要な場合は、災害対策本部事務分掌に基づき、業

務を所掌する担当課の職員で構成する災害対策班を組織して、対応にあたる。 

指揮は副村長が行い、総務課長が事務局として調整にあたる。 

村長（本部長） 

総務課長 

総務課消防防災担当 

各課長 

各課で定める職員

副村長・消防団長 
各本部員 

報告 

報告 指示 

配備体制等の判断 

連絡

指示
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第２節 災害情報の収集伝達 
 

村所管課 総務部長、関係各部長等 

関係機関 

福島地方気象台、国土交通省郡山道路事務所、福島河川国道事務所、県生活

環境部、県南地方振興局、県南建設事務所、白河警察署（西郷駐在所、甲子

高原駐在所、新白河交番）、白河地方広域市町村圏消防本部（白河消防署西郷

分署）、西郷村消防団 

 

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

つ円滑、確実に伝達する。 

また、災害が発生した場合、災害状況の調査及び災害情報の収集は、その後の災害応急対策の体

制整備、災害復旧計画策定の基本となるものであり、迅速・的確に行う。 

 

第１ 地震情報等の受理伝達 

気象庁及び福島地方気象台が発表する地震及び津波に関する情報等の受理伝達は、次のとおり実

施する。 

 

１ 地震情報の種類 

地震情報の種類は、次のとおりである。 

〈地震情報の種類〉 

地震情報の種類 内      容 

震度速報 
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188地域に区分）と

地震の揺れの発現時刻を速報。 

震源に関する情

報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。「津波の心配ない」

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。 

震源・震度に関

する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域名と市

町村名を発表。震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点があ

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。 

遠地地震に関す

る情報 

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。 

推計震度分布図 
全国で震度５弱以上を観測した地震について、広域図と拡大図に解説を付けて提供

し、必要に応じ詳細図も付加。 

 

２ 地震情報の受理伝達 

地震情報は次の伝達系統で伝達される。 
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〈地震情報の伝達系統〉 

 

第２ 被害情報等の収集、報告 

１ 被害状況調査 

(1) 被害概況の把握 

村は、災害が発生した場合、直ちに被害状況について調査を行う。 

各部は、関係機関、関係団体、消防団、警察署等からの情報、住民からの通報等の情報を収

集し、総務部に伝達する。総務部は、被害の発生状況について集約する。 

(2) 被害状況調査 

各部は、所管の被害について調査を行う。部毎に掌握した被害状況は、各部長がとりまとめ

総務部長に報告する。 

〈被害項目と調査担当〉 

被害項目 調査担当 

人的被害及び住家等被害 総務部・税務部 

土木関係被害 建設部 

農業関係被害及び林業関係被害 農政部 

商工観光業関係被害 商工観光部 

下水道施設関係被害 上下水道部 

水道施設関係被害 上下水道部 

社会福祉施設係被害 健康福祉部 

予警報一斉伝達装置
（専用回線）

必
要
に
応
じ

庁内 関係課
(防災行政無線)

仙台管区気象台 

報
道
機
関 

白河警察署 

加
入
電
話 
 

福島地方気象台 

Ｆ
ネ
ッ
ト 
 

福島県警察本部

福島県生活環境部

県南地方振興局県
合
庁 県南建設事務所

県出先機関 

西郷村災害対策本部・白
河地方広域市町村圏消
防本部 

消防西郷分署

地    域    住    民 

西郷駐在所 
甲子高原駐在所 
新白河交番 
福島県高速道路
交通警察隊郡山
分駐隊 

 
エヌ・ティ・ティ 
ソルコ(株)情報案内
サービス事業本部東
京虎ノ門センタ 

総合情報通信
ネットワーク
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児童福祉関係施設被害 健康福祉部 

公立学校等教育関係施設被害 教育部 

その他の被害（電気・鉄道・村有財産等被害） 総務部 

 

２ 被害状況等の報告 

(1) 地震発生直後の報告 

総務部は、火災・災害等即報要領に基づき、地震が発生し、区域内で震度５強以上を記録し

たものについては、被害の有無を問わず、第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対しても、

原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。 

(2) 災害報告 

総務部は、地震発生後に調査した情報について、福島県総合情報通信ネットワークの「防災

事務連絡システム」により県(生活環境部)へ報告する。併せて県南地方振興局にも報告する。 

なお、この場合において、村が、県へ報告することができない場合は、直接、国（総務省消

防庁）へ被害状況等の報告を行う。 

また、地震等により、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報が

殺到する場合は、その状況を直ちに総務省消防庁及び県生活環境部に報告する。 

 
〈報告の流れ〉 

〈県の連絡先〉 

ＮＴＴ回線 024-521-7194 (FAX)024-521-7920 

総合情報通信ネ

ットワーク 

衛星系 TN-810-201-2636 (FAX)TN-810-201-7830 

地上系 TN-811-201-2636 (FAX)TN-811-201-7830 

〈国（消防庁）の連絡先〉 

区分 

回線別 

平日（9:30～18:15） 

※応急対策室 

左記以外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話 

FAX 

03-5253-7527 

03-5253-7537 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

地域衛星通信ネッ

トワーク 

電話 

FAX 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 

TN-048-500-90-49102 

TN-048-500-90-49036 

※ＴＮは、内線から無線への乗入れ番号 

(3) 災害報告の内容と基準 

総務部は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況を連絡し、応援の必要性等を連絡す

る。県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を村に連絡する。 

村からの報告の種類及び様式は、次のとおりとする。 

 

 

県南地方振興局 
(県災害対策地方本部) 

県（生活環境部） 
(県災害対策本部) 

国(総務省消防庁)

通 報 
西 
郷 
村 

住 

民 

・ 

消 
防 

署 

等 

災 

害 

発 

生 

被害確認・ 
  情報収集

防災事務連絡
  システム
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ア 報告の種類 

概況報告（被害即報） 被害が発生した場合に直ちに行う報告 

中間報告 

被害状況を掌握した範囲でその都度行う報告。 

なお、被害が増加する見込みのときは、集計日時を明記

する。 

確定報告 被害の状況が確定した場合に行う報告 

イ 報告の様式 

① 報告様式は別に定める被害報告様式による。 

② 概況報告及び中間報告は、確定報告の様式に準じた内容に準じて行う。 
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第３節 通信の確保 
 

責任者 総務部長、企画部長 

関係機関 白河警察署（西郷駐在所、甲子高原駐在所、新白河交番）、東日本電信電話(株)

 

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

施し、通信の疎通を確保する。 

 

第１ 通信手段の確保 

１ 災害時の通信連絡 

総務部、企画部は、次の方法で通信手段を確保する。 

(1) 住民への警報等の伝達、避難の勧告及び指示等について、村防災行政無線・エリアメールを

活用する。 

(2) 災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害が起きたときは、復旧を行

う。 

(3) 役場と関係施設又は現場との情報の伝達、被害の収集伝達、その他指示、命令等は、原則と

して有線通信（加入電話）、携帯電話及び村防災行政無線（移動系）により行う。 

(4) 加入電話を使用する場合には、回線の状況により「災害時優先電話」を利用する。 

また、通信の緊急度に応じ非常又は緊急通信として特番 102（エヌ・ティ・ティソルコ(株)情

報案内サービス事業本部 仙台センタ）に接続を依頼する。 

 

２ 通信の統制 

災害発生時においては、加入電話及び無線通信とも混乱することが予想されるため、総務部は、

必要に応じ適切な通信統制を実施し、円滑な通信の疎通に努める。 

村防災行政無線の運用は、西郷村防災行政無線施設管理運用規定に基づき行う。 

 

３ 各種通信施設の利用 

(1) 非常通信の利用 

総務部は、加入電話及び防災行政無線等が使用不能になったときは、県及び関係機関・団体

にアマチュア無線、警察無線、消防無線等の利用を要請する。 

(2) 放送機関への放送要請 

総務部は、加入電話及び防災行政無線が使用不能になった場合は、県を通じて放送機関に対

し連絡のための放送を要請する。 

 

第２ 東日本電信電話（株）福島支店の措置 

東日本電信電話(株)は、災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等において

は、通信不能区域をなくし、又は重要通信の確保を図る。 

また、孤立防止用移動無線機、移動無線車、可搬無線機、ポータブル衛星通信システム等を活用

して通話を確保する。 
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第４節 相互応援協力 
 

責任者 総務部長、各関係部長 

関係機関 
陸上自衛隊（郡山駐屯地：第６特科連隊）、県生活環境部、白河地方広域市町

村圏消防本部（西郷分署）、西郷村社会福祉協議会 

 

災害発生時においては、防災関係機関相互の連絡体制が重要であり、村及び関係機関は相互の応

援協力により適切な応急救助等を実施する。 

 

第１ 応援受け入れ体制の確保 

１ 受け入れ体制 

(1) 受け入れ窓口 

応援受け入れのための連絡窓口は、次のとおりである。 

〈応援受け入れ窓口〉 

区分 窓口 

県・市町村・防災関係機関 総務部 

協定締結民間団体・事業所 関係する業務を担当する部 

ボランティア 村社会福祉協議会（健康福祉部） 

(2) 受け入れ施設 

応援隊の受け入れ場所は、西郷村文化センターとする。 

 

２ 経費の負担 

応援に要した費用は次に掲げるものとし、原則として応援を受けた村の負担とする。 

(1) 職員等の応援に要した交通費、諸手当、食料等 

(2) 応援のために提供した資機材等物品の費用及び交通費等 

なお、指定公共機関等が県の要請により協力した場合の経費負担については、各計画に定め

るもののほかは、そのつど定めたもの、あるいは事前に相互に協議して定めた方法に従う。 

 

第２ 応援要請 

１ 県及び他市町村に対する応援要請 

(1) 本部長は、応急措置を実施するため必要があると認める時は、災害対策基本法第 67 条の規

定により、他の市町村長に対し応援を求め、又は地方自治法 252 条の 17 の規定により、職員

の派遣を求めることができる。 

(2) 本部長は、応急措置を実施するため必要があると認める時は、災害対策基本法第68条の規定

により、知事（県生活環境部）に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請し、若しくは地

方自治法252条の 17の規定により、職員の派遣を求めることができる。 

(3) 手続き 

総務部は、次に掲げる事項について口頭又は電話をもって要請し、後日文書により処理する。 
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〈県・市町村への要請手続き事項〉 

① 災害の状況及び応援を求める理由   ② 応援を要請する機関名 

③ 応援を要請する職種別人員、物資等  ④ 応援を必要とする場所、期間 

⑤ その他必要な事項 

 

２ 国等に対する応援要請 

(1) 応援要請 

ア 本部長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認める時は、災害対策基本

法第29条の規定により、指定地方行政機関の長及び指定公共機関に対し、知事と協義の上、

当該機関の職員の派遣を要請することができる。 

イ 本部長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認める時は、災害対策基本

法第 30 条の規定により、知事に対し、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共

機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあっせんを求める

ことができる。 

(2) 手続き 

総務部は、次の事項を記載した文書をもって応援要請を行う。 

〈国等への要請手続き事項〉 

① 派遣を要請する理由       ② 派遣を要請する職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間      ④ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

⑤ その他職員の派遣について必要とされる事項 

なお、派遣された職員の身分の取扱いに関しては、災害対策基本法施行令第 17 条の定める

とおりである。 

 

３ 協定締結機関への応援要請 

村と協定を締結している機関、団体等への応援要請は、各業務を担当する部が行う。 

 

第３ 村と公共的団体等との協力 

各部は、地域における公共的団体（西郷村社会福祉協議会、社会福祉施設、学校法人、白河農

業協同組合、西白河地方森林組合、西郷村土地改良区、西郷村商工会、西郷村日本赤十字奉仕団、

建設業組合、電気工事組合等）及び自主的な防災組織（自主防災組織、施設の防災組織及び業種

別の防災組織等）や事業所等から、次のような協力を得ながら効率的な応急対策活動を行う。 

(1) 異常現象、災害、危険箇所等を発見した場合に、村や関係機関に連絡すること。 

(2) 災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。 

(3) 災害時における広報広聴活動に協力すること。 

(4) 災害時における出火の防止及び初期消火に関し協力すること。 

(5) 避難誘導、避難所内被災者の救援業務に協力すること。 

(6) 避難行動要支援者の避難支援に協力すること。 

(7) 被災者に対する炊出し、飲料水、食料等救援物資の配分等に協力すること。 

(8) 被災者の安否、遺体の捜索、収容、身元確認に協力すること。 

(9) 身元確認、避難立退きの受入れ等に協力すること。 

(10) 被害状況の調査に協力すること。 

(11) 被災区域内の秩序維持に協力すること。 

(12) その他の災害応急対策業務に関すること。 



震災対策編 第３章 災害応急対策計画 

第５節 災害広報活動 

- 70 - 

第５節 災害広報活動 
 

責任者 総務部長、各関係部長 

関係機関 報道機関 

 

災害時において被災地住民や関係者に正確な情報を提供し、混乱を防止するとともに適切な行動

を援助するため、防災関係機関と調整を図り、次の広報活動を展開する。 

 

第１ 広報活動 

１ 広報内容 

村は、管内区域内の防災関係機関と連携を図り、住民に対し災害広報を行う。伝達すべき情報

の取りまとめは、企画部で行う。 

(1) 地域の被害状況に関する情報 

(2) 避難に関する情報 

ア 雨量、河川水位、災害危険箇所情報に関すること。 

イ 余震情報に関すること。 

ウ 避難の勧告に関すること。 

エ 収容施設に関すること。 

オ 指定された避難所以外に避難した被災者への支援に関すること。 

(3) 応急対策活動に関する情報 

ア 救護所の開設に関すること。 

イ 交通渋滞、電話混雑解消への協力に関すること。 

ウ 道路、水道、電気、ガス・電話等のライフラインの被害と復旧に関すること。 

(4) 安否情報、義援物資の取扱いに関する情報 

(5) その他住民に必要な情報（二次災害防止に関する情報を含む） 

ア 給水及び炊出し等給食情報に関すること。 

イ 電気・ガス・水道による二次災害防止情報に関すること。 

ウ 食料品・生活必需品の確保状況に関すること。 

エ 医療、防疫、ゴミの収集・運搬状況に関すること。 

オ 休校・学校給食の状況に関すること。 

カ 臨時災害相談所の開設情報等に関すること。 

キ 被災者の支援策に関すること。 

 

２ 広報の方法 

(1) 村民への広報 

総務部は、次の方法で広報を行う。 

ア 防災行政無線又は広報車による広報 

イ 消防団員、自主防災組織等による口頭伝達 

ウ サイレン 

エ インターネット（ホームページ等）による広報 

オ 災害広報紙の作成、配布 

カ その他、報道機関等の関係機関の広報体制を活用した広報 
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(2) 避難所での広報 

避難所担当職員は、避難所において避難者への広報を行う。広報にあたっては、避難所配置

職員、避難所自治組織、ボランティア等との連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。 

なお、避難行動要支援者等、情報の入手が困難な避難者に十分配慮する。 

ア 災害広報紙の配布（外国人に配慮して外国語版も検討） 

イ 避難所広報掲示板の設置 

ウ 避難所自治組織による口頭伝達 

エ 手話、外国語ボランティア等による伝達 

オ 避難者への地域情報の伝達 

 

第２ 報道機関への発表 

１ 報道機関への要請 

企画部は、報道機関に対し許可のない災害対策本部内への立入、取材を原則禁止する措置をと

るとともに、避難者等のプライバシー等に配慮をするように要請する。 

 

２ 災害情報の提供 

総務部は、報道機関向け発表担当窓口を開設し、災害に関する情報のとりまとめを行い、災害

情報を提供する。 

災害情報の発表は、取材等による混乱を避けるため、一定時間ごとに情報を発表するものとし、

その際に提供した資料を保管し、他機関からの問い合わせに対応する。 

〈報道発表〉 

発表場所 役場庁舎議員控室 

発表者 
第１位 本部長（村長）      第２位 副本部長（副村長） 

第３位 総務部長（総務課長） 

 

第３ 住民相談窓口の設置 

企画部は、住民からの問い合わせや生活相談に対応するため、関係部と連携して、役場に相談窓

口を設置する。相談窓口には、住民の相談に対し迅速に対応するため、各業務の担当者等を配置す

る。相談窓口で扱う事項は、次のとおりである。 

〈相談事項例〉 

① 捜索依頼の受付け         ② り災証明書の発行 

③ 埋葬許可証の発行         ④ その他各種証明書の発行 

⑤ 仮設住宅等の申し込み       ⑥ 住宅の応急修理の申し込み 

⑦ 生活再建支援金の申し込み     ⑧ 災害見舞金、義援金の申し込み 

⑨ 生活資金等の相談等        ⑩ 商・工・農林業への支援 

⑪ 健康、福祉、法律等の相談 
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第６節 消火活動 
 

責任者 白河地方広域市町村圏消防本部(西郷分署長)、総務部長、消防団長 

関係機関 県生活環境部 

 

地震によってもたらされる二次被害のうち、 も大きいのが火災によるものである。これらの地

震火災による被害を軽減するため、白河地方広域市町村圏消防本部及び消防団は、消防活動を行い、

大規模火災時には協定による応援要請を行う。 

また、自主防災組織等は、初期消火、出火防止等を図る。 

 

第１ 消防本部による消防活動 

１ 白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）による消防活動 

白河地方広域市町村圏消防本部は、西郷分署・消防団等を指揮し有効な対策を行い、以下のと

おり活動する。 

(1) 災害情報収集活動優先の原則 

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

災害情報の収集を行う。 

(2) 避難地及び避難路確保優先の原則 

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

動を行う。 

(3) 重要地域優先の原則 

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

う。 

(4) 消火可能地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して行う。 

(5) 市街地火災消防活動優先の原則 

工場、危険物施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に面する部分及

び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活動に

当たる。 

(6) 重要対象物優先の原則 

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

消防活動を優先する。 

(7) 火災現場活動の原則 

ア 出動隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を 優先とし、転戦路を確保し

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

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

を鎮圧する。 

ウ 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を 優先とし、道路、

河川、耐火建造物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 
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２ 消防団による消防活動 

西郷村消防団は、白河地方広域市町村圏消防本部と連携をとりながら以下の活動を行う。 

(1) 情報収集活動 

村の災害情報の収集を積極的に行うと共に現地本部を設置する。 

(2) 出火防止 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地周辺に対し、出火防止の

広報を行い、出火した場合には住民と協力して初期消火を図る。 

(3) 消火活動 

消防隊が到着するまで、又は消防隊が十分でない場合には、水利を確保し率先して消火活動

を行う。 

(4) 救助活動 

白河地方広域市町村圏消防本部による活動を補佐し又は自らが積極的に活動し、要救助者の

救助救出と負傷者に対して簡易な応急処理を行い、安全な場所への搬送を行う。 

(5) 避難誘導 

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

安全に避難誘導する。 

 

第２ 県内への応援要請 

１ 応援協定による応援（県内統一） 

白河地方広域市町村圏消防本部は、単独では災害に対処できない時、隣接相互応援協定を締結

している消防機関に応援を要請し、それでも対応できない場合は、県内統一の福島県広域消防相

互応援協定による派遣要請を行う。 

 

２ 消防防災ヘリコプターの要請 

白河地方広域市町村圏消防本部は、県に消防防災ヘリコプターの派遣を要請する。 

 

第３ 他都道府県への応援要請 

１ 他都道府県への応援要請 

地震発生時における他都道府県への応援要請の必要が見込まれる場合は、以下の手続きによっ

て行う。 

(1) 応援要請の手続き（要請は責任者の口頭でも可、後日文書を提出すること。） 

村長は他都道府県の消防隊の応援を要請したいときは、原則として次の事項を明らかにして

知事に要請する。 

ア 火災の状況及び応援要請の理由 

イ 緊急消防援助隊の派遣要請期間 

ウ 応援要請を行う消防隊の種別と人員 

エ 村への進入経路及び結集場所 

(2) 援助隊の受入れ態勢 

白河地方広域市町村圏消防本部は、担当者を明確にし、連絡体制を整えておく。 

ア 緊急消防援助隊の誘導方法 

イ 緊急消防援助隊の人員、機材数、指導者等の確認 

ウ 緊急消防援助隊に対する給食、仮眠施設等の手配 

 



震災対策編 第３章 災害応急対策計画 

第６節 消火活動 

- 74 - 

(3) 他の都道府県への派遣要請 

本部長は大規模災害により都道府県の応援要請を求める場合は、知事に対し緊急消防援助隊

の派遣等を要請する。 

(4) 広域航空消防応援 

本部長は必要を認めた場合は、ヘリコプターを使用する消防活動の応援を知事に要請する。 
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第７節 救急・救助活動 
 

責任者 建設部長、総務部長、消防団長 

関係機関 

自衛隊、県生活環境部、白河警察署（西郷駐在所、甲子高原駐在所、新白河

交番）、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、日赤福島県支部、県医

師会（白河医師会）、各医療機関、西郷村建設業組合 

 

災害発生後において、生命・身体の安全を守ることは、 優先されるべき課題であり、人員、資

機材等を優先的に投入して、救助・救急活動を実施する。 

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

活動を行うが、村民及び自主防災組織においても自発的に救助・救急活動を行うとともに、救助・

救急活動を実施する防災関係機関に協力することが求められる。 

 

第１ 村による救助活動 

１ 救助活動の方法 

総務部、建設部は、警察、消防機関と、救助対象者の状況に応じた救助班を編成し、人員及び

重機等の資機材を優先的に投入して救助活動に協力する。 

また、警察機関、地元の情報に精通した地域住民等と密接に連携して救助作業を実施する。 

なお、その状況について逐次、県に報告する。 

(1) 村職員、警察官、消防機関、地区住民等により、救助対象者の状況に応じた救助班を編成す

る。 

(2) 救助現地には、必要に応じて救助現地本部を設置し、各機関との連絡、被災者の収容状況そ

の他の情報収集を行う。 

(3) 救助班の数及び人員は、災害の態様に応じ本部長等が指示する。 

(4) 救助作業に特殊な機械又は技能者を必要とする場合は、被災地の状況、災害の規模に応じて、

県知事（県生活環境部）等に対しヘリコプター等の出動を要請するほか、西郷村建設業組合等

に応援を要請して、救助活動に万全を期する。 

(5) 救助現場には、負傷者の応急手当てを行うため、必要に応じて医療救護班の派遣を要請する。 

(6) 被災者救助後は、消防機関は速やかに医療機関へ搬送する。 

(7) 白河地方広域市町村圏消防本部は、医療救護班の協力を得て医療機関の確保に努め、救助活

動の円滑な実施を図る。 

 

２ 県への応援要請 

村は、被害が甚大等のため村及び消防機関等による救助が困難な場合は、次の事項を示して県

に応援要請をするとともに、民間団体にも協力を求める。 

(1) 応援を必要とする理由 

(2) 応援を必要とする人員、資機材等 

(3) 応援を必要とする場所 

(4) 応援を希望する期間 

(5) その他周囲の状況等応援に関する必要事項 
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３ 救助活動の報告 

総務部は、災害により救助を要する事態が発生した場合は、その状況について県に報告する。 

 

第２ 自主防災組織、事業所等による救助活動 

自主防災組織、事業所等は、地域内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。要救出

者を確認した場合は、救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に努めるとともに、消防機関、

警察等に連絡し、早期救助を図る。 

 

第３ 救急活動 

救助現場からの傷病者の搬送は、救助を行った機関及び自主防災組織等が行う。 

 

第４ 広域応援 

白河地方広域市町村圏消防本部は、大規模な災害が発生し、消防本部のみでの救助・救急活動が

困難である場合は、隣接応援協定及び「福島県広域消防相互応援協定」による派遣要請を行う。 

また、必要に応じて、本部長は県（生活環境部）を通じて、消防庁長官に対して、緊急消防援助

隊及び「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプター等の応援を

要請する。 
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第８節 自衛隊災害派遣 
 

村所管課 総務部長 

関係機関 陸上自衛隊（郡山駐屯地：第６特科連隊）、県生活環境部、県南地方振興局 

 

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

円滑な災害派遣活動が実施されることを目的とする。 

 

第１ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲 

１ 災害派遣要請基準 

本部長は、災害を予防し、又は災害が発生した場合に、人命及び財産を災害から保護するため

に、知事に対し自衛隊の派遣を要求する。 

 

２ 災害派遣要請の範囲 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、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できない場合とし、概ね次に

よる。なお、特に人命にかかわるもの（救急患者、薬等の緊急輸送等）については、災害対策基

本法に規定する災害以外であっても、災害派遣として行う。 

〈災害派遣の活動範囲〉 

項  目 内                 容 

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、被害の状況を把握する。

避難の援助 
避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者

の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

避難者等の捜索

救助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して捜索活動を行

う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）

をもって、消防機関に協力して消火にあたるが、消火薬剤等は、通常関係機関の提供す

るものを使用する。 

道路又は水路の

啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去に当た

る。 

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が、薬剤等は通常関係機関の提供するもの

を使用する。 

人員及び物資の

緊急輸送 

救急患者、医師その他救護活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送を実施する。この

場合において航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

救援物資の無償

貸与又は譲与 

「防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（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けし、又は救じゅつ品を譲与

する。 

危険物の保安及

び除去 

能力上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実施する。 

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は、所要の措置をと

る。 
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第２ 災害派遣要請 

１ 災害派遣要請の要求 

本部長は、村内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

置を実施するため必要があると認める時は、知事に対して、自衛隊災害派遣の要請をするよう求

めることができる。 

 

２ 災害派遣要請の要求要領 

(1) 総務部は、原則として、県南地方振興局長を経由して、知事（県生活環境部）に応援派遣の

要請を要求する。要求に当たっては、次の事項を明記した文書をもって行う。 

ただし、緊急を要し、文書をもってするいとまがない場合は電話等により直接知事（県生活

環境部）に要求し、事後文書を送達し、速やかに県南地方振興局長に連絡する。 

(2) 総務部は、前項の要求ができない場合は、災害派遣担当区域の部隊長に対して直接災害の状

況を通知したのち、速やかに知事に通知する。 

〈手続き方法〉 

提出（連絡）先 県生活環境部県民安全総室 

提出部数 ２部 

記載事項 

① 災害の状況及び派遣を要する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

直接通報先 

陸上自衛隊第６特科連隊 第３科（郡山駐屯地） 

電話 0249-51-0225 内 235（防災行政無線380-01） 

時間外 郡山駐屯地当直司令  内 302（防災行政無線380-02） 

 

第３ 部隊の自主派遣 

１ 初動における情報収集 

(1) 情報の収集 

部隊長は、担当する災害派遣隊区において震度５弱以上との情報を得た場合は、ヘリコプター

による偵察及び地上からの偵察を実施し、被害情報を収集する。 

(2) 情報の伝達 

部隊長は、収集した情報を上級部隊に速報するとともに、必要な情報を速やかに知事（県生

活環境部）及びその他の関係機関へ伝達する。 

 

２ 自主派遣 

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないときは、災

害派遣隊区担当部隊長は、要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等を派遣する。 

この場合においても、できる限り早急に知事（県生活環境部）に連絡し、密接な連絡調整のも

と適切かつ効果的な救援活動を実施するよう努める。 

なお、要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事から要請があった場合には、その時点から

当該要請に基づく救援活動を実施する。 
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〈自主派遣の基準〉 

① 災害に際し、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。 

② 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められ

る場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

③ 災害に際し、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。 

④ その他災害に際し、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。 

 

第４ 災害派遣部隊の受入体制 

１ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

総務部は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう、 も効率的

に作業を分担するよう配慮する。 

 

２ 作業計画及び資材等の準備 

総務部は、自衛隊の活動が円滑にできるように、次の事項による作業計画を作成し、作業実施

に必要とする十分な資料（災害地の地図等）を準備するとともに、作業ごとに連絡員を定める。 

(1) 作業箇所及び作業内容 

(2) 作業の優先順位 

(3) 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

(4) 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

 

３ 自衛隊との連絡体制の確立 

総務部は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置がとれるよう、役場又は災害現場に村と自

衛隊共同の連絡所を設置する。 

 

４ 派遣部隊の受け入れ 

総務部は、県知事と協議のうえ自衛隊受入体制を整備する。 

(1) 本部事務室 

現地における派遣部隊の本部は、原則として村役場又は村と自衛隊共同の連絡所と同一の場

所に設置し、相互に緊密な連絡を図る。 

(2) 宿舎 

自衛隊員宿舎は、次のとおりとするが、宿舎予定施設が避難所や災害現地となっているとき

は、別途指定する。 

〈派遣部隊の宿舎予定施設〉 

宿舎 所在地 管理者 収容人員 入浴施設 電話番号

追原ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ  鶴生字由井ケ原54 村 長 30 人 無 25-4374 

(3) 材料置場、炊事場（野外の適当な広さ） 

(4) 駐車場（車１台の基準は3m×8m） 

(5) 臨時ヘリポート 
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第５ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、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、本部長等、警察官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができる。この場

合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を村長に通知しなければならない。 

(1) 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令 

(2) 他人の土地等の一時使用等 

(3) 現場の被災工作物等の除去等 

(4) 住民等を応急措置の業務に従事させること 

また、自衛隊法の規定により、災害により危険な事態が生じた場合において、警察官がその

場にいない場合に限り、警告及び避難等の措置をとることができる。 

 

第６ 派遣部隊の撤収 

派遣部隊の撤収は、災害派遣の目的を達し、知事から撤収要請があった場合又は部隊が派遣の必

要がなくなったと認めた場合に行う。 

ただし、撤収に当たっては関係機関と十分な事前調整を実施する。 

 

第７ 経費の負担区分 

災害派遣に要した経費の負担区分は、次のとおりとする。 

ただし、その区分を定めにくいものについては、県、部隊と相互調整の上、そのつど決定する。 

〈費用負担区分〉 

県、村の負担 
災害予防、災害応急対策、災害復旧等に必要な資材、施設の借上料及び

損料、消耗品、電気、水道、汲取、通信費及びその他の経費 

部隊の負担 
部隊の露営、給食及び装備、器材、被服の整備、損耗、更新並びに災害

地への往復等の経費 
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第９節 避難対策 
 

村所管課 総務部長、健康福祉部長、企画部長、教育部長、各関係部長 

関係機関 

自衛隊、県生活環境部、県南地方振興局、白河警察署（西郷駐在所、甲子高

原駐在所、新白河交番）、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、西郷

村社会福祉協議会、西郷村民生委員協議会、施設管理者 

 

災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連絡調整を密にし、迅速かつ適切に避

難準備の呼びかけ、避難の勧告・指示を行うとともに、速やかに避難所を開設し、管理運営に当た

る。特に、避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導、避難所における生活等について、配慮に努

める。 

 

第１ 避難準備情報の提供、避難勧告・避難指示 

本部長は、浸水、土砂災害、火災等の災害から人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、必

要があると認められる時は、あらかじめ定めた計画に基づき地域住民等に対して、避難準備情報の

提供、避難の勧告又は指示を行う。 

 

１ 避難の実施機関 

避難の準備情報提供、勧告及び指示の実施責任者は次のとおりであるが、準備情報提供、勧告・

指示を行ったとき、あるいは自主避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡を行う。 

 

〈避難の実施機関〉 

事項 実施責任者 措置 実施の基準 

避難準

備情報

の提供 

村長 

一般住民に対する

避難準備、要配慮

者等に対する避難

行動の開始 

人的被害の発生する可能性が高まった場合

において、避難行動に時間を要する者が避難

行動を開始する必要があると認められると

き。 

避難の

勧告 

村長 

(災害対策基本法第60条) 

立退きの勧告及び

立退き先の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、特に必要と認められるとき。 

知事 

(災害対策基本法第60条) 

立退きの勧告及び

立退き先の指示 

災害の発生により、村がその全部又は大部分

の事務を行うことができなくなったとき。 

避難の

指示等 

村長 

(災害対策基本法第60条) 

立退き及び立退き

先の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、特に必要と認められるとき。 

知事 

(災害対策基本法第60条) 

立退き及び立退き

先の指示 

災害の発生により、村がその全部又は大部分

の事務を行うことができなくなったとき。 

知事及びその命を受けた

職員 

(地すべり等防止法第25条) 

立退きの指示 

地すべりにより、著しい危険が切迫している

と認められるとき。 

知事及びその命を受けた

職員又は水防管理者 

（水防法第29条） 

立退きの指示 

洪水又は高潮の氾濫により著しい危険が切

迫していると認められるとき。 

警察官 

(災害対策基本法第61条） 

立退き及び立退き

先の指示 

村長が避難のため立退きを指示することが

できないと認めるとき、又は村長から要求が

あったとき。 
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警察官 

(警察官職務執行法第4条） 

警告及び避難等の

措置 

重大な災害が切迫したと認めるときは、警告

を発し、又は特に急を要する場合において危

害を受けるおそれのある者に対し、必要な限

度で避難の措置をとる。 

自衛官 

（自衛隊法第94条） 

警告及び避難等の

措置 

災害により危険な事態が生じた場合におい

て、警察官がその場にいない場合に限り、災

害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は避難

について必要な措置をとる。 

 

２ 避難の発令 

(1) 避難の基準 

避難のための勧告及び指示の基準は、概ね次のとおりである。 

〈避難の発令基準〉 

種 類 内  容 基準の目安 

避難準備

情報 

避難勧告・避難指示が発令されたと

きに、いつでも避難できるような体

制をとる。避難行動要支援者等特に

避難行動に時間を要する者は、避難

行動を開始する。 

① 本部長が必要と認めるとき 

避難勧告 危険区域の住民が避難を開始する。

① 火災の拡大、危険物質の流出拡散等により、

住民に危険が及ぶと認められるとき。 

② 斜面の崩壊、土砂ダム決壊による土石流発

生のおそれがあるとき。 

③ 本部長が必要と認めるとき。 

避難指示 

危険の切迫性があり緊急的に避難

を開始する。まだ避難していない対

象住民は、直ちに避難行動に移ると

ともに、そのいとまがない場合は生

命を守る 低限の行動を実施する。

① 緊急的に危険が迫っているとき。（上記②の

おそれがあり、まとまった降雨が予想される

とき。） 

② 本部長が必要と認めるとき。 

解除 避難を解除する。 ① 危険が解消したと本部長が認めるとき。 

※避難勧告：その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその勧告を尊重す

ることを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。 

※避難指示：被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせ

るものである。 

(2) 避難のための勧告及び指示の内容 

避難の発令は、次の内容を明示して行う。 

〈避難の指示内容〉 

① 避難対象地域        ② 避難先       ③ 避難経路 

④ 避難の勧告又は指示の理由  ⑤ その他必要な事項 

 

３ 避難措置の周知等 

(1) 知事への報告 

本部長は、避難のための立退きを勧告・指示し、又は立退き先を指示したときは、次の事項

について速やかにその旨を知事に報告しなければならない。 

また、住民が自主的に避難した場合も同様とする。 
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〈知事への報告事項〉 

① 避難勧告・指示の有無      ② 避難勧告・指示の発令時刻 

③ 避難対象地域          ④ 避難場所及び避難経路 

⑤ 避難責任者           ⑥ 避難世帯数、人員 

⑦ 経緯、状況、避難解除帰宅時刻等 

なお、避難の必要がなくなった時は、直ちにその旨を公示するとともに、速やかにその旨を

知事及び関係機関に報告することとする。 

(2) 住民への周知 

各部は、避難の勧告又は指示を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受けた場合

は、村防災行政無線、広報車、サイレン・警鐘等の信号、消防職団員・行政区・自主防災組織

等の伝達員による口頭伝達、個別訪問、施設管理者を通じての伝達（学校、保育園、社会福祉

施設等）等により、迅速に住民に周知する。 

なお、避難の必要がなくなった時も同様とする。 

 

第２ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域の設定権者 

災害が発生し又は発生しようとしている場合において、生命又は身体に対する危険を防止する

ため特に必要があると認めた時に、その区域への立入りの制限、禁止等の措置をとるために警戒

区域を設定する。警戒区域の設定権者は、次のとおりである。 

(1) 村長（災害対策基本法第63条） 

(2) 警察官（災害対策基本法第63条、警察官職務執行法第４条、消防法第28条及び第 36条） 

(3) 消防吏員又は消防団員（消防法第36条において準用する同法第28条） 

(5) 災害派遣を命じられた部隊の自衛官（災害対策基本法第63条(1)～(3)の者が現場にいない場

合に限る。） 

(6) 知事（災害対策基本法第73条 市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな

った場合。) 

 

２ 警戒区域設定の周知 

警戒区域を設定した場合は、避難の勧告又は指示と同様、関係機関及び住民にその内容を周知

し、避難等に支障のないように措置する。 

 

第３ 避難誘導 

１ 実施機関 

避難誘導は、村が避難誘導員（それぞれ複数の村職員・消防団員）を派遣して行う。 

また、警察官、消防署職員、行政区長、自主防災組織等に協力を要請する。 

 

２ 避難誘導の方法 

(1) 避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある場所

や火災、爆発等危険性のある工場さらには倒壊のおそれのあるブロック塀石塀等危険施設を避

け、安全な経路を選定する。この場合なるべく身体壮健者、その他適当な者に依頼して避難者

の誘導措置を講ずる。 

(2) 危険な地点には標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期する。 

(3) 避難行動要支援者は、避難支援プランに定められた支援者が行う。 
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(4) 避難誘導は、収容先での救援物資の支給等を考慮し、できるだけ一定の地域又は行政区等の

単位で行う。 

(5) 観光客等の滞在者は、観光施設の管理者の協力や、消防団員等を派遣して誘導する。 

 

第４ 避難所の設置 

１ 避難所の開設 

(1) 実施機関 

避難所の設置は、村が実施する。村で措置不可能な場合は、近隣市町村、県、国その他関係機

関の応援を求めて実施する。 

(2) 避難所の開設 

原則として震度５弱以上の場合は、全ての避難所を開設する。それ未満の場合は、被災状況

等を把握して、総務部が開設を決定し、教育部等の施設を所管する職員が開設を行う。 

特に、地震の場合には、崩壊、液状化、火災等の二次災害の安全性を確認する。 

また、避難所を設置した場合は、維持管理のため村職員を責任者として配置し、避難者に係

る情報を把握する。避難所の開設が長期に及ぶ場合は、避難所ごとに担当を割り当て全職員で

運営、管理を分担する。 

(3) 報告 

総務部は、避難所の開設報告及びその収容状況を毎日県に報告し、必要帳簿類を整理する。報

告事項は、次のとおりである。 

〈県への報告事項〉 

① 避難所開設の日時及び場所     ② 箇所数及び収容人数 

③ 開設期間の見込み 

(4) 避難所の周知 

総務部は、避難所を開設した場合において、速やかに地域住民に周知するとともに、県をは

じめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

 

２ 避難所における避難者対策 

避難所における避難者対策は、次のとおりである。 

(1) 被災者の収容 

(2) 被災者に対する給水、給食措置 

(3) 負傷者に対する医療救護措置 

(4) 被災者に対する生活必需物資の供給措置 

(5) 被災者への情報提供 

(6) その他被災状況に応じた応援救援措置 

なお、避難の長期化に際しては、避難所における生活環境整備、さらに必要に応じプライバシ

ーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点、暑さ、寒さ対策、ペット対策、入浴及び洗濯

の機会の確保等に配慮する。 

 

３ 指定避難所以外の利用 

(1) 県有施設の利用 

総務部は、被災者を一時収容するため、県有施設の一部の提供を県に要請し、施設管理者は、

村が行う収容活動に協力する。 

なお、施設管理者は、その際に避難施設として使用するスペースを明示する。収容した被災
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者の管理は、村が実施する。 

(2) その他の施設の利用 

総務部は、あらかじめ指定した避難所で不足する場合は、県を経由して厚生労働省と協議の

上、公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借上げ等により避難所を開設する。 

 

４ 避難所の運営 

(1) 避難所の運営体制 

避難所の運営は、原則として自主防災組織を中心とした避難者の自主運営にて行う。 

避難所派遣職員は、自主運営が立ち上がるまでの初期対応を行うとともに、自主防災組織、住

民組織の代表者からなる避難所自治組織の立ち上げを支援する。自治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、高齢者等の意見を反映できるようにする。 

なお、運営に当たっては、被災者のプライバシー及び安全の確保とともに、避難行動要支援

者や女性への配慮、ペット対策などについても適切に対応するよう努める。 

〈避難所運営の分担〉 

避難所自治組織 

① 運営方法等の決定      ② 生活ルールの作成 

③ 避難者カード・名簿の作成  ④ 連絡事項の伝達 

⑤ 食料・物資の配布      ⑥ ボランティア等との調整 

⑦ 避難者の要望等のとりまとめ  

職員 
① 災害対策本部との連絡        ② 広報 

③ 施設管理者、ボランティア等との調整 ④ 避難所運営記録 

(2) 避難者の把握 

企画部は、避難所自治組織の協力を得て作成された情報をもとに、避難者名簿を作成し避難

者の把握を行う。また、避難者の氏名や家族構成などの情報を管理する。 

さらに、広域的に避難した住民の所在と安否を確認するとともに、支援制度の案内などを確

実に伝達するため、避難先を把握する体制を早期に整備する。 

(3) 指定避難所以外の被災者支援 

企画部は、指定避難所以外の施設等に避難した被災者の避難状況及び自宅に溜まっている被

災者の状況を把握し、指定避難場所への避難を促すとともに、関係部と協力して食料・飲料水、

生活必需品等を供給する。 

(4) 避難所のバリアフリー化 

企画部は、バリアフリー化されていない施設を避難所とした場合には、高齢者・障がい者が

利用しやすいよう、速やかに障がい者用トイレ、スロープ等の仮設に努める。 

また、避難行動要支援者の専用スペースを設けるなどの配慮を行う。 

 

５ 福祉避難所の開設 

健康福祉部は、避難生活が長期化するなど必要と認める場合には、避難所での生活が困難な避

難行動要支援者に対して、公共施設及びホテルの借り上げ等により福祉避難所を開設し収容する。 
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〈避難所開設から閉鎖までの運営の流れ〉 

 

避難所開設の決定 

初期対応（避難所開設・避難

者受け入れ） 

閉鎖 

長期避難のための避難所運営 

統廃合 

・総務部が開設箇所を判断し、教育部が開設する。
・震度５強以上は自動的に全ての避難所を開設す
る。 

・教育部が職員を派遣し対応する。勤務時間内
は施設管理者も支援する。 

・概ね２日程度対応とする。 

・危険性の解消、避難者の帰宅により閉鎖する。

・長期化する場合（３日目以降）は、部ごとに担
当避難所を指定し、各部から職員を派遣する。

・担当避難所は本部員会議で決定する。 
・避難者の把握、運営の統括は企画部が行う。 

・避難者の減少に伴い、企画部が統廃合を
行う。 

閉鎖 
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第１０節 医療（助産）救護活動 
 

村所管課 健康福祉部長、各関係部長 

関係機関 

自衛隊、県生活環境部、県保健福祉部、県南保健福祉事務所、白河警察署（西

郷駐在所、甲子高原駐在所、新白河交番）、白河地方広域市町村圏消防本部（西

郷分署）、(社)福島県医師会（白河医師会）、(社)福島県歯科医師会、(社)福

島県看護協会、(社)福島県薬剤師会、各医療機関、村内薬局 

 

大規模な災害発生時には、広域あるいは局地的に、医療救護を必要とする多数の傷病者の発生が

予想される。このため、災害時における救急の初動体制を確立し、関係医療機関及び各防災関連機

関・団体等との密接な連携のもとに、一刻も速い医療救護活動を実施する。 

 

第１ 医療（助産）救護活動 

村は、｢福島県災害救急医療マニュアル｣に基づき、自ら医療（助産）救護班を編成するとともに、

必要に応じ地区医師会等の協力を得て医療（助産）救護班を編成し、災害の程度に即応した救護活

動を行う。 

 

１ 救護所の設置 

健康福祉部は、医療救護活動を行うにあたり必要と認める場合は、医師会、病院、消防署等の

協力を得て医療救護所を設置し、医療用資機材、電源、テント等、応急医療に必要な資機材を確

保する。設置場所は、次のとおりである。 

〈救護所設置箇所〉 

① 保健福祉センター     ② 村内小・中学校 

③ 災害現場         ④ その他本部長が必要と認める場所 

なお、救護所の設置に時間を要する場合は、病院、診療所を救護所とする。 

 

２ 医療救護班の編成 

健康福祉部は、医療班は、医師会、歯科医師会、薬剤師会に医療救護班の出動を要請する。 

村で対応ができない場合、県に対して、県が組織する医療救護班の派遣を要請する。 

 

３ 医療（助産）救護活動 

医療（助産）救護活動は、次のとおりである。 

〈医療救護活動〉 

① 診療（死体検案を含む。）       ② 応急処置、その他の治療及び施術 

③ 分娩の介助及び分娩前後の処置    ④ 薬剤又は治療材料の支給 

⑤ 医療施設への搬送要否（主に重症患者）の決定 

⑥ 看護                ⑦ その他医療救護に必要な措置 

 

 

 

 



震災対策編 第３章 災害応急対策計画 

第 10 節 医療（助産）救護活動 

- 88 - 

第２ 傷病者等の搬送 

１ 傷病者の搬送 

健康福祉部は、救護所から後方医療機関への重症者搬送のため、消防本部に救急車両を要請す

る。消防本部の救急車両が確保できない場合は、村で確保した車両により搬送する。 

道路の損壊等の場合又は遠隔地への搬送の場合においては、県を通じて消防防災航空センター

又は自衛隊等のヘリコプターによる搬送を要請する。 

〈後方医療機関〉 

種別 施設名 所在地 電話番号 

基幹災害拠点病院 
福島県立医科大学付

属病院 
福島市光ヶ丘1 (042)547-1111 

地域災害拠点病院 白河厚生総合病院 
白河市豊地上弥次

郎2-1 
(0248)22-2211 

その他の病院及び救急

診療所 
福島県太陽の国病院 

西郷村大字真船字

芝原29-4 
(0248)25-3111 

 

２ 医療スタッフ等の搬送 

健康福祉部は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班等の搬送について、搬送手

段の優先的な確保などの特別な配慮を行う。 

 

第３ 医薬品等の確保 

健康福祉部は、医療品販売店の協力により医薬品の確保を図るとともに、「福島県災害時医薬品等

供給マニュアル」により、救護活動に必要な医薬品等について、県（保健福祉事務所）に供給要請

を行う。 

 

第４ 人工透析の供給確保 

人工透析が必要な慢性的患者に対し、県（保健福祉部）及び健康福祉部は、被災地における人工

透析医療機関の稼動状況等の情報を収集し、透析患者、患者団体及び医療機関等へ情報を提供する

など受療の確保に努める。 

 

第５ 避難所等での医療活動 

１ 救護所の設置 

健康福祉部は、避難所における避難生活が長期化するときは、医師会等と連携して避難所に救

護所を設置する。 

 

２ 巡回医療の実施 

健康福祉部は、医師会等の協力を得て、避難所の救護所にて精神科、歯科等を加えた巡回医療

を実施する。 
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第１１節 水防活動 
 

責任者 関係各部長、消防団長 

関係機関 
福島地方気象台、県南地方振興局、県南建設事務所、県南農林事務所、白河

地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、西郷村建設業組合 

 

水防活動は、西郷村水防計画による。 
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第１２節 緊急輸送対策 
 

責任者 企画部長、農政部長、商工観光部長、建設部長、教育部長 

関係機関 

自衛隊、白河警察署（西郷駐在所、甲子高原駐在所、新白河交番）、(社)福島

県トラック協会、日本通運(株)福島支店、東日本旅客鉄道(株)、その他輸送

業者 

 

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

ため、緊急時における輸送路等を確保するとともに、車両等が円滑に調達できるようにしておくこ

とが重要であり、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の円滑な実施に特に配慮して輸送活

動を行うことが求められる。 

 

第１ 緊急輸送の範囲 

１ 輸送の範囲 

災害の応急対策の段階に応じて、緊急輸送活動の対象を広げる。 

〈輸送の範囲〉 

① 被災者の避難（被災者の避難の副次的輸送を含む。） 

② 医療及び助産における輸送 

③ 被災者の救出のための輸送 

④ 飲料水の供給のための輸送 

⑤ 救済用物資の運搬のための輸送 

⑥ 死体の捜索のための輸送 

⑦ 死体の処理（埋葬を除く。）のための輸送  

⑧ その他、特に応急対策上必要と認められる輸送 

 

２ 緊急輸送活動の対象 

〈緊急輸送活動の対象〉 

第１段階 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、

物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

③ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、

水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員・物資等 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な

人員及び物資 

第２段階 

第１段階に次の対策を加える。 

① 食料、飲用水等生命の維持に必要な物資 

② 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

③ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第３段階 

第２段階に次の対策を加える。 

① 災害復旧に必要な人員及び物資 

② 生活必需品 
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第２ 緊急輸送路等の確保 

１ 緊急輸送路の確保 

建設部は、応急対策を円滑に実施するため、あらかじめ指定された路線の開通作業を実施し、

交通の確保を図る。 

指定された路線の確保が困難な場合は、指定路線以外の道路を緊急輸送路として確保する。 

〈緊急輸送路一覧〉 

県指定第１次確保路線 国道４号、国道289号、東北自動車道 

県指定第２次確保路線 県道増見小田倉線、県道白河羽鳥線、村道2078 号（役場前線）

村指定道路線 

一級村道 ２号（米高助線）、３号（高助追原四ッ門線）、６号

（原中四ッ門線）、26号(上芝原台上線)、27号（大清水伯母沢

線）、29 号（上新田大平線）、23 号（駅前西線）、22 号（米・

長坂線）、24号（折口追原線）、25号（川谷由井ヶ原線）、5189

号（上新田中久保線）、4045 号（折口原 12号線）、2078号（役

場前線）、3070 号（椙山・嫁塚線）、5124 号（岩下１号線）、5130

号（小田倉前原線）、5138 号（大平６号線）、2049 号（自衛隊

しょう舎前線）、4080 号（一の又台上線）、5093 号（区画２号

線） 

 

２ 輸送拠点の確保 

農政部及び商工観光部は、あらかじめ指定した広域陸上輸送拠点及び村物資受入れ拠点の管理

者の協力を得ながら、物資集積、荷さばき、保管のための輸送施設の確保を図る。 

〈輸送拠点〉 

項    目 施設名称 所在地 備   考 

広域陸上輸送拠点 

物資受入れ拠点 
西郷村文化センター 熊倉字折口原76-1 

 

 

 

３ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

教育部は、災害時の航空輸送を円滑に行うため、公共施設のグラウンド等にヘリコプター臨時

離着陸場を開設するための準備等を行う。 

 

第３ 輸送手段の確保 

１ 輸送車両の確保 

企画部は、村有車両を活用するほか、民間所有車両による輸送や特殊車両等の使用が必要と認

められる場合は、民間車両所有者や関係業者（特殊車両等保有業者）に協力を要請する等、現況

に即し車両等の調達を行う。必要な車両等の確保が困難な場合には、県に対して、要請及びあっ

せんを依頼する。 

また、給油所に対し災害対策車両への優先的な給油を要請する。 

 

２ 輸送車両の確認手続き 

企画部は、災害対策に使用する自動車の確認を白河警察署に申し出て、災害対策基本法施行規

則第６条に規定する標章及び証明書の交付を受ける。 
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交付を受けた標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に表示し、証明書は、当該車両に備え付ける。 

 

３ 鉄道輸送の確保 

企画部は、災害対策輸送の実施につき必要があると認める場合は、東日本旅客鉄道(株)に協力

を要請する。 
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第１３節 警備活動及び交通規制措置 
 

責任者 住民部長 

関係機関 白河警察署（西郷駐在所、甲子高原駐在所、新白河交番）、交通安全協会 

 

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

る。これに対し、村民の安全確保、各種犯罪の予防、取り締まり及び交通秩序の維持等の活動が重

要となる。 

 

第１ 警備活動 

１ 警備体制 

白河警察署は次の警備体制をとる。 

(1) 職員の招集 

白河警察署は、災害発生後速やかに、あらかじめ定められたところにより、職員を招集・参

集させ、災害警備体制の確立を図る。 

(2) 災害警備本部等の設置  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、白河警察署に所要の規模の災害警備本

部等を設置する。 

(3) 応援要請 

大規模な災害に対して白河警察署だけでは、被災状況の全体把握等が困難な場合は、県警察

本部に対して広域緊急援助隊（被災都道府県警察本部の要請により出動し、被災情報等の収

集・伝達及び救急救助活動並びに緊急輸送路の確保、緊急輸送車両の先導等の任務を行う部隊）

応援を要請する。 

 

２ 警備活動 

白河警察署は、村等の関係機関と連携して、次の警備活動を行う。 

(1) 災害情報の収集 

多様な手段により災害による被災状況、交通状況等の情報収集活動にあたる。 

(2) 救出救援活動 

白河警察署は、把握した被災状況を県警察本部に報告するとともに、消防機関等の防災関係

機関と連携して救出救助活動を行う。 

(3) 避難誘導活動 

避難誘導を行うに当たっては、緊急の場合を除き、白河警察署と村等が緊密な連携の下、被

災地域、災害危険箇所等の現場状況を把握した上で安全な避難経路を選定し、避難誘導を実施

する。 

(4) 死体見分 

村は県警察本部に協力し、死体見分場所等を確保するとともに、医師等との連携に配意し、

迅速かつ的確な身元の確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努める。 

(5) 二次災害防止措置 

白河警察署は、二次災害の危険箇所を把握するため、住宅地域を中心に調査を実施するとと

もに、把握した二次災害危険場所等について、村災害対策本部等に伝達する。 

二次災害の防止を図るため、村災害対策本部等は、県警察本部が行った調査等に基づき、避
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難勧告等を発令する。 

(6) 社会秩序の維持 

白河警察署は、被災地及びその周辺におけるパトロール等を強化するとともに、地域の防犯

組織等と連携するなどして、被災地の社会秩序の維持に努める。 

また、村は、白河警察署等関係機関と連携し、被災地及び避難所の安全を確保する。 

(7) 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

村は、白河警察署と連携して、被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置

に関する情報、交通規制等警察措置に関する情報等の適切な伝達に努める。 

(8) 相談活動の実施 

村は、白河警察署と連携して、行方不明者相談所、消息確認電話相談窓口等の設置に努める

とともに、避難所への警察官の立ち寄り等による相談活動に努める。 

(9) ボランティア活動の支援 

村や白河警察署は、自主防災組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地

における各種犯罪・事故の未然防止と被災住民等の不安の除去等を目的として行われるボラン

ティア活動が円滑に行われるよう必要な支援を行う。 

 

第２ 交通規制措置 

１ 交通情報の収集 

白河警察署は、災害が発生した場合、又は災害がまさに発生しようとする場合において、道路

管理者と連携し、道路の損壊状況、交通状況等の交通情報の収集に務め、交通対策を迅速かつ的

確に推進する。 

 

２ 交通情報の収集 

(1) 被災区域等への流入抑制 

災害が発生した場合、又は災害がまさに発生しようとする場合、公安委員会は次により、緊

急交通路の確保を図る。 

ア 混乱防止と緊急交通路確保のため、被災地区等への流入抑制のための交通整理、交通規制

を実施する。 

イ  流入抑制のため、交通整理、交通規制については、関係都道府県と連絡を取りながら広域

的に行う。 

ウ  高速自動車道については被災地区等を経由する車両を抑制するため、規制区域におけるイ

ンターチェンジ等からの流入を制限する。 

(2) 交通規制の方法等 

ア 標示の設置による規制 

公安委員会は、災害が発生し又は発生しようとしている場所及びこれら周辺の区域又は区

間の道路の入口やこれらと交差する道路との交差点付近に災害対策基本法施行規則第５条

に規定する「標示」を設置し、車両の運転手等に対し緊急交通路における交通規制の内容を

周知する。 

イ 現場の警察官の指示による規制 

緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難

であると認めるときは、公安委員会の管理に属する警察官の現場における指示により規制を

行う。 
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ウ 迂回路対策 

公安委員会は、幹線道路等の通行禁止を実施する場合は、必要な場合において、迂回誘導

のための交通要点に警察官等を配置する。 

エ  広報活動 

公安委員会は村と連携し、交通規制状況及び道路の損壊状況等交通に関する情報について、

ドライバーをはじめ居住者等に広く周知する。 

 

３ 交通規制時の車両運転者の義務 

災害対策基本法の規定による災害時における車両運転者の義務は、次のとおりである。 

(1) 通行禁止等の措置が行われたときは、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止区域

又は区間以外の場所へ移動させること。 

なお、速やかな移動が困難な場合には、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐

車しなければならない。 

(2) 前記(1)にもかかわらず、車両の運転者は警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車

両を移動し、又は駐車しなければならない。 

 

４ 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令等 

緊急通行車両通行の確保のための警察官等による措置は、次のとおりである。 

(1) 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることに

より災害応急対策の実施に著しい支障があると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、

所有者、管理者に対し、当該車両その他物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

(2) 前記(1)による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は自らその措置を

とることができる。この場合において、警察官は当該措置をとるためやむを得ない限度におい

て、車両その他の物件を破損することができる。 

(3) 前記(1)、(2)を警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命じられた部隊の自衛隊及

び消防吏員の職務執行について準用し、当該自衛官及び消防吏員は、自衛隊用及び消防機関が

使用する緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当

該措置をとることができる。 
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第１４節 防疫及び保健衛生対策 
 

責任者 住民部長、健康福祉部長、上下水道部長 

関係機関 

県保健福祉部、県南保健福祉事務所、県精神保健福祉センター、(社)福島県

医師会（白河医師会）、(社)福島県歯科医師会、(社)福島県薬剤師会、(社)福

島県看護協会、医療機関 

 

災害による感染症の発生及び被災地の衛生環境の低下を防止するとともに、避難所あるいは仮設

住宅等での生活における保健指導の実施、さらに災害によるストレス等に対する精神保健指導を行

い、被災者の健康の維持を図る。 

 

第１ 防疫活動 

１ 防疫組織 

(1) 防疫班 

健康福祉部は、防疫業務を実施するため防疫班を編成する。 

(2) 健康診断班、検水班 

健康福祉部は、感染症患者及び保菌者の早期発見、発生防止のための健康診断班、検水班を

編成する。健康診断班は、医療救護班の協力を得る。 

 

２ 防疫活動 

(1) 消毒の実施 

健康福祉部は、感染症を予防するため、次のとおり被災地の消毒を行う。 

ア 知事の指示に基づき、浸水家屋、下水、ゴミ・汚物の集積場所、避難所、井戸等について

速やかに実施する。実施に当たっては、厚生労働省令の規定に従い行う。 

イ 薬剤の所要量を算出し、速やかに手持量を確認の上、不足分を入手し適宜の場所に配置す

る。消毒に要する1戸当たりの使用薬剤の基準は、概ね次のとおりとする。 

〈消毒薬剤の基準〉 

災害の程度 
薬品名 

クレゾール 普通石灰 ｸﾛｰﾙｶﾙｷ(井戸)

床上浸水（全壊、半壊、流失含む） 200g ６kg 200g 

床下浸水 50g ６kg 200g 

ウ 冠水家屋に対しては、各戸に上記イの薬剤を配し、排水後、家屋の消毒を行うよう指導す

る。 

(2) ねずみ族、昆虫等の駆除 

健康福祉部は、知事の指示に基づきねずみ族、昆虫等の駆除を実施する。実施に当たっては、

厚生労働省令の規定に従い行う。 

(3) 生活の用に供される水の供給 

健康福祉部及び上下水道部は、次の方法で安全な飲料水を供給する。 

ア 知事の指示に基づき、速やかに生活の用に供される水の供給を開始し、給水停止期間中継

続する。 

イ 生活の用に供される水の供給方法は、容器による搬送、ろ水器によるろ過給水等現地の実

情に応じ適切な方法によって行う。この際、特に配水器の衛生的処理に留意する。 
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ウ 生活の用に供される水の使用停止処分に至らない程度であっても、井戸、水道等における

水の衛生的処理について指導を徹底する。 

(4) 避難所の防疫的指導等 

健康福祉部は、避難所で県防疫職員の指導のもとに防疫活動を実施するとともに、避難所自

治組織に衛生に関する組織を編成させ、その協力を得て指導を徹底する。 

(5) 防疫薬剤・資器材等の調達 

健康福祉部は、防疫薬剤・資器材等を村内及び白河市の関係業者から調達する。調達不可能

な場合は、近隣市町村又は知事に対し、調達のあっせんの要請を行う。 

(6) 県への報告 

住民部は、被害状況の概要、患者発生の有無、ねずみ族昆虫類駆除の地域指定の要否、災害

救助法適用の有無、その他参考となる事項について、保健福祉事務所長を経由して知事あてに

報告する。 

防疫活動を実施したときは、防疫活動状況報告（昭和45年５月 10日衛発第 302号公衆衛生

局長通知様式５）に記載する事項を毎日知事へ報告する。 

 

第２ 食品衛生監視 

県（保健福祉部、保健福祉事務所）は、災害時の状況に応じて必要と認めたときは、食品衛生監

視班を編成、被災地に派遣し、保健福祉事務所長の指揮下で以下の活動を行う。 

〈食品衛生監視〉 

① 炊き出し等の食品の監視指導及び試験検査  ② 飲料水の簡易検査 

③ その他の食品に起因する危害発生の防止 

 

第３ 栄養指導 

県（保健福祉部）は、災害の状況により、栄養指導班を編成、被災地に派遣し、炊き出し、給食

施設の管理指導、患者給食に対する指導、その他栄養補給に関することを行う。 

 

第４ 保健指導等 

１ 保健指導 

(1) 保健指導 

健康福祉部は、保健師・栄養士等は県と協力し、避難所、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う。保健指導にあたっては、福祉関係者、か

かりつけ医師、民生・児童委員、地域住民との連携を図り行う。 

(2) 健康診断 

健康福祉部は、避難所、帯水地域その他衛生環境の良好でない地域を優先に県と協力して健

康診断を行う。 

(3) 感染症の予防 

健康福祉部は、感染症患者又は疑いのある方が発生したときは、県と協力し入院及び予防の

ための広報活動を実施する。 

(4) 臨時予防接種 

県は、感染症予防上必要があるときは、予防接種を受けるべき者の範囲及び期日を指定し、

予防接種を実施する。村は県の指導のもとに臨時予防接種を行う。 
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２ 精神保健活動（こころのケア対策） 

(1) 精神科医療体制の確保 

健康福祉部は、県によって被災地に精神救護所を設置され、精神科医療チームが派遣された

場合は、県と連携協力し、精神科診療体制を確保する。 

(2) 被災者のメンタルヘルスケア 

健康福祉部は、県と連携協力し、被災者となることで顕在化する精神保健上の問題に対応す

るため、必要に応じ、精神科医療チームを避難所等に巡回させ、メンタルヘルスケアを実施す

る。 

(3) 精神科入院病床及び搬送体制の確保 

健康福祉部は、村は県と連携協力し、入院医療及び保護を必要とする被災者のために、精神

科病床及び搬送体制を確保する。 

 

第５ ペット対策 

１ ペット同伴避難への対応 

住民部は、被災者がペット同伴で避難した場合、避難所屋外にペットの専用スペースを指定し

ペットの保護を指導する。ペット専用スペースでは、避難者が準備したケージ、餌、水等により、

飼養する。 

 

２ ペットへの対応 

住民部は、避難が長期化し、ペットの飼養について対策が必要な場合は、県（保健福祉事務所）

と放置動物保護、負傷動物の治療、ペットフード等の確保等について協議する。 

なお、県は、災害状況に応じてペット動物救護対策班を編成し、救護対策を実施する。 
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第１５節 廃棄物処理対策 
 

責任者 住民部長、建設部長、上下水道部長、健康福祉部長 

関係機関 
県生活環境部、県南地方振興局、白河地方広域市町村圏整備組合、廃棄物収

集処理一部事務組合 

 

第１ 廃棄物処理 

１ 対策の基本針方針 

災害廃棄物は、次に示す基本方針により処理する。 

(1) 衛生的な処理 

生活系ごみやし尿の処理については、衛生の確保を 重点として対応する。 

(2) 迅速な対応 

事前に連絡体制を整備し、災害発生時には迅速な対応を図る。 

(3) 計画的な処理 

大量に発生する災害廃棄物に対応するため、仮置場の設置等により計画的に処理を進める。 

(4) 有害物質の適切な対応 

建築解体によるアスベストや野焼きによるダイオキシン等の有害物質による環境汚染の防

止を図る。 

(5) リサイクルの推進 

災害廃棄物をできるだけ分別収集し、リサイクルを推進する。 

(6) 安全確保 

災害廃棄物対策業務にあたっては、通常業務と異なる事態が発生することが想定されるため、

作業の安全確保を図る。 

 

２ 業務概要 

業務概要は次のとおりとする。 

なお、近隣市町村や関係機関とは、災害時の協力体制を整備する。 

〈業務概要〉 

関係機関等 業 務 概 要 

災害廃棄物対策班（住民部、健康

福祉部、建設部、上下水道部） 

① 災害廃棄物対策全体の侵攻管理 

② 関係機関との連絡調整 

③ 住民への広報、相談対応 

④ 仮置場の開設 

⑤ 仮設トイレの設置 

⑥ その他 

福島県（県南地方振興局） 
① 災害対策本部との連絡調整（住民部） 

② 他市町村との連絡調整 

白河地方広域市町村圏整備組合 ① 災害廃棄物処理の実施 

他市町村 ① 災害廃棄物対策の支援 

関係機関等 

（廃棄物収集処理許可業者、し尿

収集許可業者、浄化槽清掃許可業

者、建設業者等） 

① ゴミ処理業務の実施 

② し尿収集運搬業務の実施 

③ 仮設トイレの貸与 

④ 家屋の解体 

⑤ その他 
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ボランティア ① 住民への応援等 

住民 
① 自己のごみ搬出 

② 村への協力 

 

３ 情報収集と災害廃棄物処理計画の作成 

災害発生時には、災害廃棄物対策班は速やかに災害の情報を収集するとともに、発生した災害

の種類・規模に応じて、災害廃棄物処理作業計画を作成し、迅速な対応を図る。 

 

４ 災害廃棄物の排出量等の推定 

どの程度の災害廃棄物が発生するかをあらかじめ予測することは、仮置場の設置、災害廃棄物

処理作業計画の作成等の検討をするために有効であることから、できるかぎり推計する。 

なお、排出量の推定は、全壊家屋一戸あたり５ｔ、半壊家屋一戸あたり２ｔ、落下物一件あた

り１ｔを目安とする。 

 

５ 収集体制の確保 

村は被災等における環境保全の緊要性を考え、平常体制に臨時雇用による人員を加えた作業体

制を確立する。さらに、必要に応じて近隣市町村等からの人員及び機材の応援を求める。 

このため、村はあらかじめ民間の廃棄物処理関連業者に対し、災害時における人員、資機材等

の確保に関し、迅速かつ積極的な協力を得られるよう協力体制を整えておく。 

 

６ 処理対策 

(1) 生ごみ等腐敗性の大きい廃棄物 

生ごみ等腐敗性の大きい廃棄物については、被災地における防疫対策上、収集可能な状態に

なった時点からできる限り早急に収集し、処理施設に搬入する。 

(2) 粗大ごみ等 

粗大ごみ及び不燃性廃棄物が大量に排出されると考えられるが、一時期の処理場への大量搬

入は、その処理が困難となる場合が想定されるので、村は必要に応じて生活環境に支障のない

場所を仮置場として選定し、暫定的に積み置きするなどの方策を講じる。 

(3) がれき等 

がれき等については、原則として排出者自らが、村のあらかじめ指定する場所に搬入するが、

排出者自らによる搬入が困難と判断される場合及び道路等に散在し、緊急に処理を要する場合

には、村が収集処理を行う。 

〈仮置場予定地と受け入れ可能ながれき〉 

ア 仮置場： 鶴生仮置場 

イ 受入可能なゴミの種類 

①  木製廃材（ふすま、家具、倒木など） 

②  畳 

③  瓦 

④  基礎コンクリート、石塀、ブロック 

⑤  外壁材、壁、断熱材、レンガ、タイル、ガラス、浴槽、便器 

⑥  金属類（トタン、金属製雨樋、サッシ枠などの金物） 
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第２ し尿処理 

１ し尿排出量の推定 

くみ取り式便槽のし尿は、防疫上できる限り早急に収集処理を行うため、緊急時における収集

体制の確立を図る。 

し尿排出量は１人１月分として 42 リットルとする。なお、被災世帯の処理量のほかに、消失

家屋便槽のし尿分が加わるものと考えられる。 

また、水洗化の状況等、住宅数、予測被災者数等から必要な仮設トイレ数を推定する。 

 

２ 収集体制の確保 

民間のし尿処理関連業界及び仮設トイレ等を扱う民間リース業者に対して、災害時における人

員、資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力を要請する。 

 

３ 処理対策 

(1) 避難所でのし尿処理 

水洗トイレの使用可否の状況によるが、水を確保することにより下水道機能を活用して処理

を行う。また、必要に応じて仮設トイレを設置し、避難所の環境衛生の確保を図る。この場合、

仮設トイレの機種は、高齢者・障がい者等に配慮したものの選定に努める。 

この場合のし尿の収集は、くみ取り式及び仮設トイレを設置した避難所を優先的に行う。 

(2) 各住宅でのし尿処理 

断水が原因で水洗トイレが使用できない場合は、簡易トイレを各戸に配布し、し尿をゴミと

して処理する。 

また、住宅団地等には、民間のリース業者等の協力を得て、仮設トイレを設ける等の対策を

講じる。 

(3) 消毒 

被災により機能していないくみ取り式便槽や浄化槽については、公衆衛生上の観点から、速

やかに周辺の消毒を実施する。 

 

第３ 廃棄物処理施設の確保及び復旧対策 

１ 事前対策 

廃棄物処理施設は、設備の欠陥が生じた場合には適正な廃棄物処理が難しくなり、強いては周

囲の環境汚染を引き起こすおそれがあるので、普段より施設の維持管理を十分に行う。 

 

２ 復旧対策 

災害が生じた場合には、迅速にその状況を把握し応急復旧を図る。また、被災状況が収集作業

に影響を与える場合には、期間等を定めて他の市町村等の処理施設に処理を依頼するなどの方策

をとる。 

なお、被害状況を勘案し、廃棄物処理施設災害復旧費補助金を受ける場合には、その取扱通知

に従い、早急に県（生活環境部）に報告するなどの処置を講ずる。 
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第４ 応援体制の確保 

区域内の処理が不可能と思われる場合は、県（生活環境部）又は隣接市町村に支援を要請する。 

民間の廃棄物関連業界、し尿処理関連業界及び仮設トイレ等を扱う民間のリース業者等に対して、

災害時における人員、資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整

えておく。 

 

第５ 広報・相談 

災害時においては、ごみやし尿の処理について、住民の混乱により苦情が多発することが想定さ

れる。 

このため、防災無線、広報車、チラシ等により、ごみやし尿処理方法等の周知徹底を図り、住民

の協力を得る。 

なお、相談窓口を早期に開設し、住民対応を図る。 
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第１６節 救援対策 
 

責任者 上下水道部長、農政部長、商工観光部長、健康福祉部長、各関係部長 

関係機関 東北農政局、白河農業協同組合、西郷村商工会、(社)福島県トラック協会 

 

災害により生活に必要な物資が被害を受けるなど、流通機構の混乱等により物資の入手が困難となっ

た場合においても、村民の基本的な生活の確保、人心の安定を図ることを目的として、生活の維持に特

に欠かせない食料、生活必需品及び飲料水等を確保するとともに、迅速な救援を実施する。 

 

第１ 給水対策 

１ 飲料水供給の概要 

上下水道部は、災害のため水道施設の破損又は井戸等の汚染により飲料水が得られない場合は、県

（県南保健福祉事務所）及び国の協力を得ながら、 小限度必要な飲料水を供給し、被災者の保護を

図る。 

給水量は、生活上 小限度必要量を確保するものとし、概ね当初 低１日１人３リットルの飲料水

を供給し、発災後４日～７日までは10リットル、２週目は50～100リットル、３～４週目は150～200

リットルを目標とし、復旧の段階に応じ漸増させ供給する。発災後、４週目を目途に復旧し、通水を

開始するよう努める。 

なお、市販の容器入り飲料水の確保についても、検討を行う。 

 

２ 飲料水の応急給水活動 

(1) 飲料水の応急給水活動 

上下水道部は、給水班を組織し応急給水を実施する。 

ア 水道事業者が確保した飲料水のほか非常用飲料水貯水槽、井戸水等を活用して応急給水を

実施する。 

イ 給水箇所は、避難所、地区の集会所などとし、給水車から被災者が持参するポリタンク、

バケツ等に給水する。 

ウ 救護所、病院、社会福祉施設等の緊急性の高い施設に優先給水を行う。 

(2) 水源の水質検査・保全 

確保した水源の水が飲料に適するかどうかの検査については、白河地方広域市町村圏整備組

合用水供給課に依頼するものとし、消毒、ろ過等による水質保全等の方法については、上下水

道部が行う。 

(3) 給水用資機材の調達 

上下水道部は、給水タンク、ポリタンク、可搬式ろ過機、給水車、運搬車両等の給水用資機

材を、業者から確保する。 

ただし、関係業者が被害を受け、地域内で給水資機材を調達できない場合は、知事又は隣接

市町村に対し調達のあっせんを依頼する。 
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第２ 食料対策 

１ 食料供給の概要 

災害時における応急配給は、備蓄食料等を活用するとともに、安全で衛生的な主要食料、副食・

調味料等を村が調達し、被災者等に対して供給する。供給の対象は、次のとおりとする。 

〈食料供給の対象者〉 

① 避難指示等に基づき、避難所に収容された人 

② 住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

③ 住家に被害を受けたため、一時縁故先等へ避難する者 

④ 旅行者、滞在者等で他に食料を得る手段のない者 

⑤ 施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者 

⑥ 災害応急対策活動従事者※ 

※災害救助法の対象外 

 

２ 調達及び供給 

食料の供給にあたっては、避難の長期化に対応して、時間の経過とともにメニューの多様化、

適温食の提供、栄養のバランスの確保、アレルギーや災害時要援護者への配慮等、質の確保につ

いても配慮する。 

(1) 備蓄食料 

災害発生直後（１日程度）は、原則として、住民、事業所自らが備蓄した食料、村の備蓄食

料を充てる。農政部及び商工観光部は、備蓄倉庫の食料を必要に応じて避難者へ供給する。 

(2) 食料の確保 

農政部及び商工観光部は、企画部が把握する避難者数等の需要に基づき業者からの調達、県

への要請、自衛隊への炊き出し要請により食料を確保する。 

確保する食料は、弁当、パン、飲料類とし、できる限り災害時要援護者に適した供給ができ

るように配慮する。乳幼児に対しては、粉ミルクを確保する。 

また、応急用米穀の確保ができないときは、知事に政府米の供給を要請し、知事の指示に基

づいて当該米穀を受領する。 

(3) 食料の輸送・分配 

農政部及び商工観光部は、食料調達業者が輸送困難なときは、食料の輸送を輸送業者に要請

する。食料の集積拠点は、西郷村文化センターとし、管理責任者及び警備員等を配置し食品管

理を徹底する。避難所における食料の分配は、避難所の自治組織に委任する。 

(4) 炊き出し 

農政部及び商工観光部は、炊き出しにて食料を供給する場合は、自衛隊、日赤奉仕団等に要

請する。 

また、避難者自ら避難所等において炊き出しを実施する意向がある場合は、可能な限り必要

な食料や資機材を準備する。 

 

第３ 生活必需品の供給 

１ 生活必需品供給の概要 

農政部及び商工観光部は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活物資等をあっせん又は調

達し、供給する。生活必需物資等の範囲は、次のとおりである。 
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〈生活必需品供給の対象者及び内容〉 

対象者 

住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であって次に掲げる条件を満たす者

① 被服、寝具その他生活上必要な 小限度の家財を喪失した者 

② 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが

困難な者 

供給内容 

寝具（毛布等）、衣料品（下着、作業着、タオル）、炊事器具（卓上コンロ、カ

セットボンベ）、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料等寝具、衣料品、炊事器具、

食器、日用雑貨、光熱材料及び燃料等 

 

２ 調達及び供給 

(1) 調達 

農政部及び商工観光部は、業者に生活必需品の供給を要請する。確保が困難なときは、県に

対して供給を要請する。 

また、全国から寄せられる救援物資も供給する。 

(2) 輸送・分配・報告 

食料と同様に行う。 

 

第４ 義援物資及び義援金の受け入れ 

１ 義援物資の受け入れ 

農政部及び商工観光部は、受入れを希望する義援物資等を把握し、その内容のリスト及び送付

先を県及び村の災害対策本部並びに報道機関を通じて公表する。 

なお、救援物資の受け入れは、団体や企業等からのもののみとし、提供の申し出を登録し、改

めて配送先等を連絡する登録制とし、必要なときに供給を要請する。 

 

２ 義援金の受け入れ 

健康福祉部は、義援金を受け入れる口座を指定金融機関に開設し、義援金を保管する。 

また、日本赤十字社等を通じて配分された義援金を受け付ける。 
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第１７節 被災地の応急対策 
 

責任者 建設部長、住民部長、税務部長 

関係機関 県南建設事務所、(社)福島県建設業協会、西郷村建設業組合 

 

被災地内の住民の生活を復旧させるために、緊急輸送路を確保するとともに、生活を復旧できな

い被災者のために仮設住宅の建設を要望し、災害救助法による住宅の応急修理等を行う。 

 

第１ 障害物の除去 

１ 住宅関係障害物の除去 

建設部は、災害により宅地内に流入した障害物について、次のいずれかに該当する場合は、そ

の障害物の除去を行う。 

〈住宅関係障害物の除去の対象者〉 

① 住民の生命の保護のため除去を必要とする場合 

② 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

③ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

作業は、西郷村建設業組合等の協力を得て実施する。労力及び機械が不足する場合は、隣接市

町村又は県南建設事務所に派遣（応援）要請を行う。 

 

２ 道路における障害物の除去 

道路における障害物の除去は、原則として原因者だが、緊急輸送路の確保及び人命の保護のた

めやむを得ない場合は、各道路管理者が実施する。 

(1) 障害物の把握等 

建設部は、村内の道路のパトロール、村民からの通報及び関係機関からの情報を収集して道

路の実態把握を行う。 

障害物がある箇所では、村交通安全協会の協力を求め、交通混乱の防止を図る。 

(2) 障害物除去の方法 

作業は、西郷村建設業組合等の協力を得て実施する。労力及び機械が不足する場合は、隣接

市町村又は県南建設事務所に派遣（応援）要請を行う。 

 

３ 河川における障害物の除去 

河川区域内の障害物の除去は、河川法に規定する河川管理者、水防法に規定する水防管理者・

水防団長、消防組織法に規定する消防機関の長が行う。 

河川管理者及び水防管理者、水防団長及び消防機関の長は、それぞれ河川法第 22 条第１項及

び水防法第28条の規定による緊急措置を行う。 

作業は、県南建設事務所の協力を得て実施する。労力及び機械が不足する場合は、隣接市町村

又は西郷村建設業組合等に派遣（応援）要請を行う。 

 

４ 除去した障害物の集積 

総務部及び住民部は、除去した障害物で廃棄物に該当するものについて、必要がある場合には

一時的な集積所を確保する。 
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(1) 交通に支障がなく、二次災害が発生するおそれのない公共用地を選定する。 

(2) 公共用地に適当な場所がないときは、民有地を使用することとするが、この場合においては、

所有者との間に補償（使用）契約を締結する。 

(3) 中間処理又は 終処分を行うまでの一次仮置場、リサイクルのための分別を行うためのスト

ックヤード等の場所を確保しておく。 

 

第２ 被災建築物・宅地の危険度判定 

１ 被災建築物の応急危険度判定 

建設部は、被災した建築物について、余震等による二次災害を防止し、使用者・利用者等の安

全を確保するため、県に応急危険度判定士による危険度判定を依頼する。 

(1) 判定実施体制 

役場に実施拠点を設置し、必要な判定資機材、ステッカー、調査区域の分担などの準備を行

う。危険度判定士は、村職員、村内有資格者のほか、不足する場合は、県に派遣を要請する。 

(2) 判定の実施 

判定は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル」（財団法人日本建築防災協会）に基づき目

視点検により行う。判定の結果は、「立入り禁止」「要注意」「調査済」に区分し、建物の入り

口に判定結果をステッカーで表示する。 

判定は、避難所等の災害拠点施設を優先的に行い、次いで、住宅の危険度判定を実施する。 

 

２ 宅地の危険度判定 

建設部は、被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために被災宅地や土砂災害危

険箇所等の危険度判定を行う。 

役場に実施本部を設置し、県を通じて被災宅地危険度判定士の確保を要請し、必要な人数の確

保に努める。 

判定は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連絡協議会）等に基

づき行い、判定の結果はステッカー等で表示する。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡する

とともに、必要に応じ適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 

 

第３ 住家の被害調査 

税務部は、家屋の被害状況の把握及びり災証明書を発行するために、被災家屋を対象に被災調査

を行う。調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）等に基づき、全壊・大規模

半壊・半壊・一部損壊の区分として、調査を行う。 

火災により焼失した家屋等は、消防本部が「消防法」に基づき火災調査を行う。 

〈住家の被害調査〉 

一次調査 目視による外観調査により、被害の程度を判定する。 

二次調査 必要に応じ、内部調査を行い被害の程度を判定する。 

再調査 
一次、二次の調査結果について、不服の申し立てがあった場合、必要に応じ

て再調査を行う。 
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第４ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理等 

１ 応急仮設住宅の建設 

(1) 実施機関及び方法 

ア 応急仮設住宅の建設に関する計画の樹立と実施は、県と協議し建設部が行う。 

イ 災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、知事が行う。 

ウ 建設部は、二次災害のない建設適地を確保するとともに、応急仮設住宅の建設や応急修理

にあたっては、県に協力要請及び技術的援助等を行う。 

〈応急仮設住宅建設予定地〉 

① 大字羽太字カブラ口   ② 大字羽太字柿ノ木下 ③ 大字小田倉字中島  

④ 大字小田倉字中庄司   ⑤ 大字鶴生字山田窪  ⑥ 大字小田倉字狼山 

⑦ 大字小田倉字小田倉原 

(2) 公営住宅等の確保 

総務部、建設部は、必要に応じ、仮設住宅として公営住宅及び民間賃貸住宅の空家の活用、

旅館、ホテル等を確保する。 

(3) 入居対象者 

災害により被災し、自らの資力では住宅を確保できないものであって、次に掲げるいずれか

に該当する者とする。 

〈応急仮設住宅の入居対象者〉 

次のすべての条件に該当する者 

① 住家が全焼、全壊又は流失した者 

② 居住する住家がない者 

③ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者 

例）生活保護法の被保護者及び要保護者 

特定の資産のない高齢者、障がい者、母子世帯、病弱者等 

上記に準ずる者 

※住民登録の必要はなく、村域に居住していることが明らかな者であればよい 

(4) 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定は、県が村の協力を得て行うが、県より委託を受けた場合は、

総務部及び建設部が行う。 

入居者の選定にあたっては、障がい者や高齢者等を優先する。 

 

２ 住宅の応急修理 

(1) 実施機関等 

被害家屋の応急修理に関する計画の樹立と実施は、建設部が行う。 

災害救助法を適用した場合の被害家屋の応急修理は、村が行う。 

(2) 実施方法等 

被災者の申込みにより必要性を調査した上で業者等の協力を得て請負契約により、居室、便

所及び炊事場等日常生活に欠くことのできない部分を応急的に修理する。 

(3) 応急修理の対象者 

応急修理の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。 
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〈応急修理の対象者〉 

ア 半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと 

イ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる

こと 

ウ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用しないこと 

エ 当該災害により半壊の住家被害を受けた者（世帯）については、前年の世帯収

入が次のいずれかに該当していること（大規模半壊の住家被害を受けた者（世帯）

は除く。） 

① （収入額）≦500万円の世帯 

② 500 万円＜（収入額）≦700万円かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯 

③  700 万円＜（収入額）≦800万円かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯 
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第１８節 行方不明者の捜索、遺体の処理 
 

責任者 総務部長、健康福祉部長、消防団長 

関係機関 

自衛隊、白河地方広域市町村圏消防本部（西郷分署）、白河警察署（西郷駐在

所、甲子高原駐在所、新白河交番）、日赤福島県支部、(社)福島県医師会（白

河医師会）、(社)福島県歯科医師会 

 

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

亡者については、火葬・埋葬に付し、人心の安定を図る。 

 

第１ 行方不明者の捜索 

村は、県（保健福祉部）、県警察本部、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、遺体及び

行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により死亡していると推測される者の捜索を実施する。 

 

１ 行方不明者の情報の収集 

住民部及び健康福祉部は、所在の確認できない村民に関する問い合わせや行方不明者の捜索依

頼・届出の受付及び要捜索者名簿の作成を行う。 

 

２ 捜索活動 

健康福祉部は、行方不明者の捜索のために、警察の協力を得て、村職員及び関係機関の職員に

より捜索班を編成する。また、村は、県、警察、消防機関と協議し、必要に応じて県に応援を要

請する。 

 

第２ 遺体の収容 

１ 遺体の検視・検案 

発見された遺体は、警察官による検視及び医療救護班による検案を行う。 

 

２ 遺体の収容 

(1) 遺体の搬送 

検視及び検案を終えた遺体は、村が県に報告のうえ、遺体収容所に搬送し収容する。この際、

葬祭業者との連携により、霊柩車の確保を考慮する。 

(2) 遺体収容所の開設 

健康福祉部は、被害現場付近の適当な場所（寺院、公共建物等）に遺体安置所を開設し、遺

体を収容する。 

また、葬祭業者に納棺用品等の供給を確保する。 

〈遺体収容所の設置予定箇所〉 

・文化センター 

(3) 遺体の処理 

遺体は、医療救護班が洗浄、縫合、消毒、検案等を実施する。遺体収容の状況によっては、

遺体安置所等に検案所を設置して遺体の処理を行う。 
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(4) 遺体の引き渡し 

健康福祉部は、身元が判明している場合は、遺族、親族等関係者に連絡のうえ、遺体安置所

で引き渡す。 

 

第３ 遺体の火葬・埋葬 

１ 遺体の火葬 

身元が判明しない遺体の火葬、埋葬は、村が実施する。健康福祉部は、焼骨、遺留品を納骨堂

又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明しだい縁故者に引き渡す。 

住民部は、遺族に引き渡した場合は火葬・埋葬許可手続を行う。 

 

２ 火葬場の調整 

健康福祉部は、近隣市町村と連携をとり、少数の火葬場に処理が集中しないよう調整し、適正

な配分に努める。 

火葬許可に当たっては、所轄する火葬場又は近隣市町村の火葬場の能力、遺体の搬送距離等を

考慮し、適正に処理できるよう火葬場を指示する。 
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第１９節 生活関連施設の応急対策 
 

責任者 上下水道部長、住民部長、各関係部長 

関係機関 
東北電力(株)白河営業所、東日本電信電話(株)郡山支店、(社)福島県エルピ

ーガス協会、ＬＰガス事業者 

 

生活関連施設（上・下水道、ガス、電気等）等の生活に密着した施設が被災した場合、生活の維

持に重大な支障をきたすことが予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急復旧を

図るための対策を確立する必要がある。 

 

第１ 上水道施設等応急対策 

上下水道部は災害発生時における応急給水用飲料水の確保を行うとともに、次により水道施設の

復旧対策を実施する。 

 

１ 被害状況調査及び復旧計画の策定 

災害発生後直ちに施設の被害状況調査を実施し、給水状況の全容を把握するとともに、応急復

旧に必要な人員体制及び資機材（調達方法）、施設復旧の手順、方法及び完了目標等を定めた応急

復旧計画を策定し、計画的に応急復旧対策を実施する。 

〈施設及び管路の復旧順位〉 

施設の応急復旧順位 
① 取水、導水、浄水施設  ② 送配水施設 

③ 給水装置 

配水管路の応急復旧順位 

① 配水場及び給水拠点までの配水管 

② 病院等緊急度の高い施設への配水管 

③ その他の配水管 

 

２ 応急復旧のための支援要請 

隣接水道事業者等、県等の他の機関への応援要請にあたっては、必要とする支援内容を明らか

にして要請する。 

 

３ 的確な情報伝達・広報活動 

県及び関係機関に対し、施設の被害状況、施設の復旧の完了目標等について、随時速やかに情

報を伝達するとともに、住民に対しては、復旧の順序や地区毎の復旧完了予定時期等についての

情報の提供・広報を行う。 

 

第２ 下水道施設等応急対策 

上下水道部は、災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、排水機能に

支障がある施設及び二次災害のあるものについて応急復旧を行う。 
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第３ 電気施設等応急対策 

東北電力(株)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、電力、電気通信の各

施設を防護し、応急措置（応急復旧措置を含む。）を講じ、各々その供給確保を図る。 

災害が予想される場合又は災害が発生した場合は、停電による社会不安除去のため、電力施設被

害状況及び復旧見通しや、住民の感電事故を防止するため、次の事項を中心に広報活動を行う。 

〈電力会社の広報〉 

① 無断昇柱、無断工事しないこと 

② 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等の設備の異常を発見した場合は、速やかに

会社事業所に通報すること 

③ 断線、垂下している電線には絶対に触れないこと 

④  浸水などにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと。 

⑤  屋外に避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

⑥  その他事故防止のため留意すべき事項 

 

第４ ＬＰガス応急対策 

ＬＰガス取扱事業者は、災害発生を覚知した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ的確

に把握し、被害状況により緊急措置等の必要の有無を検討する。 

復旧作業等は、(社)福島県エルピーガス協会の必要な指示のもと、復旧作業計画を策定し、あら

かじめ定められた復旧順位によることを原則とするが、被害状況、被害復旧の難易等を考慮して、

供給復旧効果の も大きいものから復旧を行う。 

〈ＬＰガス取扱事業者の広報活動〉 

① 地震発生直後の広報活動 

防災行政無線、テレビ、ラジオ、広報車等を通じて「火災を防ぐためガス栓や器具

栓、メーターコック等を閉めることや、ガスの火やストーブの火等をすぐ消すこと」

等を広報する。 

②  二次災害防止等の広報活動 

防災行政無線、テレビ、ラジオ、広報車等によるほか、ハンドマイク等も活用して、

次の事項について広報する。 

・ガス栓、器具栓、メーターコックを閉めておくこと。 

・ＬＰガス事業者が安全を確認するまでは、ガスを使わないこと。 

 

第５ 電気通信施設応急対策 

東日本電信電話(株)郡山支店は、災害時における電信電話サービスの基本は、公共機関等の通信

の確保はもとより、被災地域における通信の孤立を防ぎ、一般公衆通信を確保するために、応急作

業を迅速かつ的確に実施して通信の疎通を図る。 

災害により被災した通信回線の復旧については、あらかじめ定められた次の表の順位に従って実

施する。 
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〈電気通信設備の復旧順位〉 

順位 復旧する電気通信設備 

１ 

・気象機関に設置されるもの 

・水防機関に設置されるもの 

・消防機関に設置されるもの 

・災害救助機関に設置されるもの 

・警察機関に設置されるもの 

・防衛機関に設置されるもの 

・輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

・通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

・電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの 

２ 

・ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

・水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

・選挙管理機関に設置されるもの 

・別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置さ

れるもの 

・預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

・国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第1順位となるものを除く）

３ ・第１順位及び第２順位に該当しないもの 
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第２０節 文教対策 
 

責任者 教育部長、健康福祉部長 

関係機関 県南教育事務所、村内幼小・中学校等、西郷村ＰＴＡ連絡協議会 

 

災害時において、園児、児童及び生徒（以下「児童生徒等」という。）の安全と学校教育活動の円

滑な実施を確保するとともに、被災した文化財の応急対策を実施するため、次の応急対策計画を定

める。なお、保育園についても同様の対策をとる。 

 

第１ 児童生徒等保護 

１ 学校の対応 

(1) 校長等は、大災害が発生し、又は発生の発生が予想される場合で児童生徒等の安全確保

が困難なときは、必要に応じ臨時休校又は授業の打ち切りを行う。 

(2) 校長等は、臨時休校措置を登校前に決定したときは、児童生徒等にその旨を周知する。 

(3) 校長等は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮にあたる。 

(4) 授業打ち切りを行う場合は、児童生徒は学校で保護し、保護者等に引き渡すことを原則とす

る。 

(5) 初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行う。 

 

２ 教職員の対応、指導基準 

(1) 災害発生の場合、児童生徒等を教室等に集める。 

(2) 児童生徒等の退避・誘導にあたっては、氏名・人員等の掌握、異常の有無等を明確にし、的

確に指示する。 

(3) 学級担任等は、学級名簿等を携行し、本部の指示により、所定の場所へ誘導・避難させる。 

(4) 障がい児については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど十分配慮する。 

(5) 児童生徒等の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ決められた引き渡しの方法で確

実に行う。 

(6) 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家族等で帰宅できない児童生徒等については、氏名・

人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

(7) 児童生徒等の安全を確保したのち本部の指示により防災活動にあたる。 

 

３ 保育園・児童クラブ等での措置 

発生時は、学校と同様に、施設又は避難所で園児、児童の安全を確保し、保護者等に引き渡し

を行うまで継続的に保護をする。 

 

第２ 応急教育対策 

１ 応急教育の実施 

教育部は、県教育委員会との連携のもと、災害時において学校教育の実施に万全を期するため、

教職員・教育施設・教材等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 
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２ 被害状況の把握及び報告 

各学校は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに児童生徒等、教職員及び施設の被害状

況を把握し、教育委員会等に報告する。 

 

３ 教育施設の確保 

教育部は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、次によ

り施設の効率的な利用を図る。 

なお、避難場所に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合の対応についても検討

しておく。 

(1) 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は、早急に修理し、正常な教育活動の実施を図る。 

(2) 公立学校の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用する。 

(3) 仮設校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて、授業の早期再開を図

る。 

(4) 公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設、その他公共施設を利用して、授業の早期

再開を図る。 

なお、利用に当たっては、事前に関係機関との協議を行う。 

 

４ 教育施設の確保 

教育部は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった場合の応急対策として、次

により教員を把握し確保する。 

(1) 教員の配置 

各学校においては、責任者（学校付近居住者）を定め、参集した教員を確認し、人員を掌握

し、教育部は、県教育委員会に報告し、職員の配置等について適宜指導を受ける。 

(2) 学校施設の緊急使用 

災害発生直後は、避難所としての使用のため、村からの要請に基づいて施設の使用や避難者

の施設内への誘導など、必要な措置を行う。 

〈応急教育の実施方法〉 

災害の程度 応急教育実施の場所 教育実施者確保の措置 

１ 校舎の一部

が使用不能の

場合 

① 特別教室、屋内体育館等を使用

すること。 

② 二部授業を行うこと 

① 欠員者の少ない場合は、学校内で調

整すること。 

② 管内隣接校からの応援要員の確保を

検討すること。 

③ 管内隣接校の協力を求めること。 

④ 短期、臨時的には、ＰＴＡ等の適当

な者や退職教員等の協力を求めるこ

と。 

 

２ 校舎の全部

が被害を受け

た場合 

① 公民館等の公共施設を利用する

こと。 

② 隣接校の校舎を利用すること。

③ 寺社仏閣等の利用を行うこと。

④ 黒板、机、腰掛等の確保計画を

策定すること。 
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３ 特定の地域

全体について

相当大きな被

害が発生した

場合 

① 校舎が住民避難場所に充当され

ることも考慮すること。 

② ①の場合は、隣接校又は公民館

等の公共施設の使用計画をつくる

こと。 

③ 応急仮校舎の設置を検討するこ

と。 

欠員（欠席）が多数のため、②、③の

方途が講じられない場合は、県教育委員

会に確保を要請する。 

 

長期にわたり多数の教員に欠員が生じ

た場合は、直ちに対処できるよう調査を

しておくとともに、その欠員状況に応じ

補充教員を発令するか、他県の協力を要

請するかについて考慮しておくこと。 

４ 県内全域に

大きな被害が

発生した場合 

① 避難先の 寄りの学校、公民館

等の公共施設を利用すること。 

 

５ 学用品の確保のための調査 

教育部は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査し、確保が困

難な場合は、県教育委員会に確保を依頼する。 

 

６ 授業料の減免措置 

授業料の減免及び被災児童生徒等に対する就学援助措置について、調査、措置する。 

 

第３ 文化財等の応急対策 

建築物が被災した場合には、教育部は被害調査を行い、県教育委員会に報告するとともに、次の

事項を早急に進め、本修理を待つ。 

(1) 被害が小さい時は、至急、応急修理を行う。 

(2) 被害が大きい時は、損壊の拡大を防ぎ、覆屋等を設ける。 

(3) 被害の大小に関わらず、防護柵を設け、現状保存を図れるようにする。 

なお、美術工芸品の所有者・管理者の文化財保管場所が損害を受けた場合には、管理体制及

び整備の整った公共施設に一時的に保管させる措置を講ずる。 
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第２１節 災害時要配慮者対策 
 

責任者 健康福祉部長、教育部長、各関係部長 

関係機関 

県南保健福祉事務所、県精神保健福祉センター、白河地方広域市町村圏消防

本部（白河消防署西郷分署）、白河警察署（西郷駐在所、甲子高原駐在所、新

白河交番）、西郷村社会福祉協議会、西郷村民生委員協議会、西郷村行政区長

会、西郷村消防団、県医師会（白河医師会）、県薬剤師会（白河薬剤師会）、

県歯科医師会（白河歯科医師会）、県透析医会、社会福祉施設 

 

災害発生時において、高齢者、傷病者、障がい者（児）、外国人等いわゆる避難行動要支援者は、

災害情報の受理及び認識、避難行動、避難所における生活等のそれぞれの場面で困難に直面するこ

とが予想される。 

このため、「第９節 避難対策」のとおり避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導等において、

配慮する必要があるとともに、災害発生後、速やかな避難行動要支援者の把握、避難所における保

健福祉サービスの提供等が求められる。 

 

第１ 要配慮者に係る対策 

健康福祉部は、県、国と連携を図りながら、以下の点に留意し、要配慮者に係る的確なサービス

を実施する。 

(1) 在宅保健福祉サービス利用者、一人暮らし高齢者、障がい者、難病者等の「避難行動要支援

者名簿」を利用する等により、居宅に取り残された要配慮者の迅速な発見に努める。 

(2) 要配慮者を発見した場合には、当該要配慮者の同意を得て、必要に応じ次の措置をとる。 

ア 避難所へ移動すること。 

イ 社会福祉施設等へ緊急入所を行うこと。 

ウ 居宅における生活が可能な場合にあっては、在宅保健福祉ニーズの把握に努めること。 

(3) 要配慮者に対する保健福祉サービスの提供を遅くとも発災１週間後を目途に組織的・継続的

に開始できるようにするため、発災後２～３日目から、すべての避難所を対象として、要配慮

援者の把握調査を開始する。 

(4) 避難所の掲示板、災害広報紙、住民組織を通じた回覧・口頭により、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等の提供を行う。 

(5) 避難所等において、車椅子、障がい者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー（案内）、

手話通訳者等の人材について確保する。 

(6) ニーズ調査を行い、必要な保健福祉サービスの提供措置を行う。 

(7) 他の被災者と比べ、特にメンタルヘルスケア（相談）が必要となるので、県と協力し、精神

保健活動体制を確保すること。 

 

第２ 社会福祉施設等に係る対策 

(1) 被災社会福祉施設等は、「第９節 避難対策」により、速やかに入所者の安全の確保を図る。 

(2) 被災社会福祉施設等は、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワー（人的資源）の不足数

について把握し、近隣施設、村、県等に支援を要請する。 

(3) 健康福祉部は、以下の点に重点を置いて社会福祉施設等の支援を行う。 

ア ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者に要請する。 
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イ 復旧までの間、水、食料品等必須の日常生活品等確保のための措置を講ずる。 

ウ ボランティアへの情報提供等を含め、マンパワー（人的資源・有効総人員）の確保に努め

る。 

 

第３ 児童に係る対策 

１ 要保護児童の把握 

教育部は、次の方法により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の発見、把握及び援護を行

う。 

(1) 避難所の責任者等を通じ、避難児童、保護者の疾患等による要保護児童の実態を把握し、教

育部及び県（保健福祉部）に対し、通報がなされるよう措置を講ずる。 

(2) 住民基本台帳による犠牲者の確認、災害による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び住民の

通報等を活用し、発見及び実態把握を行う。 

(3) 要保護児童の実態を把握し、その情報を親族に提供する。 

(4) 速やかに親族による受入の可能性を探るとともに、県児童相談所に通報し、養護施設への受

入れや里親への委託等の保護を行う。 

また、孤児、遺児については、県における母子福祉資金の貸し付け、社会保険事務所におけ

る遺族年金の早期支給手続を行う等、社会生活を営む上での経済的支援を行う。 

 

２ 児童の精神保健活動（こころのケア対策） 

教育部は、被災児童の精神不安定に対応するため、県が行う児童相談所での精神保健活動（こ

ころのケア対策）に協力する。 

 

３ 児童の保護等のための情報伝達 

教育部は、県と協力し、被災者に対し、掲示板、広報紙等の活用により、要保護児童を発見し

た際の保護及び通報への協力を呼びかけるとともに、育児関連用品の供給状況、利用可能な児童

福祉サービスの状況、児童福祉施設の被災状況及び復旧状況等について的確な情報提供を行う。 

 

第４ 外国人に係る対策 

企画部は、語学ボランティアの協力を得て、広報車や防災行政無線を活用して外国語による広報

を実施し、外国人に対する避難誘導を行う。 

また、職員や語学ボランティア等による調査班を編成し、住民基本台帳等に基づき外国人の安否

確認に努めるとともに、外国語による各種情報の提供及び相談窓口を設置する。 
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第２２節 ボランティアとの連携 
 

責任者 健康福祉部長、各関係部長 

関係機関 県社会福祉協議会、西郷村社会福祉協議会、白河ボランティアセンター 

 

大規模災害により村内に大きな災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するた

めには、県、村及び防災関係機関だけでは、十分に対応することが困難であると予想される。 

このため、村及び関係機関は、ボランティアの協力を得ながら効率的な災害応急活動を行えるよ

う、ボランティアの有効な活用を図る。 

 

第１ ボランティア団体等の受け入れ 

１ ボランティアの受け入れ 

災害が発生した場合、健康福祉部及び社会福祉協議会は、ボランティアを必要とする応急対策

の内容及び場所の把握に努め、各種ボランティア団体等からの協力申し入れ等があった場合には、

受入れを行う。 

また、被災地域外からのボランティアの受入れ、活動調整等について、日本赤十字社福島県支

部奉仕団、県社会福祉協議会、県内のボランティア団体等へ協力を依頼するとともに、一般ボラ

ンティアのコーディネートを行うボランティアセンターを設置し、対応にあたる。 

 

２ 情報提供 

健康福祉部は、ボランティア団体等を迅速かつ的確に受入れるために、窓口を社会福祉協議会

内に設け、ボランティア活動の内容、必要人員、活動場所等についての情報提供に努める。 

特に、発災直後においては、県、近隣市町村や報道機関の協力を得て、 優先に求められるボ

ランティア活動内容等についての情報提供を行う。 

県にボランティア支援本部等が設置された場合は、全体的な情報支援、コーディネーターの派

遣などの協力を得る。 

 

３ 活動拠点の提供 

健康福祉部は、災害時において、必要に応じてボランティア活動の拠点施設を提供するなど、

ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 

 

第２ ボランティア団体等の活動 

ボランティア団体等の活動内容は、主として次のものが想定される。 

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

(2) 炊き出し、その他の災害救助活動 

(3) 医療、看護 

(4) 介護、看護補助、外国人への通訳 

(5) 清掃及び防疫 

(6) 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

(7) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

(8) 災害応急対策事務の補助 

(9) 建築物及び土砂災害危険箇所の応急危険度判定 
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(10) 無線による情報収集及び伝達 

なお、組織化されていないボランティアは、ボランティアセンターで受け付け、コーディネー

ターによる振り分けにより、必要な箇所に派遣する。 

 

第３ ボランティア保険の加入促進 

ボランティアセンターでは、ボランティア保険への加入を呼びかける。 

また、健康福祉部は、必要に応じて保険料の助成について検討する。  
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第２３節 災害救助法の適用等 
 

責任者 総務部長、各関係部長 

関係機関 県南地方振興局 

 

災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に国の責任において行われ、都道府県知

事は、国の委任を受け、国の機関として救助の実施に当たるものである。 

災害救助法の適用に当たっては、同法、同法施行令、福島県災害救助法施行規則等の定めるとこ

ろにより、速やかに所定の手続きを行う。 

なお、知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、災害救助法又

は災害対策基本法に基づき、従事命令、協力命令、保管命令等の強制権が与えられている。 

 

第１ 災害救助法の適用 

１ 災害救助法の概要 

(1) 本法による救助は、一時的な応急救助であり、災害が一応終わったあとのいわゆる災害復旧

対策、あるいは生活困窮者に対する生活保護法による保護とも性格を異にする。 

(2) 本法による救助は、個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序に保全が救助の二大目的

であり、本法の適用は、災害の規模が個人の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序に影響を

与える程度のものであるときに実施される。 

(3) 本法による救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施については、知事に

全面的に委任されており、知事は、法定受託事務として行う。 

(4) 知事は救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関

する事務の一部を村長が行う。（法第30条第１項） 

(5) 災害救助の実施機関である知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行で

きるよう、次のような広範囲な権限が与えられている。（法第24条～第 27条） 

ア 一定の業種の者を救助に関する業務に従事させる権限（従事命令） 

イ 被災者その他近隣の者を救助に関する業務に協力させる権限（協力命令） 

ウ 特定の施設を管理し、土地、家屋、物資を使用し、特定の業者に対して物資の保管を命じ、

又は物資を収用する権限（保管命令等） 

なお、前記アの従事命令又はイの協力命令により、救助業務に従事し、又は協力する者が、

そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、災害救助法第 29 条の規定に基づ

き、扶助金が支給される。 

また、ウの保管命令等により通常生ずべき損失は、同法 26 条第２項の規定に基づき、補償

しなければならない。 

 

２ 災害救助法適用における留意点 

(1) 災害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等に、知事が村長の要請に基づき、村

の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把握については、迅速かつ的確に行わなけ

ればならない。 

(2) 被害の認定は、専門的技術的視野に立って行わなければならない面もあり、第一線機関であ

る村においては、あらかじめ建築関係技術者等の専門家を確保しておくことも必要である。 
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第２ 災害救助法の適用基準 

１ 適用基準 

災害救助法施行令第１条に定める適用基準は、次のとおりである。 

 

(1) 住家が滅失した世帯の数が50世帯以上に達した場合〔施行令第１条第１項第１号〕 

(2) 福島県の区域内の被害世帯数が2,000世帯以上に達し、村の住家滅失世帯数が25世帯以上

に達した場合〔災害救助法施行令第１条第１項第２号〕 

(3) 福島県の区域内の被害世帯数が9,000世帯以上に達し、村内の被害世帯数が多数であ

る場合〔災害救助法施行令第１条第１項第３号前段〕 

なお、この場合の「多数」については、被害の態様や周囲の状況に応じて個々に判断す

べきものであるが、基準としては村の救護活動に任せられない程度の被害であるか否かに

よって判断される。 

(4) 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

する特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合〔災害救助法施行

令第１条第１項第３号後段〕 

（例）① 被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立している等のため、生

活必需品等の補給が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必

要とする場合 

② 有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難で

あり、そのため特殊の技術を必要とする場合 

(5) 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る場合〔災害救助法施

行令第１条第１項第４号後段〕 

（例）① 交通事故により多数の者が死傷した場合 

② 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

③ 火山爆発又は有毒ガスの発生等のため、多数の者が危険にさらされている場

合 

④ 群衆の雑踏により多数の者が死傷した場合 

⑤ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

⑥ 山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ、多数の者が死傷した

場合 

 

２ 住家滅失世帯の算定等 

(1) 災害救助法適用基準における「住家滅失世帯数」の算定に当たっては、住家の滅失（全焼・

全壊・全流失）した世帯を標準とており、住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯については

２世帯をもって１世帯とし、床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不可能となった世帯

については３世帯をもって１世帯とみなす。 

(2) 被害の認定基準については、資料編「被害の認定基準」のとおりである。 
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第３ 災害救助法の適用手続き 

１ 村の手続き 

災害救助法による救助は、市町村の区域単位で実施されるものであり、村における被害が第２

の１に掲げた適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときには、村長は、直ち

にその旨を知事に情報提供しなければならない。 

 

２ 救助の実施状況の記録及び報告 

各対策の担当部は、災害救助法に基づく救助の実施状況を日ごとに整理記録し、総務部がその

状況を取りまとめて、県に逐次報告する。 

 

３ 特別基準の申請 

災害救助法による救助について、「一般基準」では救助に万全を期することが困難な場合、厚生

労働大臣の承認を得て、「特別基準」を設定する。村長は、救助の程度、方法及び期間について、

「特別基準」の申請を行い、県が厚生労働大臣に申請する。 

 

第４ 災害救助法による救助の種類等 

１ 救助の種類 

救助の種類は次に掲げるとおりであり、「救助の対象」、「費用の限度額」、「期間」は、資料編

「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」のとおりである。 

(1) 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 

(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(4) 医療及び助産 

(5) 災害にかかった者の救出 

(6) 災害にかかった住宅の応急修理 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

(8) 学用品の給与 

(9) 埋葬 

(10) 死体の捜索及び処理 

(11) 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、日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 
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第１節 施設の復旧対策 

 

責任者 関係各部長 

関係機関 県(総務部、生活環境部、保健福祉部、農林水産部、土木部、教育委員会) 

 

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

め必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を樹立し、早期復旧を目標

にその実施を図る。この計画の策定に当たっては、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十

分検討して作成する。 

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

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害の指定を、早期に受

けられるよう努める。 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

村は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管する公共

施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成する。 

 

１ 復旧事業計画の基本方針 

復旧事業計画の基本方針については、次のとおりとする。 

(1) 災害の再発防止 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、再度災害の発

生の防止に努めるよう関係機関は、十分連絡調整を図り、計画を作成する。 

(2) 災害復旧事業期間の短縮 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況を的確に把握し、速やかに効果の上がるよう、

関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。 

 

２ 災害復旧事業の種類 

災害復旧事業の種類は、次のとおりである。 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

(2) 農林水産施設災害復旧事業計画 

(3) 都市災害復旧事業計画 

(4) 上、下水道災害復旧事業計画 

(5) 住宅災害復旧事業計画 

(6) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

(7) 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

(8) 学校教育施設災害復旧事業計画 

(9) 社会教育施設災害復旧事業計画 

(10) 復旧上必要な金融その他資金計画 

(11) その他の計画 
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第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

村は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費用の全部又は一部を国又

は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるため査定計画を策

定し、国の災害査定実施が速やかに行われるよう努める。 

このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により緊急の場合に応

じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な措置

を講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同法施行令、

同法施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により明らかにされている。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づ

き決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う災害

復旧事業及び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、この節において

「激甚法」という。）に基づき援助される事業は、以下のとおりである。 

 

１ 法律に基づき一部負担又は補助されるもの 

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

(3) 公営住宅法 

(4) 土地区画整理法 

(5) 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 

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(7) 予防接種法 

(8) 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範囲内で

事業費の２分の１を国庫補助する。 

(9) 農林水産施設災害復旧費国庫負担の暫定措置に関する法律 

(10) 県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下、この節において「激甚災害」とい

う。）が発生した場合には、県及び市町村は、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、早

期に激甚災害の指定を受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施

できるよう措置する。激甚災害の指定については「第３ 激甚災害の指定」に示すとおりであ

る。 

なお、激甚災害に係わる公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は以下のとおりであ

る。 

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害関連事業 

ウ 公立学校施設災害復旧事業 

エ 公営住宅災害復旧事業 

オ 生活保護施設災害復旧事業 

カ 児童福祉施設災害復旧事業 
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キ 老人福祉施設災害復旧事業 

ク 身体障がい者社会参加支援施設災害復旧事業 

ケ 障がい者支援施設等災害復旧事業 

コ 婦人保護施設災害復旧事業 

サ 感染症指定医療機関災害復旧事業 

シ 感染症予防事業 

ス 堆積土砂排除事業 

① 公共施設の区域内の排除事業 

② 公共的施設区域外の排除事業 

セ たん水排除事業 

(2) 農林水産施設災害復旧事業等に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 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 

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

キ 森林災害復旧事業に対する補助 

(3) 中小企業に関する特別の助成 

ア 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還等の特例 

イ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

(4) その他の財政援助及び助成 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

エ 母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 

オ 水防資器材費の補助の特例 

カ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

キ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設、林地被害及び林道の小災害復旧事業に

対する特別の財政援助 

ク 雇用保険法による求職者給付に関する特例 

 

第３ 激甚災害の指定 

１ 激甚災害に関する調査 

(1) 県の措置等 

県（総務部、生活環境部、保健福祉部、農林水産部、土木部、教育委員会）は、市町村被

害状況等を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要があると認める事業に

ついて、激甚法に定める事項に関して速やかに調査し、早期に激甚災害の指定を受けられる

よう必要な措置を講じる。 

(2) 村の協力等 

村は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等(災害の状況及びこれに対して

とられた措置の概要等)について協力する。 
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２ 激甚災害指定の促進 

県（総務部、生活環境部、保健福祉部、農林水産部、土木部、教育委員会）は、激甚災害の

指定を受ける必要があると認めたときは、国の機関と密接な連絡の上、指定の促進を図る。 

 

第４ 災害復旧事業の実施 

村は、県及び関係機関の協力のもと、復旧事業を早期に実施し、災害により被害を受けた施設

の復旧を迅速に行うため、実施に必要な職員の配備、応援及び派遣等活動体制について、必要な

措置を講ずるとともに、復旧財源の確保を図り、復旧事業の事業費が決定次第、速やかに実施で

きるよう措置し、復旧事業の実施効率を上げるよう努める。 
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第２節 被災地の生活安定 

 

責任者 健康福祉部長、税務部長、関係各部長 

関係機関 

県(保健福祉部、商工労働部、農林水産部)、日本赤十字社福島県支部、福島

県共同募金、白河公共職業安定所、県住宅供給公社、日本郵便(株)、住宅金

融公庫、西郷村社会福祉協議会、西郷村行政区長会 

 

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

険に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、速やかな災害復

旧を妨げる要因となる。そこで、災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、

防災関係機関と協力し、被災地の生活安定のための緊急措置を講ずる。 

 

第１ 義援金の配分 

１ 義援金の受入れ配分 

村に寄託された義援金は、義援金配分委員会を組織して、協議の上被災者に配分する。 

なお、村の義援金の募集及び受付は健康福祉部が担当する。 

 

２ 配分計画 

被災地区、被災人員及び世帯数、被災状況等を勘案して、世帯及び人員を単位として計画し、

対象は住宅被害（全壊、流出世帯又はこれに準ずるもの）、人的被害等とする。 

 

第２ 被災者の生活確保 

１ 職業あっせん計画 

白河公共職業安定所長は、地震により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、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、以下の措置を行い、

離職者の早期再就職へのあっせんを行う。 

(1) 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

(2) 公共職業安定所に出頭することが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業

相談の実施 

(3) 職業訓練受講指示・職業転換給付金制度の活用等 

(4) 災害救助法が適用され市町村長から労務需要があった場合の労働者のあっせん 

 

２ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

白河公共職業安定所長は次の措置をとる。 

(1) 証明書による失業の認定 

被災地域を管轄する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、証明書により事後に失業の認定を行い、失業給付を行う。 

(2) 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

白河公共職業安定所長は、地震災害が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（昭和 37年法律第 150 号）第 25 条に定める措置を適用された場合は、災害による休

業のための賃金をうけることができない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者は除く。）に
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対して、失業しているものとみなして基本手当を支給する。 

 

３ 被災事業主に関する措置 

福島労働局は、災害により労働保険料を所定の期限までに納付することができない事業主に

対して、必要があると認めるときは、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労働保険料の納付の猶予を行う。 

 

４ 租税の徴収猶予等の措置 

国、県及び村は、被災者の納付すべき国税及び地方税について、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納付若しくは納入に関する期限の延長、徴収猶

予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

 

５ 郵便関係措置等 

日本郵便(株)は、災害が発生した場合、その被害状況並びに被災地の実情に応じて郵便事業

にかかわる災害特別事務取扱い等を実施する。 

(1) 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(3) 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

(4) 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

 

第３ 生活再建支援金の支給 

１ 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給 

一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、「被災者生活再建

支援法」（以下「支援法」という。）に基づき支援金を支給することにより、その生活の再建を

支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を図る。 

 

２ 支援法の対象となる自然災害 

自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象に

より生ずる被害（法第２条第１号）で、次のいずれかに該当するものとされている。 

(1) 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害（同条第２項

のいわゆるみなし規定により該当することとなるものを含む。）が発生した市町村における自

然災害（施行令第１条第１号） 

(2) 10 以上の世帯の住宅が全壊した市区町村における自然災害（施行令第１条第２号） 

(3) 100 以上の世帯の住宅が全壊した都道府県における自然災害（施行令第１条第３号） 

(4) (1)又は(2)の被害が発生した市町村を含む都道府県で５以上の世帯の住宅が全壊する被害

が発生した市町村（人口 10万未満に限る。）における自然災害（施行令第１条第４号） 

(5) (3)又は(4)の都道府県に隣接する都道府県の区域内の市町村（人口 10 万未満に限る）で、

(1)～(3)の区域のいずれかに隣接し、５以上の世帯の住宅が全壊した市町村における自然災

害（施行令第１条第５号） 

 

３ 支援法の対象となる世帯 

支援法の対象となる被災世帯は下記のとおりである。 
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(1) 居住する住宅が全壊（全焼、全流失を含む。）した世帯（以下「全壊世帯」という。）（法第 

２条第２号イ） 

(2) 居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危

険を防止する必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となるこ

とその他これらに準じるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又は解体されるに至った

世帯（以下「解体世帯」という。）（法第２条第２号ロ） 

(3) 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する

住宅が居住不能となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯（以

下「長期避難世帯」という。）（法第２条第２号ハ） 

(4) 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ

当該住宅に居住することが困難である世帯（以下「大規模半壊世帯」という。）（法第２条第

２号ニ） 

 

４ 支援法の適用手続き 

(1) 村の被害状況報告 

村長は、当該自然災害に係る被害状況を収集し、速やかに知事に対して報告する。 

(2) 県の被害状況報告及び公示 

知事は、市町村長からの報告を精査した結果、発生した災害が支援法対象の自然災害に該

当するものと認めた場合は、速やかに内閣府政策統括官（防災担当）及び被災者生活再建支

援法人に報告するとともに、支援法対象の自然災害であることを速やかに公示する。 

 

５ 支援金支給 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 
支給額 

複数世帯 単数世帯 

全壊世帯（法第２条第２号イ） 100 万円 75 万円 

解体世帯（法第２条第２号ロ） 100 万円 75 万円 

長期避難世帯（法第２条第２号ハ） 100 万円 75 万円 

大規模半壊世帯（法第２条第２号二） 50 万円 37.5 万円 

(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 
支給額 

複数世帯 単数世帯 

居住する住宅を建設し、又は購入する世帯（法第３条第２項第

１号） 
200 万円 150 万円 

居住する住宅を補修する世帯（法第３条第２項第２号） 100 万円 75 万円 

居住する住宅を賃借する世帯（公営住宅を除く）（法第３条第

２項第２号） 
50 万円 37.5 万円 

※住宅の再建方法が２以上に該当する場合の加算支援金の額は、そのうちの も高いものとする。 

 

６ 支給申請書等の提出 

(1) 支給申請手続き等の説明 

健康福祉部は、広報紙、説明会等により被災者に対して、支援制度の内容、支給申請手続

き等について説明する。 
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(2) 書類の発行 

住民部、税務部は、支給申請書に添付する必要のある下記の書類について、被災世帯の世

帯主からの申請に基づき発行する。 

ア 住民票など世帯が居住する住所の所在、世帯の構成が確認できる証明書類 

イ 住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたことが確認できるり災証明書 

ウ 長期避難世帯に該当する旨の証明書面 

(3) 支給申請書等の送付 

健康福祉部は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及び添付書類を確認し、速や

かに県に送付し、県は、被災者生活再建支援法人に送付する。 

(4) 支援金の支給 

被災者生活再建支援法人は、支援金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し支援

金を交付する。 

 

〈支給事務の流れ〉 

 

第４ 被災者への支援 

１ 被災者への融資 

(1) 農林水産業関係 

県（農林水産部）は、天災により農作物、経営施設等に被害を受けた農林漁業者の再生産

等に必要な資金を無利子又は低利で融資し、農林漁業経営の維持・安定を図る。 

(2) 商工関係（中小企業への融資） 

県（商工労働部）は、天災により事業活動に支障を生じた中小企業等の経営安定に必要と

する設備・運転資金を低利で融資する。 

また、県信用保証協会は、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講ずる。 

(3) 住宅関係（住宅金融公庫による災害復興住宅資金） 

住宅金融公庫は、天災により住宅に被害を受けた県民に対し、災害復興住宅の建設資金・

購入資金又は補修資金の融資を行う。 

(4) 生活福祉資金の貸付 

ア 緊急小口資金 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者が緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった

場合、小額の資金を融資する。 

イ 災害援護資金 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災

害援護金の貸付対象となる世帯を除く。）に対し、災害を受けたことによる困窮から自立

更生するのに必要な融資をする。 

 

被

災

世

帯 

西

郷

村 

県 支

援

法

人

国 
①申請書の

提出 

②申請書の

取りまと

め、送付

③申請書の

取りまと

め、送付

④支援金の支給決定及び支給 

⑤交付決定 

 

⑥1/2 補助 
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(5) 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付 

健康福祉部は、災害弔慰金の支給等に関する法律の第３条第１項に該当する場合に、村の

条例に基づき、死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

〈災害弔慰金の支給基準〉 

対象災害 

① １市町村において住居が５世帯以上滅失した災害 

② 県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の災害

③ 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 

④ 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上あ

る場合の災害 

支給限度額 
死亡時において、生計を維持していた者の場合 500 万円、その他の者の場合

は 250 万円を限度として支給する。 

 

２ 弔慰金等の支給 

(1) 災害弔慰金等の支給 

健康福祉部は、自然災害により死亡した村民の遺族に対し、西郷村災害弔慰金の支給等に

関する条例に基づき、災害弔慰金を支給する。 

(2) 災害障害見舞金の支給 

健康福祉部は、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた村民に対し、災害障

害見舞金を支給する。 

 

３ 租税の徴収猶予及び減免等 

被災者に対し、地方税法又は村民税及び固定資産税の減免に関する条例並びに西郷村国民健

康保険税条例等の規定に基づき、租税の徴収猶予及び減免等それぞれの事態に対応して適切な

措置を講ずる。 

 

４ 公営住宅の建設 

災害により住居を滅失又は焼失した低額所得者の被災者に対する住宅対策として、必要に応

じて公営住宅を建設し、住宅の確保を図る。 

この場合において、滅失又は焼失した住宅が公営住宅法に定める基準に該当する時には、被

災住宅の状況を速やかに調査して、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

るように努める。 

 

第５ り災証明書等の交付 

税務部は、家屋の被害調査の結果に基づき、り災証明書を発行する。 

なお、火災に関するり災証明書は、白河消防署又は西郷分署が発行する。 
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