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※要配慮者とは 
 災害時に限定せず、一般の配慮を要する者で、具体的には高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、
アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等をいう。 

※避難行動要支援者とは 
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（災害対策基本法
第 49 条の 10_内閣府） 

※要配慮者とは 
 災害時に限定せず、一般の配慮を要する者で、具体的には高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、
アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等をいう。 

※避難行動要支援者とは 
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（災害対策基本法
第 49 条の 10_内閣府） 

現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第１節 総則

第１ 東日本大震災の主な特徴 

東日本大震災での津波は、巨大な津波高と広範囲の浸水域、内陸の奥域までの浸水、河川を遡上

した津波による氾濫、広範囲にわたる地盤沈下などにより、従前の想定を遥かに超えるものであっ

た。 

このような津波の発生により、県内でも1万人を超える死者・行方不明者の発生、住宅の流失、交

通網の断絶、産業の停滞や経済的損失となり、沿岸部は甚大な被害を受けている。 

さらに、地震発生後の津波警報等の発表状況及び市町村から市民への伝達状況、市民等による避

難行動の仕方、避難場所が必ずしも身近になかったこと、従前の被害想定やハザードマップより大

きな津波であったことも、被害が大きくなった要因と考えられる。 

今回、従前の想定をはるかに超えて甚大な被害が発生したことを重く受け止め、これまでの想定

の考え方を根本的に見直すとともに、主に以下のような問題点を踏まえ、災害予防対策を充実強化

していく必要がある。 

１．大規模広域災害 

東日本大震災発生時においては、被害が甚大で広範囲にわたったことから、自治体間の相互応

援協定に基づく被災地に対する人的支援・物的支援があったほかには、全国から数多くの支援が

提供されたが、事前の計画や訓練などの不足や、交通手段や宿泊先の確保等、多くの課題も見ら

れた。 

２．物資の不足 

東日本大震災においては、指定避難所や倉庫が津波の被害に遭った。浸水により立ち入ること

ができない地区が発生し、発災直後は、飲料水、粉ミルク、紙おむつ等の不足も露見した。 

３．要配慮者対策 

高齢者、障害者等の要配慮者※について、区長、民生委員・児童委員等が避難行動要支援者名簿

を活用し支援を行った地区もある一方で、地域全域が津波被害を受け、取組みが十分に機能しな

かった地区もあった。 

また、福祉施設が被災し、指定避難所も多数の避難者を受け入れざるを得ない状況下で、避難

行動要支援者※への対策が十分とは言えなかった。 
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３．要配慮者対策 

高齢者、障害者等の要配慮者※について、区長、民生委員・児童委員等が避難行動要支援者名簿
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○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P3）R03.2 宮城県（津
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

４．地域防災力の不足 

沿岸地域では、従来から一定の津波対策が行われてきたが、東日本大震災での被害を受け、改

めて、自助・共助の必要性、防災教育の重要性が再認識されている。 

５．津波被害の拡大 

東日本大震災では、従来の津波ハザードマップで示されていた津波浸水予測を大きく上回り、

その外側でも人的被害が発生した。また、地震直後に避難しなかった方も多かった。 

６．避難指示等の市民等への情報途絶 

東日本大震災では、地震による広範囲な停電、防災行政無線※自体の被災、防災行政無線の内容

が聞こえづらかった等、命に関わる津波避難に関する情報伝達において、多くの問題があった。 

７．津波からの避難の阻害 

東日本大震災では、「避難した場所が津波の被害にあった」、「人が多くて入りきらなかっ

た」、「救助が来るまでに時間がかかった」といった避難場所の問題や、自動車での避難による

渋滞で、逃げる途中に津波に巻き込まれたといった避難路上の問題など、津波からの避難におい

て多くの問題が発生した。 

第２ 基本的考え方 

津波から市民等の生命、身体及び財産を守り、安全・安心に暮らせるまちづくり実現のため、

市、県及び防災関係機関等は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波に対し、被害の最小化

を主眼とする「減災」の考え方に基づき、海岸保全施設等の整備といったハード対策と津波からの

避難を中心とするソフト対策とを組み合わせた津波災害予防対策を、総力を挙げて講じるものであ

る。 

第３ 想定される津波の考え方 

１．発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波(東北地方太

平洋沖地震津波) 

４．地域防災力の不足 
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市、県及び防災関係機関等は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波に対し、被害の最小化
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避難を中心とするソフト対策とを組み合わせた津波災害予防対策を、総力を挙げて講じるものであ

る。 
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平洋沖地震津波) 

※防災行政無線とは 

市町村が防災情報を収集し、また、市民に対して防災情報を周知するために整備しているネット

ワーク（総務省資料） 

同報系：同時に複数の相手方に通報する無線系統で、屋外に設置したスピーカー等で、市民へ一

斉に通報を行う通信システム 
移動系:災害現場からの情報を収集するため、携帯したり車に搭載したりして利用する通信シス

テム 

※防災行政無線とは 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な津波を想定し、市民等の生命を守ることを最優

先として、市民等の避難を軸に、そのための市民等の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整

備、浸水を防止する機能を有する交通インフラ等の活用、土地の嵩上げ、緊急避難場所（津波避

難ビル等を含む。）や避難路・避難階段等の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定

を踏まえた土地利用・建築制限等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重

防御」による地域づくりを推進するとともに、臨海部の産業・物流機能への被害軽減など、地域

の状況に応じた総合的な対策を講じるものとする。 

２．最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、大きな被害をもたらす津波(宮城県沖地震、昭和三

陸地震津波) 

人命保護に加え、市民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点

から、海岸保全施設を整備し、津波からの防護を図る。 

３．津波地震や遠地津波等(明治三陸地震津波、チリ地震津波) 

必ずしも揺れの大きい地震を伴わない津波に対する知識の普及、津波監視体制、伝達体制の整

備、及び「発生頻度が高い津波」同様に人命保護に加え、市民財産の保護、地域の経済活動の安

定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設を整備し、津波からの防護を図る。 

本震により海岸保全施設等が被災した場合の復旧の過程において、これらの本災害の後に発生

が予想される余震や誘発地震による津波に対しては、被害が大きくなることが予想されることか

ら、注意が必要である。 

なお、本計画は、最新の知見により、来るべき災害について一定の条件の想定のもとに作成し

ているが、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定には限界があることに留意する。

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な津波を想定し、市民等の生命を守ることを最優

先として、市民等の避難を軸に、そのための市民等の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整

備、浸水を防止する機能を有する交通インフラ等の活用、土地の嵩上げ、緊急避難場所（津波避

難ビル等を含む。）や避難路・避難階段等の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定
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から、海岸保全施設を整備し、津波からの防護を図る。 

３．津波地震や遠地津波等(明治三陸地震津波、チリ地震津波) 

必ずしも揺れの大きい地震を伴わない津波に対する知識の普及、津波監視体制、伝達体制の整

備、及び「発生頻度が高い津波」同様に人命保護に加え、市民財産の保護、地域の経済活動の安

定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設を整備し、津波からの防護を図る。 

本震により海岸保全施設等が被災した場合の復旧の過程において、これらの本災害の後に発生

が予想される余震や誘発地震による津波に対しては、被害が大きくなることが予想されることか

ら、注意が必要である。 

なお、本計画は、最新の知見により、来るべき災害について一定の条件の想定のもとに作成し

ているが、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定には限界があることに留意する。
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第２節 津波に強いまちの形成

《実施担当－関係機関等》

総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、建設部、上水道部、教育部

 ― 県、関係機関

第１ 目 的 

市をはじめ関係機関は、津波襲来時の市民等の安全性を確保するため、避難路の整備、避難ビルを兼

ねた災害公営住宅の整備、防災設備の整備強化などによって都市防災機能の強化を図り、災害に強いま

ちづくりを推進する。特に、津波による浸水が想定される、砂押川の南側を重点的に強化する。

都市の防災機能の強化の方針は、第６節「都市の防災対策」を準用する。

第２ 津波避難を考慮した土地利用計画・施設配置等 

１．避難路の確保 

津波緊急避難場所（津波避難ビル等を含む。）への避難が安全かつ円滑に行われるよう、都市計画

道路の整備や避難所に通じる最短経路の道路改良等の総合的な津波避難路の整備を推進する。

津波避難路の整備にあたっては、次の条件に留意する。

(1) 十分な幅員または歩道を確保すること。 

(2) 段差の解消等、避難にあたっての障害のおそれが少ないこと。 

(3) 万一に備えて、複数路を確保すること。

２．高層堅牢建物の整備・確保 

津波に対する避難所については、津波が襲来した際にも安全が確保できるよう、高齢者、障害者等

でも歩いて避難できる程度の近傍に整備・確保する。近傍に施設がない場合には、マンション等の民

間施設が避難施設として利用できるよう、事前に管理者と協議する。

高層堅牢建物を整備・確保する際には、次の条件に留意する。

(1) 津波の被害のおそれのない場所であること、または津波が襲来した際でも安全が十分確保でき

る高さを有すること。 

(2) 要配慮者が短時間で十分な高さに避難できるよう、バリアフリー設備を有すること。 

３．防災設備の整備強化 

宮城県は太平洋に向けて大きく開いており、また海域での地震発生が多く、津波が襲来した場合に

被害を受けやすい地形的特徴がある。このため、市は、津波対策として、以下の防災設備の整備を要

請・推進強化する。

(1) 防潮堤、河川堤防、河川防潮水門の整備

(2) 防災用広報装置の整備

(3) 津波に対する避難場所の位置を示す避難案内標識、避難所標識の整備

第２節 津波に強いまちの形成

《実施担当－関係機関等》

総務部、企画経営部、保健福祉部、都市産業部、上下水道部、上水道部、教育部

― 県、関係機関

第１ 目 的 

市をはじめ関係機関は、津波襲来時の市民等の安全性を確保するため、避難路の整備、避難ビルを兼

ねた災害公営住宅の整備、防災設備の整備強化などによって都市防災機能の強化を図り、災害に強いま

ちづくりを推進する。特に、津波による浸水が想定される、砂押川の南側を重点的に強化する。

都市の防災機能の強化の方針は、第６節「都市の防災対策」を準用する。

第２ 津波避難を考慮した土地利用計画・施設配置等 

１．避難路の確保 

津波緊急避難場所（津波避難ビル等を含む。）への避難が安全かつ円滑に行われるよう、都市計画

道路の整備や避難所に通じる最短経路の道路改良等の総合的な津波避難路の整備を推進する。

津波避難路の整備にあたっては、次の条件に留意する。

(1) 十分な幅員または歩道を確保すること。 

(2) 段差の解消等、避難にあたっての障害のおそれが少ないこと。 

(3) 万一に備えて、複数路を確保すること。

２．高層堅牢建物の整備・確保 

津波に対する避難所については、津波が襲来した際にも安全が確保できるよう、高齢者、障害者等

でも歩いて避難できる程度の近傍に整備・確保する。近傍に施設がない場合には、マンション等の民

間施設が避難施設として利用できるよう、事前に管理者と協議する。

高層堅牢建物を整備・確保する際には、次の条件に留意する。

(1) 津波の被害のおそれのない場所であること、または津波が襲来した際でも安全が十分確保できる

高さを有すること。 

(2) 要配慮者が短時間で十分な高さに避難できるよう、バリアフリー設備を有すること。 

３．防災設備の整備強化 

宮城県は太平洋に向けて大きく開いており、また海域での地震発生が多く、津波が襲来した場合に

被害を受けやすい地形的特徴がある。このため、市は、津波対策として、以下の防災設備の整備を要

請・推進強化する。

(1) 防潮堤、河川堤防、河川防潮水門の整備

(2) 防災用広報装置の整備

(3) 津波に対する避難場所の位置を示す避難案内標識、避難所標識の整備
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第３ 計画相互の有機的な連携 

市は、地域防災計画、都市計画、都市計画マスタープラン等の計画相互の有機的な連携を図るた

め、関係部局による共同での計画作成、まちづくりへの防災専門家の参画など、津波防災の観点か

らのまちづくりに努める。また、都市計画等を担当する職員に対して、防災教育を行い、日常の計

画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努める。 

第４ 石油コンビナート等防災計画への対応 

市は、石油コンビナート等特別防災区域にあることから、日本海溝特措法第6条第2項の規定に基

づき、宮城県石油コンビナート等防災計画第3章第8節に定める、緩衝地帯としての緑地、広場その

他の公共空地の整備を促進する。

第５ 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく対応 

１．津波災害警戒区域に関する対応 

市は、津波災害警戒区域の指定のあった場合に、以下の対応を行う。 

(1) 地域防災計画での考慮 

市は、市地域防災計画において、津波災害警戒区域ごとに、津波警報等及び津波に関する情

報の伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、津波避難訓練に関する事項、主

として要配慮者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の名称及び所在地等について定め

る。 

(2) 要配慮者等が利用する施設での対応強化 

市は、津波災害警戒区域内において、主として要配慮者が利用する社会福祉施設、医療施設

等については、津波発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、

津波警報等及び津波に関する情報の伝達方法を定める。 

(3) 市民等への周知徹底 

市は、市地域防災計画に基づき、津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、円

滑な警戒避難を確保する上で必要な事項について市民等に周知するため、これらの事項を記載

した印刷物の配布その他の必要な措置を講じる。 

(4) 施設所有者又は管理者の取組支援 

市は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に

関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に努める。 

２．津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画の作成 

市は、避難施設の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等についての総合ビジョンを示すこと

に努め、必要に応じ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(推進計画)を作成す

る。

第３ 計画相互の有機的な連携 

市は、地域防災計画、都市計画、都市計画マスタープラン、立地適正化計画等の計画相互の有機

的な連携を図るため、関係部局による共同での計画作成、まちづくりへの防災専門家の参画など、

津波防災の観点からのまちづくりに努める。また、都市計画等を担当する職員に対して、津波ハザ

ードマップ等を用いた防災教育を行い、日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努め

る。 

第４ 石油コンビナート等防災計画への対応 

市は、市域の一部が石油コンビナート等特別防災区域に指定されていることから、「日本海溝・千島

海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」（平成16年法律第27号）第６条

第２項の規定に基づき、宮城県石油コンビナート等防災計画第３章第８節に定める、緩衝地帯として

の緑地、広場その他の公共空地の整備を促進する。

第５ 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく対応 

１．津波災害警戒区域に関する対応 

市は、津波災害警戒区域の指定のあった場合に、以下の対応を行う。 

(1) 地域防災計画での考慮 

市は、市地域防災計画において、津波災害警戒区域ごとに、津波警報等及び津波に関する情

報の伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、津波避難訓練に関する事項、主

として要配慮者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の名称及び所在地等について定め

る。 

(2) 要配慮者等が利用する施設での対応強化 

市は、津波災害警戒区域内において、主として要配慮者が利用する社会福祉施設、医療施設

等については、津波発生時に当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、

津波警報等及び津波に関する情報の伝達方法を定める。 

(3) 市民等への周知徹底 

市は、市地域防災計画に基づき、津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路、円

滑な警戒避難を確保する上で必要な事項について市民等に周知するため、これらの事項を記載

した印刷物の配布その他の必要な措置を講じる。 

(4) 施設所有者又は管理者の取組支援 

市は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に

関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組の支援に努める。 

２．津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画の作成 

市は、避難施設の配置、土地利用や警戒避難体制の整備等についての総合ビジョンを示すこと

に努め、必要に応じ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(推進計画)を作成す

る。 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P4）R03.2 宮城県（津

P32） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P3）R03.2 宮城県（津

P32） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第３節 津波災害予防対策の推進

《実施担当－関係機関等》

総務部、建設部、市民経済部、塩釜地区消防事務組合消防本部、県

第１ 目 的 

大規模地震に伴う津波災害を防止するため、河川管理施設等の整備を促進するとともに、津波予警報、

避難指示等の伝達体制及び津波監視体制等の確立を図り、地震後の二次災害対策を推進する。

第２ 津波災害警戒区域に準じた避難指示発令区域の設定 

本市は、仙台塩釜港仙台港区や砂押貞山運河を介して塩釜港区に接しており、運河沿いに市街地が形

成されている。過去における津波による被害は極めて少なかったが、東日本大震災では、市内の広い範

囲が津波の浸水区域となった。

宮城県においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の見直しの実施や「津波防災地域づ

くりに関する法律」に基づく、津波災害警戒区域の指定について検討を進めている。本市では、「多賀

城市震災復興計画」（平成24年3月）を策定し、津波災害対策を推進しているところであり、今次津波や

その対策を踏まえ、津波シミュレーション結果等をもとに、津波発生時に避難が必要な区域として、表

2－1の区域を避難指示発令区域として指定する。

表2－1 避難指示発令区域

避難対象区域

高橋東二区、丸山、鶴ヶ谷、大代東、大代中、大代西、大代北、大代南、桜木、桜

木中、桜木南、桜木東、桜木北、八幡上一、八幡上二、八幡下一、八幡下二、八幡

沖

 ※避難指示発令区域は、「津波注意報」でも避難指示（緊急）を発令する。

第３ 予警報等の伝達対策 

市及び県等の関係機関は、津波予警報、避難指示等の伝達体制及び津波監視体制等の確立を推進する。

１．Ｊ－ＡＬＥＲＴの活用 

市は、Ｊ－ＡＬＥＲＴを活用し、仙台管区気象台からの津波予警報を迅速に収集する。 

２．市及び関係機関の対応 

(1) 沿岸部市民等に対する周知

津波の警報が発表されるか、又は運河水面に異常を認めた場合、沿岸の市民、職場、釣り人など

に対する広報・避難誘導の措置が適切に行われるよう、市、多賀城消防署及び市消防団が協力し、

サイレン、防災行政無線（同報系）、広報車等の複数の手段を確保し、伝達体制の確立を図ると

ともに、迅速な避難行動がとれるよう避難路、避難所の周知をする。

(2) 潮位観測装置の機能の拡充

第３節 津波災害予防対策の推進

《実施担当－関係機関等》

総務部、都市産業部、塩釜地区消防事務組合消防本部、県

第１ 目 的 

大規模地震に伴う津波災害を防止するため、河川管理施設等の整備を促進するとともに、津波予警報、

避難指示等の伝達体制及び津波監視体制等の確立を図り、地震後の二次災害対策を推進する。

第２ 津波災害警戒区域に準じた避難指示発令区域の設定 

本市は、仙台塩釜港仙台港区や砂押貞山運河を介して塩釜港区に接しており、運河沿いに市街地が形

成されている。過去における津波による被害は極めて少なかったが、東日本大震災では、市内の広い範

囲が津波の浸水区域となった。

宮城県においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、地域防災計画の見直しの実施や「津波防災地域づ

くりに関する法律」に基づく、津波災害警戒区域の指定について検討を進めている。本市では、令和４

年５月に公表された宮城県津波浸水想定の津波シミュレーション結果等をもとに、津波発生時に避難が

必要な区域として、表2－1の区域を津波注意報及び津波警報時の避難指示発令区域、表2-2の区域を大

津波警報時の避難指示発令区域として指定する。

表2－1 避難指示発令区域（津波注意報、津波警報）

避難対象区域 海や川

表2－2 避難指示発令区域（大津波警報）

避難対象区域 宮城県津波浸水想定による浸水想定区域内

第３ 予警報等の伝達対策 

市及び県等の関係機関は、津波予警報、避難指示等の伝達体制及び津波監視体制等の確立を推進する。

１．Ｊ－ＡＬＥＲＴの活用 

市は、Ｊ－ＡＬＥＲＴを活用し、仙台管区気象台からの津波予警報を迅速に収集する。 

２．市及び関係機関の対応 

(1) 沿岸部市民等に対する周知

津波の警報が発表されるか、又は運河水面に異常を認めた場合、沿岸の市民、職場、釣り人など

に対する広報・避難誘導の措置が適切に行われるよう、市、多賀城消防署及び市消防団が協力し、

サイレン、防災行政無線（同報系）、広報車等の複数の手段を確保し、伝達体制の確立を図ると

ともに、迅速な避難行動がとれるよう避難路、避難所の周知をする。

(2) 潮位観測装置の機能の拡充

○津波避難計画改定案に伴う

修正 

○災害対策基本法の改正に伴

う修正_避難情報の一本化 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

潮位観測装置の観測ポイントを現在の3箇所から4箇所に増やす。 

(3) 検潮及び潮位通報

津波の襲来に備えて、潮位観測装置、市消防団により監視を行い、結果を市に報告する。

なお、津波来襲時には、検潮業務は危険を伴うので、気象庁や県の発表する情報を収集し、危

険が迫っている場合は、直ちに避難するものとする。

第４ 津波警戒の周知徹底 

市及び県等の関係機関は、津波警戒に関する市民等への周知徹底を図るため、啓発用の標識や市民等

が参加した津波防災訓練の実施等を通じて、次の内容の普及を図る。

１．市民に対する内容 

(1) 強い地震(震度４程度以上)を感じたとき、又は弱い地震であっても比較的長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じたときは、直ちに海岸等から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

(2) 正しい情報をテレビ、ラジオ、防災広報装置等を通じて入手する。 

(3) 地震を感じなくても、大津波警報、津波警報が発表されたときは、直ちに海岸等から離れ、急い

で安全な場所に避難する。 

(4) 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気を緩めない。 

(5) 津波注意報でも釣り等は危険なので行わない。 

(6) 過去の経験から、｢津波は引き波から始まる｣と言い伝えられているが、押し波から始まることも

あることから、誤った認識により不適切な行動を取らない。 

(7) 津波避難対象地域の居住者等は、平時から避難地、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等を

確認しておき、津波が襲来した場合に備える。 

２．船舶に対する内容 

河川や運河沿いに係留している小型船舶は、固縛する等の流出防止や燃料油の流出防止措置をと

る。なお、不法係留船舶の撤去を関係機関に要請する。

第５ 避難計画の策定 

１．避難計画の策定

市は、地震被害想定調査の津波浸水域予測図等、国、県等が実施する調査の公表等に併せて、津波

に対する避難場所、避難経路等の見直しを適時に実施し、ハザードマップの配布、市ホームページ・

広報紙への掲載、説明会の開催等により津波災害警戒区域を市民等に周知する。 

２．地域ごとの避難計画の策定 

津波災害警戒区域の市民、自主防災組織等が、よりきめ細かい地域の避難計画を策定できるよう、

市は、市民が主体となるワークショップの開催等の支援を行う。

潮位観測装置の観測ポイントを現在の３箇所から４箇所に増やす。

(3) 検潮及び潮位通報

津波の襲来に備えて、潮位観測装置、市消防団により監視を行い、結果を市に報告する。

なお、津波来襲時には、検潮業務は危険を伴うので、気象庁や県の発表する情報を収集し、危険

が迫っている場合は、直ちに避難するものとする。

第４ 津波警戒の周知徹底 

市及び県等の関係機関は、津波警戒に関する市民等への周知徹底を図るため、啓発用の標識や市民等

が参加した津波防災訓練の実施等を通じて、次の内容の普及を図る。

１．市民に対する内容 

(1) 強い地震(震度４程度以上)を感じたとき、又は弱い地震であっても比較的長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じたときは、直ちに海岸等から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

(2) 正しい情報をテレビ、ラジオ、防災広報装置等を通じて入手する。 

(3) 地震を感じなくても、大津波警報、津波警報が発表されたときは、直ちに海岸等から離れ、急い

で安全な場所に避難する。 

(4) 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気を緩めない。 

(5) 津波注意報でも釣り等は危険なので行わない。 

(6) 過去の経験から、｢津波は引き波から始まる｣と言い伝えられているが、押し波から始まることも

あることから、誤った認識により不適切な行動を取らない。 

(7) 津波避難対象地域の居住者等は、平時から避難地、避難路、避難方法及び家族との連絡方法等を

確認しておき、津波が襲来した場合に備える。 

２．船舶に対する内容 

河川や運河沿いに係留している小型船舶は、固縛する等の流出防止や燃料油の流出防止措置をと

る。なお、不法係留船舶の撤去を関係機関に要請する。

第５ 避難計画の策定 

１．避難計画の策定

市は、地震被害想定調査の津波浸水域予測図等、国、県等が実施する調査の公表等に併せて、津波

に対する避難場所、避難経路等の見直しを適時に実施し、ハザードマップの配布、市ホームページ・

広報紙への掲載、説明会の開催等により津波災害警戒区域を市民等に周知する。 

２．地域ごとの避難計画の策定 

津波災害警戒区域の市民、自主防災組織等が、よりきめ細かい地域の避難計画を策定できるよう、

市は、市民が主体となるワークショップの開催等の支援を行う。
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第４節 海岸保全施設等の整備

《実施担当－関係機関等》

総務部、建設部、市民経済部、塩釜地区消防事務組合消防本部、県

第１ 目 的 

市は、県や関係機関に対し、津波被害を軽減・防止するための海岸保全施設等の維持管理の強化や必

要な施設の整備を要請し、津波防災対策の推進を図る。

第２ 多重防御・避難対策 

市は、県と協力して、数百年から千年規模の津波に対する安全・安心確保策として、減災を念頭

に多重防御として、防潮堤の整備、盛土と防災林の整備、避難道路の整備、河川堤防の充実強化、

避難ビルの確保・整備、防災行政無線の整備、防災教育などを総合的に推進する。 

第３ 海岸保全施設等の整備 

１．海岸の整備 

市は、海岸管理者に対し、県海岸保全基本計画等に基づき、海岸堤防(防潮堤)、防潮水門等海岸保

全施設を、必要に応じて計画的かつ総合的に整備するよう要請する。また、各施設については、地震

発生後の防御機能の維持のため、耐震診断や補強による耐震性の確保を図るよう要請する。

２．海岸保全施設被災時の対策 

各海岸管理者は、津波により海岸保全施設等が被災した場合でも、その復旧を迅速に行うこと

ができるよう施設の補修または新設の際に構造上の工夫に努めるなど、あらかじめ対策をとると

ともに、海岸保全施設等の整備効果が十分発揮できるよう適切に維持管理する。 

なお、津波発生時において海岸保全施設より海側から円滑に避難が行えるよう、市地域防災計

画等との整合を図りつつ、避難口もしくは避難階段・スロープ等の設置を検討する。避難口を設

置する場合は、市地域防災計画との整合を図りつつ、想定する避難モデルや津波到達までに確保

すべき避難時間、防潮堤の高さなど地域毎の状況を踏まえて、十分に配慮する。 

第４ 河川管理施設の整備 

１．河川堤防の整備 

市は、河川管理者に対し、堤防等河川管理施設について、安全性に十分考慮しながら計画的に整備

するよう要請する。また、地震発生後の防御機能の維持のため、耐震診断や補強による耐震性の確保

を図るよう要請する。 

２．津波遡上の影響の考慮 

市は、河川管理者に対して、河川津波対策として、津波遡上の影響を考慮した堤防の高さを確

保することにより、施設計画上の津波の遡上・流下に伴う氾濫防止を図るよう要請する。 

第４節 海岸保全施設等の整備

《実施担当－関係機関等》

総務部、都市産業部、塩釜地区消防事務組合消防本部、県

第１ 目 的 

市は、県や関係機関に対し、津波被害を軽減・防止するための海岸保全施設等の維持管理の強化や必

要な施設の整備を要請し、津波防災対策の推進を図る。

第２ 多重防御・避難対策 

市は、県と協力して、数百年から千年規模の津波に対する安全・安心確保策として、減災を念頭

に多重防御として、防潮堤の整備、盛土と防災林の整備、避難道路の整備、河川堤防の充実強化、

避難ビルの確保・整備、防災行政無線の整備、防災教育などを総合的に推進する。 

第３ 海岸保全施設等の整備 

１．海岸の整備 

市は、海岸管理者に対し、県海岸保全基本計画等に基づき、海岸堤防(防潮堤)、防潮水門等海岸保

全施設を、必要に応じて計画的かつ総合的に整備するよう要請する。また、各施設については、地震

発生後の防御機能の維持のため、耐震診断や補強による耐震性の確保を図るよう要請する。

２．海岸保全施設被災時の対策 

各海岸管理者は、津波により海岸保全施設等が被災した場合でも、その復旧を迅速に行うこと

ができるよう施設の補修または新設の際に構造上の工夫に努めるなど、あらかじめ対策をとると

ともに、海岸保全施設等の整備効果が十分発揮できるよう適切に維持管理する。 

なお、津波発生時において海岸保全施設より海側から円滑に避難が行えるよう、市地域防災計

画等との整合を図りつつ、避難口もしくは避難階段・スロープ等の設置を検討する。避難口を設

置する場合は、市地域防災計画との整合を図りつつ、想定する避難モデルや津波到達までに確保

すべき避難時間、防潮堤の高さなど地域毎の状況を踏まえて、十分に配慮する。 

第４ 河川管理施設の整備 

１．河川堤防の整備 

市は、河川管理者に対し、堤防等河川管理施設について、安全性に十分考慮しながら計画的に整備

するよう要請する。また、地震発生後の防御機能の維持のため、耐震診断や補強による耐震性の確保

を図るよう要請する。 

２．津波遡上の影響の考慮 

市は、河川管理者に対して、河川津波対策として、津波遡上の影響を考慮した堤防の高さを確

保することにより、施設計画上の津波の遡上・流下に伴う氾濫防止を図るよう要請する。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

３．水門・陸閘（りっこう）等の維持管理 

河川管理者は、水門・陸閘等について日頃から保守点検を行い、維持管理に努めるとともに、

水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化や内水排除施設の耐水機能の確保など、機能改善に向けた整

備を促進する。 

第５ 港湾等の施設の耐震化

市は、港湾管理者に対し、岸壁等港湾等の主要施設について、地質調査や経済的な対策工法の検

討を進め、地震により施設が被災し、津波に対して十分な防御機能を発揮できない事態が生じない

ように、耐震診断や補強による耐震性の確保を図るよう要請する。 

第６ 農業用施設等における地震・津波対策 

地震・津波による農業被害については、農業用施設の損壊、津波による海水が浸水することによ

る農地への土砂・がれきの堆積が想定される。これらはいずれも半年～数年程度の間、農地の利用

を不能にする可能性があるが、重度の塩害でなければ海水による土壌塩害は、灌排水による除塩よ

る被害の軽減も不可能ではないことから、用水確保、排水機能と強化を推進する。 

３．水門・陸閘（りっこう）等の維持管理 

河川管理者は、水門・陸閘等について日頃から保守点検を行い、維持管理に努めるとともに、

水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化や内水排除施設の耐水機能の確保など、機能改善に向けた整

備を促進する。 

第５ 港湾等の施設の耐津波強化

市は、港湾管理者に対し、岸壁、防波堤等港湾・漁港等の主要施設について、地質調査や経済的

な対策工法の検討を進め、地震により施設が被災し、津波に対して十分な防御機能を発揮できない

事態が生じないように、耐震診断や補強による耐震性及び耐津波性能の確保を図るよう要請する。 

第６ 農業用施設等における地震・津波対策 

沿岸部に設置される用排水機場の補修・更新に当たっては、東日本大震災での施設の被災状況も

踏まえ、耐震性及び耐塩性のほか、津波対策についても配慮する。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P39） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P5）R03.2 宮城県（津

P39） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第５節 交通施設の災害対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、建設部、東北地方整備局、県、鉄道事業者

第１ 目 的 

道路、港湾、鉄道等は、地域の経済活動等あらゆる社会活動を支える重要な施設である。これら

の施設が被災した場合には、市民等の避難、救助活動、物資の輸送などの各種の応急対策活動を著

しく阻害する。よって、道路、港湾、鉄道等の交通施設の整備や補強・補修等にあたっては、未整

備部分の解消等ネットワークの充実、施設・機能の代替性の確保、各交通施設間の連携の強化等に

より、大規模災害発生時の輸送手段の確保等に努める。 

第２ 道路施設 

道路管理者は、各々が管理する道路について、地震直後の道路網断絶による避難行動や初動活動

の阻害を防ぐため、防災点検及び震災点検等で対応が必要とされた箇所について、緊急輸送道路や

緊急性が高い路線及び箇所から順次、補強及び整備を実施する。 

また、地震・津波災害対策上必要とする道路施設については、地震防災緊急事業五箇年計画等に

基づき緊急を要する施設から随時整備を進める。 

１．道路

(1) 耐震性の強化 

道路法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状や破壊等の被害が想定される危険箇所につい

て、防災工事等を実施するとともに、道路施設の改築や新設にあたっては、耐震基準に基づい

た整備を図る。 

(2) 避難路・避難階段の整備 

市民等が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、地震の揺れを考慮した避難路・避難階

段を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・

改善に努める。 

なお、避難路の整備にあたっては、地震の揺れによる段差の発生、停電時の信号滅灯などに

よる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地震による落橋、土砂災害等の影響に

より避難路等が寸断されないよう耐震対策を実施する等、安全性の確保を図る。 

(3) 避難路の安全対策 

避難計画に位置づけられる避難路においては、安全性や機能性を確保されているかを確認の

上、問題箇所を抽出し、道路の改築や新設を含め、必要な対策を講じる。 

(4) 道路管理者間の情報共有化 

通行止めや迂回路の設置、地盤沈下による浸水対策等については、国、県及び沿岸市町との

情報の共有化を図る。 

第５節 交通施設の災害対策

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、都市産業部、東北地方整備局、県、港湾管理者、鉄道事業者

第１ 目 的 

道路、港湾、鉄道等は、地域の経済活動等あらゆる社会活動を支える重要な施設である。これらの

施設が被災した場合には、市民等の避難、救助活動、物資の輸送などの各種の応急対策活動を著しく

阻害する。よって、道路、港湾、鉄道等の交通施設の整備や補強・補修等にあたっては、基準に基づ

いた耐震対策の実施による安全確保とともに、未整備部分の解消等ネットワークの充実、海上交通ネ

ットワークの機能強化、施設・機能の代替性の確保、各交通施設の間の連携の強化等により、大規模

災害発生時の輸送手段の確保等に努める。

第２ 道路施設 

道路管理者は、各々が管理する道路について、地震直後の道路網断絶による避難行動や初動活動

の阻害を防ぐため、防災点検及び震災点検等で対応が必要とされた箇所について、緊急輸送道路や

緊急性が高い路線及び箇所から順次、補強及び整備を実施する。 

また、地震・津波災害対策上必要とする道路施設については、地震防災緊急事業五箇年計画等に

基づき緊急を要する施設から随時整備を進める。 

１．道路

(1) 耐震性の強化 

道路法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状や破壊等の被害が想定される危険箇所につい

て、防災工事等を実施するとともに、道路施設の改築や新設にあたっては、耐震基準に基づい

た整備を図る。 

(2) 避難路・避難階段の整備 

市民等が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、地震の揺れを考慮した避難路・避難階

段を整備し、その周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・

改善に努める。 

なお、避難路の整備にあたっては、地震の揺れによる段差の発生、停電時の信号滅灯などに

よる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地震による落橋、土砂災害等の影響に

より避難路等が寸断されないよう耐震対策を実施する等、安全性の確保を図る。 

(3) 信頼性の高い道路網の形成

緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速道路のアクセス強化等

ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信

頼性の高い道路網の整備を図る。

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の

確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無

電柱化の促進を図る。

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P6）R03.2 宮城県（津

P40） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

２．橋りょう

落橋、変状等の被害が想定される道路橋については、橋りょう補強工事を実施し耐震性・耐浪

性を高める。 

３．道路付属施設 

(1) 災害情報システムの構築 

道路管理者は、災害防止にあたり道路情報の迅速かつ正確な提供を行うために、土木部流域

情報システムによる雨量、水位情報の活用のほか、気温、積雪、凍結等路面検知器等の機器及

び道路情報提供装置の整備を進め、これらを有機的に運用するための災害情報システムの構築

に努める。 

(2) 避難案内標識の整備 

市は、道路管理者と調整の上、避難計画に位置づけられる避難対象地域から、いつでも誰で

も安全かつ迅速に避難を行うことを支援するための避難案内標識を整備する。 

４．交通規制内容の計画及び周知 

市は、警察等関係機関と連携し、設定された津波想定に対応する交通規制の内容を、広域的な

整合性に配慮しつつ、あらかじめ計画し周知する。また、緊急車両の通行を円滑に行うなどの災

害時の交通渋滞緩和を目的に、車両一時退避場の確保を行う。 

第３ 鉄道施設 

市は、鉄道事業者に対し、橋りょう、土地構造物等の施設に係る補強対策など、耐震性の強化を図

るよう要請する。また、地震・津波等による異常事態が発生したときは、運転規制や車両停止時の避

難誘導を行えるよう、あらかじめ対策を検討するよう要請する。

(4) 道路管理者間の情報共有化 

通行止めや迂回路の設置、地盤沈下による浸水対策等については、国、県及び沿岸市町との

情報の共有化を図る。 

２．橋梁

落橋、変状等の被害が想定される道路橋については、橋梁補強工事を実施し耐震性・耐浪性を高

める。

３．道路付属施設 

(1) 災害情報システムの構築 

道路管理者は、災害防止にあたり道路情報の迅速かつ正確な提供を行うために、土木部流域

情報システムによる雨量、水位情報の活用のほか、気温、積雪、凍結等路面検知器等の機器及

び道路情報提供装置の整備を進め、これらを有機的に運用するための災害情報システムの構築

に努める。 

(2) 避難誘導標識の整備 

市は、道路管理者と調整の上、避難計画に位置づけられる避難対象地域から、いつでも誰で

も安全かつ迅速に避難を行うことを支援するための避難誘導標識を整備する。 

４．交通規制内容の計画及び周知 

市は、警察等関係機関と連携し、設定された津波想定に対応する交通規制の内容を、広域的な

整合性に配慮しつつ、あらかじめ計画し周知する。また、緊急車両の通行を円滑に行うなどの災

害時の交通渋滞緩和を目的に、車両一時退避場の確保を行う。 

第３ 鉄道施設 

市は、鉄道事業者に対し、橋梁、土地構造物等の施設に係る補強対策など、耐震性の強化を図るよ

う要請する。また、地震・津波等による異常事態が発生したときは、運転規制や車両停止時の避難誘

導を行えるよう、あらかじめ対策を検討するよう要請する。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P41） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P41） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P43） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第６節 都市の防災対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、市長公室部、市民経済部、建設部、上水道部、教育部、消防部、

― 県、関係機関

第１ 目 的 

市及び県は、火災の拡大防止や避難の安全を確保し、安全・安心・快適性等に配慮された総合的

に質の高い市街地の実現のため、大規模な震災(地震・津波)など都市の災害に対する危険性を把握

するとともに、防災力の高いまちづくりの方針を明らかにし、避難路やオープンスペース確保のた

めの各種事業や避難地、避難路等周辺の建築物の不燃化を促進する。 

また、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、できるだけ短時間で避難が可能となるよ

うな都市基盤施設の整備を行う。 

第２ 市街地の整備 

市は、市民等の合意を得ながら、市街地の不燃化や避難地・避難路となる緑地・公園、道路等の都市

基盤施設の効果的整備による防災空間の確保など都市防災機能の強化を図り、災害に強いまちづくりを

推進する。

１．市街地の面的整備 

市は、災害に強いまちづくりを促進するため、市域に散在する、緑地・公園、道路等の防災関連施

設が整わないまま市街化された地域などについては、市民等の理解と協力を得ながら面的な改善を進

め、防災性の向上を図る。多賀城駅周辺地区については、防災対策を加味した都市基盤施設の整備、

商業・サービス等の都市機能の集積による中心市街地の形成をめざした市街地整備事業を推進する。

２．市街地の不燃化の促進 

道路、公園等の防災関連施設が整わないまま市街化された地域については、市街地整備の方針等に

沿って民間の建築活動を適切に誘導するとともに、建物の防火・不燃化や老朽住宅の建て替えの促進、

生活道路の拡幅整備、公共空地の確保等の施策を推進する。

第３ 防災空間の確保 

公園・緑地、道路、河川等の都市基盤施設は、災害時における避難地、避難路及び火災の延焼防止の

ためのオープンスペースとして機能するとともに、応急救助活動、応急物資集積の基地として、また、

ヘリポートとしても活用できる重要な施設である。

このため、市及び関係機関はこれらの都市基盤施設の効果的な整備を推進し、防災空間の確保を図る。

１．公園・緑地、広場等の整備 

(1) 都市公園等の整備 

災害時における避難地の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、都市公

園等の体系的な整備を推進する。 

第６節 都市の防災対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、企画経営部、都市産業部、上下水道部、教育部、消防部、

― 県、関係機関

第１ 目 的 

市及び県は、火災の拡大防止や避難の安全を確保し、安全・安心・快適性等に配慮された総合的

に質の高い市街地の実現のため、大規模な震災(地震・津波)など都市の災害に対する危険性を把握

するとともに、防災力の高いまちづくりの方針を明らかにし、避難路やオープンスペース確保のた

めの各種事業や避難地、避難路等周辺の建築物の不燃化を促進する。 

また、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、できるだけ短時間で避難が可能となるよ

うな都市基盤施設の整備を行う。 

第２ 市街地の整備 

市は、市民等の合意を得ながら、市街地の不燃化や避難地・避難路となる緑地・公園、道路等の都市

基盤施設の効果的整備による防災空間の確保など都市防災機能の強化を図り、災害に強いまちづくりを

推進する。

１．市街地の面的整備 

市は、災害に強いまちづくりを促進するため、市域に散在する、緑地・公園、道路等の防災関連施

設が整わないまま市街化された地域などについては、市民等の理解と協力を得ながら面的な改善を進

め、防災性の向上を図る。多賀城駅周辺地区については、防災対策を加味した都市基盤施設の整備、

商業・サービス等の都市機能の集積による中心市街地の形成をめざした市街地整備事業を推進する。

２．市街地の不燃化の促進 

道路、公園等の防災関連施設が整わないまま市街化された地域については、市街地整備の方針等に

沿って民間の建築活動を適切に誘導するとともに、建物の防火・不燃化や老朽住宅の建て替えの促進、

生活道路の拡幅整備、公共空地の確保等の施策を推進する。

第３ 防災空間の確保 

公園・緑地、道路、河川等の都市基盤施設は、災害時における避難地、避難路及び火災の延焼防止の

ためのオープンスペースとして機能するとともに、応急救助活動、応急物資集積の基地として、また、

ヘリポートとしても活用できる重要な施設である。

このため、市及び関係機関はこれらの都市基盤施設の効果的な整備を推進し、防災空間の確保を図る。

１．公園・緑地、広場等の整備 

(1) 都市公園等の整備 

災害時における避難地の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、都市公

園等の体系的な整備を推進する。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

(2) 緑地・広場等の整備、保全 

火災による延焼防止を図るため、道路、公園・緑地、広場等のオープンスペースの整備を推進す

るとともに、並木、工場等の大規模施設の周辺緑地、農地、林地の保全により、延焼遮断効果の向

上を図る。

２．多重防御施設の整備 

市は、漂流物の捕捉機能等の役割を果たすため、多重防御施設整備の一環として防災林の整備を行

う。

３．道路・緑道の整備 

道路・緑道は、災害時における避難路として、また、消防、救助・救護活動及び災害応急活動のた

めの物資の緊急道路、大規模火災時の延焼遮断帯として重要な機能を有しているため、その機能充実

及び整備を図る。 

(1) 市は、避難路、緊急道路のネットワークの骨格となる三陸縦貫自動車道や国道45号の整備を促進

するとともに、それらに接続する市管理の都市計画道の整備を図る。なお、市道以外の道路に関し

ては、その道路管理者に整備を促進する。 

(2) 避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存幹線道路等について不法占有物件の除

去を推進する。 

第４ 防災機能の強化 

市及び関係機関は、公園、道路、河川等の都市基盤施設に、災害対策において有効な防災機能の整備

を進める。

１．道路の防災機能の強化 

避難路、延焼遮断帯としての機能を強化するため、耐火性の高い樹種による緑化を図るとともに、

沿道建築物の不燃化や工場等の大規模沿道施設の緑化を促進する。

２．河川等の防災機能の強化 

地震による河川・水路等の被害を防止するため、各々が管理する堤防、護岸等の河川構造物を調査

し、危険箇所には必要な対策を講じるとともに、河川構造物の耐震性の向上を推進する。

第５ 土木構造物の耐震対策

市及び関係機関は、各々が管理する土木構造物の新築、改築等にあたって、被害を最小限にくい止め

るための耐震性の強化及び被害軽減のための諸施策を実施する。

１．耐震性の強化 

(1) 施設構造物の耐震対策にあたっては、次の地震動を考慮の対象とする。 

ア 構造物の設計上言われている供用期間中に1～2度発生する確率を持つ一般的な地震動 

イ 直下型地震又はプレート境界型地震に起因する高レベルの地震動 

(2) 緑地・広場等の整備、保全 

火災による延焼防止を図るため、道路、公園・緑地、広場等のオープンスペースの整備を推進す

るとともに、並木、工場等の大規模施設の周辺緑地、農地、林地の保全により、延焼遮断効果の向

上を図る。

２．多重防御施設の整備 

市は、漂流物の捕捉機能等の役割を果たすため、多重防御施設整備の一環として防災林の整備を行

う。

３．道路・緑道の整備 

道路・緑道は、災害時における避難路として、また、消防、救助・救護活動及び災害応急活動のた

めの物資の緊急道路、大規模火災時の延焼遮断帯として重要な機能を有しているため、その機能充実

及び整備を図る。 

(1) 市は、避難路、緊急道路のネットワークの骨格となる三陸縦貫自動車道や国道４５号の整備を促

進するとともに、それらに接続する市管理の都市計画道の整備を図る。なお、市道以外の道路に関

しては、その道路管理者に整備を促進する。 

(2) 避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存幹線道路等について不法占有物件の除

去を推進する。 

第４ 防災機能の強化 

市及び関係機関は、公園、道路、河川等の都市基盤施設に、災害対策において有効な防災機能の整備

を進める。

１．道路の防災機能の強化 

避難路、延焼遮断帯としての機能を強化するため、耐火性の高い樹種による緑化を図るとともに、

沿道建築物の不燃化や工場等の大規模沿道施設の緑化を促進する。

２．河川等の防災機能の強化 

地震による河川・水路等の被害を防止するため、各々が管理する堤防、護岸等の河川構造物を調査

し、危険箇所には必要な対策を講じるとともに、河川構造物の耐震性の向上を推進する。

第５ 土木構造物の耐震対策

市及び関係機関は、各々が管理する土木構造物の新築、改築等にあたって、被害を最小限にくい止め

るための耐震性の強化及び被害軽減のための諸施策を実施する。

１．耐震性の強化 

(1) 施設構造物の耐震対策にあたっては、次の地震動を考慮の対象とする。 

ア 構造物の設計上言われている供用期間中に１～２度発生する確率を持つ一般的な地震動 

イ 直下型地震又はプレート境界型地震に起因する高レベルの地震動 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

(2) 施設構造物は、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障が生じず、高レベルの地震動に対し

ても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、本市の地域的特性や地盤特性、施設構

造物の重要度に即した耐震対策を実施する。 

(3) 防災性の向上にあたっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性や多重性をもたせ

るなど都市防災システムの全体系としての機能確保を図る。 

(4) 旧河川敷・湖沼跡等の軟弱地盤に設置された公共の構造物については、液状化対策にも十分配慮

する。 

２．土砂災害防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設等については、市民等への周知を徹底し、必要に応じて耐震対策を実施する。

３．施設の老朽化対策 

建設後、長期間を経過している施設について、安全性の確保の視点から点検を実施し、施設の計画

的な更新や補修を進め、長寿命化を図る。

第６ 都市公園施設 

市は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる都市公園の整備促進及び配置とネッ

トワークを図るとともに、市が避難場所に指定する都市公園等における災害応急対策に必要となる

施設(放送設備、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、防災トイレ等)の整備に努める。 

第７ 津波避難を考慮した都市施設の整備 

１．津波避難施設等の整備 

市は、できるだけ短時間で避難が可能となるように緊急避難場所（津波避難ビル等を含

む。）、避難路・避難階段などの避難関連施設と連携した計画的整備を行うとともに、民間施設

の活用による施設の確保、さらには、公共の建築物や公共施設の耐浪化等を行う。 

なお、事業の実施にあたっては、効率的・効果的に行われるよう配慮する。 

２．特に配慮を要する施設の立地誘導 

市は、行政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ浸水の危険性の低い場

所に立地するよう整備・誘導を図る。 

第８ 臨海部の津波対策 

市及び県は、最大クラスの津波に対して、市民等の生命を守ることを最優先としつつ、生活や産

業への被害を軽減する観点からのまちづくりを進める。 

このため、臨海部に集積する港湾、工場、物流拠点などの施設に対する被害を軽減するととも

に、そこに従事する者等の安全を確保する観点から、関係機関との連携の下、海岸保全施設等の整

備、諸機能の維持・継続、堤外地も含めた避難施設の整備その他避難対策の強化などの総合的な取

組みを進める。 

(2) 施設構造物は、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障が生じず、高レベルの地震動に対し

ても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、本市の地域的特性や地盤特性、施設構

造物の重要度に即した耐震対策を実施する。 

(3) 防災性の向上にあたっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性や多重性をもたせ

るなど都市防災システムの全体系としての機能確保を図る。 

(4) 旧河川敷・湖沼跡等の軟弱地盤に設置された公共の構造物については、液状化対策にも十分配慮

する。 

２．土砂災害防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設等については、市民等への周知を徹底し、必要に応じて耐震対策を実施する。

３．施設の老朽化対策 

建設後、長期間を経過している施設について、安全性の確保の視点から点検を実施し、施設の計画

的な更新や補修を進め、長寿命化を図る。

第６ 都市公園施設 

市は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる都市公園の整備促進及び配置とネッ

トワークを図るとともに、市が避難場所に指定する都市公園等における災害応急対策に必要となる

施設(放送設備、備蓄倉庫、耐震性貯水槽等)の整備に努める。 

第７ 津波避難を考慮した都市施設の整備 

１．津波避難施設等の整備 

市は、できるだけ短時間で避難が可能となるように緊急避難場所（津波避難ビル等を含

む。）、避難路・避難階段などの避難関連施設と連携した計画的整備を行うとともに、民間施設

の活用による施設の確保、さらには、公共の建築物や公共施設の耐浪化等を行う。 

なお、事業の実施にあたっては、効率的・効果的に行われるよう配慮する。 

２．特に配慮を要する施設の立地誘導 

市は、行政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ浸水の危険性の低い場

所に立地するよう整備・誘導を図る。 

第８ 臨海部の津波対策 

市及び県は、最大クラスの津波に対して、市民等の生命を守ることを最優先としつつ、生活や産

業への被害を軽減する観点からのまちづくりを進める。 

このため、臨海部に集積する港湾、工場、物流拠点などの施設に対する被害を軽減するととも

に、そこに従事する者等の安全を確保する観点から、関係機関との連携の下、海岸保全施設等の整

備、諸機能の維持・継続、堤外地も含めた避難施設の整備その他避難対策の強化などの総合的な取

組みを進める。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第７節 建築物等の安全化対策

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、

建設部、上水道部、教育部、消防部、その他施設管理者

第１ 目 的 

津波に強いまちづくりを進めるために、公共建築物、一般建築物の耐震性、不燃性、耐浪性の確

保に努めるとともに、津波に対する安全性を一層高める。 

第２ 公共建築物 

１．公共建築物全般の対策 

(1) 耐震性、不燃性、耐浪性の確保 

市及び施設管理者は、庁舎、消防署、学校等の行政関連施設、病院等の医療施設、社会福祉

施設等要配慮者に関わる施設、駅等の不特定多数受入れ施設等、常に防災上重要な公共建築物

について、一層の耐震性、不燃性、耐浪性の確保に努める。 

(2) 停電対策の強化 

市、県及び施設管理者は、地震時の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置及び自家発電

設備等の整備に努める。 

(3) 特に配慮を要する施設の防災拠点化 

行政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、浸水の危険性のより低い場所への避難

誘導を図るが、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地する場合、市、県及び施設管理者

は、建築物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄

等により施設の防災拠点化を図る。 

２．教育施設 

市及び学校等教育施設の管理者は、災害時における児童生徒等及び教職員の安全の確保を図る

ため、次の対策を講じる。 

なお、私立学校の設置者に対しては、校舎等の耐震性の強化及び設備・備品等の安全管理につ

いて、適切な対策を講じるよう要請する。 

(1) 校舎等の耐震性の強化・耐浪性の確保 

校舎等の耐震性の強化や、耐浪性の確保を図るとともに、教育施設としての機能向上を基本

に防災機能の整備・拡充に努める。 

(2) 設備・備品等の安全管理 

設備(照明設備等)及び備品(ロッカー、実験実習機器等)等の設置にあたっては、転倒、落下

等の防止について、その安全性を強化するとともに、災害時において、児童生徒等及び教職員

の避難通路が確保できるよう設置場所等について十分配慮する。 

(3) 水泳プールの防災機能等の整備 

災害時における防火用水等を確保するため、引き続き水泳プールの耐震性の強化を図る。 

第７節 建築物等の安全化対策 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、企画経営部、保健福祉部、

都市産業部、上下水道部、教育部、消防部、その他施設管理者

第１ 目 的 

津波に強いまちづくりを進めるために、公共建築物、一般建築物の耐震性、不燃性、耐浪性の確

保に努めるとともに、津波に対する安全性を一層高める。 

第２ 公共建築物 

１．公共建築物全般の対策 

(1) 耐震性、不燃性、耐浪性の確保 

市及び施設管理者は、庁舎、消防署、学校等の行政関連施設、病院等の医療施設、社会福祉

施設等要配慮者に関わる施設、駅等の不特定多数受入れ施設等、常に防災上重要な公共建築物

について、一層の耐震性、不燃性、耐浪性の確保に努める。 

(2) 停電対策の強化 

市、県及び施設管理者は、地震時の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置及び自家発電

設備等の整備に努める。 

(3) 特に配慮を要する施設の防災拠点化 

行政関連施設、要配慮者に関わる施設等については、浸水の危険性のより低い場所への避難

誘導を図るが、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地する場合、市、県及び施設管理者

は、建築物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄

等により施設の防災拠点化を図る。 

２．教育施設 

市及び学校等教育施設の管理者は、災害時における児童生徒等及び教職員の安全の確保を図る

ため、次の対策を講じる。 

なお、私立学校の設置者に対しては、校舎等の耐震性の強化及び設備・備品等の安全管理につ

いて、適切な対策を講じるよう要請する。 

(1) 校舎等の耐震性の強化・耐浪性の確保 

校舎等の耐震性の強化や、耐浪性の確保を図るとともに、教育施設としての機能向上を基本

に防災機能の整備・拡充に努める。 

(2) 設備・備品等の安全管理 

設備(照明設備等)及び備品(ロッカー、実験実習機器等)等の設置にあたっては、転倒、落下

等の防止について、その安全性を強化するとともに、災害時において、児童生徒等及び教職員

の避難通路が確保できるよう設置場所等について十分配慮する。 

(3) 水泳プールの防災機能等の整備 

災害時における防火用水等を確保するため、引き続き水泳プールの耐震性の強化を図る。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

３．ごみ・し尿処理施設（宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合） 

災害によるごみ・し尿処理施設の機能の低下、停止を防止するため、ごみ・し尿処理施設・設備の

強化と維持保全を図る。

(1) ごみ・し尿処理施設の耐震化 

ごみ焼却施設及び浄化槽・ポンプ場・処理場の耐震性の強化を図るとともに、施設の流入・流出

管、排気管等の接合部の不等沈下、損傷を防止するため、当該部の耐震性の強化を図る。 

(2) 機能の確保 

隣接自治体との相互応援措置等による代替処理方策を確保する。 

第３ 一般建築物 

１．建築物の耐震改修の促進 

市は、県の協力を得ながら、既存建築物に対し、耐震診断の普及や耐震改修工事を促進するた

めの支援を行う。 

２．建築物の耐浪性の確保 

市は、やむを得ず津波による被災の危険性の高い箇所に立地する場合は、浸水対策、鉄筋コン

クリート造等の堅牢な建築物とする等の耐浪性の確保に努める。 

第４ 落下物防止対策等 

施設管理者は、天井の脱落防止対策として、日頃からの点検や、必要に応じて補強を行うととも

に、新たに設置する場合には施工、設置基準を遵守するなど、天井材等の非構造部材の脱落防止対

策を図る。 

このほか、広告物等の落下防止や、自動販売機の転倒防止に配慮するよう注意喚起に努める。 

第５ 建物内の安全対策 

市、県等は、家具の転倒、落下物、ガラスの飛散による負傷等の被害を軽減するための対策につ

いて、普及啓発に努める。 

第６ 高層建築物における安全対策 

１．エレベーターの閉じ込め防止対策の推進 

高層建築物の施設管理者は、地震発生時のエレベーターの閉じ込め被害を防止するため、地震

時管制運転装置の設置等エレベーターにおける閉じ込め防止対策の推進に努めるとともに、揺れ

や停電によりエレベーターが停止し、閉じ込められた場合の復旧方策について、情報の共有化な

ど関係団体等と連携し対策を進める。 

２．長周期振動対策及び啓発の実施 

高層建築物の施設管理者は、長周期地震動対策を講じるよう努めるとともに、居住者等に対

し、家具の転倒防止、ガラスの飛散防止などの防災対策について、啓発に努める。 

３．ごみ・し尿処理施設（宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合） 

災害によるごみ・し尿処理施設の機能の低下、停止を防止するため、ごみ・し尿処理施設・設備の

強化と維持保全を図る。

(1) ごみ・し尿処理施設の耐震化 

ごみ焼却施設及び浄化槽・ポンプ場・処理場の耐震性の強化を図るとともに、施設の流入・流出

管、排気管等の接合部の不等沈下、損傷を防止するため、当該部の耐震性の強化を図る。 

(2) 機能の確保 

隣接自治体との相互応援措置等による代替処理方策を確保する。 

第３ 一般建築物 

１．既存の建築物の耐震改修の促進 

市は、県の協力を得ながら、既存建築物に対し、耐震診断の普及や耐震改修工事を促進するた

めの支援を行う。 

２．建築物の耐浪性の確保 

市は、やむを得ず津波による被災の危険性の高い箇所に立地する場合は、浸水対策、鉄筋コン

クリート造等の堅牢な建築物とする等の耐浪性の確保に努める。 

第４ 落下物防止対策等 

施設管理者は、天井の脱落防止対策として、日頃からの点検や、必要に応じて補強を行うととも

に、新たに設置する場合には施工、設置基準を遵守するなど、天井材等の非構造部材の脱落防止対

策を図る。 

このほか、広告物等の落下防止や、自動販売機の転倒防止に配慮するよう注意喚起に努める。 

第５ 建物内の安全対策 

市、県等は、家具の転倒、落下物、ガラスの飛散による負傷等の被害を軽減するための対策につ

いて、普及啓発に努める。 

第６ 高層建築物における安全対策 

１．エレベーターの閉じ込め防止対策の推進 

高層建築物の所有者等は、地震発生時のエレベーターの閉じ込め被害を防止するため、地震時

管制運転装置の設置等エレベーターにおける閉じ込め防止対策の推進に努めるとともに、揺れや

停電によりエレベーターが停止し、閉じ込められた場合の復旧方策について、情報の共有化など

関係団体等と連携し対策を進める。 

２．長周期振動対策及び啓発の実施 

高層建築物の所有者等は、長周期地震動対策を講じるよう努めるとともに、居住者等に対し、

家具の転倒防止、ガラスの飛散防止などの防災対策について、啓発に努める。 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P4）R03.2 宮城県（津

P48） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P7）R03.2 宮城県（津

P49） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P7）R03.2 宮城県（津

P49） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第７ 津波災害特別警戒区域の建築物の安全対策 

市及び県は、津波災害特別警戒区域の指定のあったときは、区域内において、津波から逃げるこ

とが困難な要配慮者が利用する一定の社会福祉施設、学校及び医療施設の建築について、津波が襲

来した場合であっても倒壊を防ぐとともに、施設等の建築物の津波に対する安全性の確保を促進す

る。 

なお、津波災害特別警戒区域の指定がない場合においても、津波による危険の著しい区域につい

ては、災害廃棄物の発生を抑制するため、浸水対策、鉄筋コンクリート造等の堅牢な建築物とする

等の建築物の耐浪化等に努める。 

第８ 文化財の防災対策 

市は、国及び県とともに文化財保護のための防災対策に努める。 

第７ 津波災害特別警戒区域の建築物の安全対策 

市及び県は、津波災害特別警戒区域の指定があったときは、区域内において、津波から逃げるこ

とが困難な要配慮者が利用する一定の社会福祉施設、学校及び医療施設の建築について、津波が襲

来した場合であっても倒壊を防ぐとともに、施設等の建築物の津波に対する安全性の確保を促進す

る。 

なお、津波災害特別警戒区域の指定がない場合においても、津波による危険の著しい区域につい

ては、災害廃棄物の発生を抑制するため、浸水対策、鉄筋コンクリート造等の堅牢な建築物とする

等の建築物の耐浪化等に努める。 

第８ 文化財の防災対策 

市は、国及び県とともに文化財保護のための防災対策に努める。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第８節 ライフライン施設等の予防対策

《実施担当－関係機関等》

上水道部、建設部 ― 中南部下水道事務所、ライフライン事業者等関係機関

第１ 目 的 

大規模地震・津波の発生により市民生活に直結する上・下水道、電力、ガス及び電話等のライフ

ライン施設が大きな被害を受けた場合、日常生活や経済活動の場である都市の機能が麻痺し、安否

確認、避難や救援・救出活動の応急対策を実施する上での大きな支障となるだけでなく、避難生活

環境の悪化や、市民等が早期に通常の生活に戻るための大きな足かせとなる。 

このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関においては、各施設の被害を最小限に

食い止めるための耐震性・耐浪性の強化、拠点の分散、代替施設の確保及び系統の多重化等を進め

るなど、大規模地震・津波による被害軽減のための諸施策を実施する。 

第２ 上水道施設（市、塩竈市、県、仙台市） 

災害による断水、減水を防止するため、上水道施設の強化と保全を図る。

１．上水道施設設備の強化 

(1) 上水道施設については、「水道施設設計指針」「水道施設耐震工法指針」（日本水道協会）等に

基づき、各種災害に耐える十分な強度の確保を図る。 

(2) 浄水施設等の拠点施設については、構造物、機械設備及び場内管路の耐震化を図るとともに、管

路には市域の地質調査を参考に、耐震性の高い管材料や伸縮可とう性継手等を導入し、耐震管路網

の整備を図る。 

(3) 管路の多重化・ループ化及び水源の複数化等による補完機能の強化を進める。 

(4) 常時監視並びに巡回点検を実施し、各施設の維持保全を図る。 

(5) 施設（管路）の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に進める。 

２．上水道の安定供給 

(1) 自己水源を維持するとともに、宮城県、仙台市からの安定受水の確保を図る。 

(2) 浄水場等の施設更新にあたっては、浄水場配水能力の増強を検討する。 

(3) 災害時における水道水の安定供給を確保するため、浄水場等への非常用自家発電機等を整備す

る。 

３．復旧用資機材の整備 

水道事業管理者は、上水道施設が被災した場合に、直ちに応急対策に着手できるよう復旧用資

機材を計画的に整備する。 

第８節 ライフライン施設等の予防対策

《実施担当－関係機関等》

上下水道部、都市産業部 ― 中南部下水道事務所、ライフライン事業者等関係機関

第１ 目 的 

大規模地震・津波の発生により市民生活に直結する上下水道、電力、ガス、石油・石油ガス、通

信サービス、廃棄物処理施設等のライフライン施設が大きな被害を受けた場合、日常生活や経済活

動の場である都市の機能が麻痺し、安否確認、避難や救援・救出活動の応急対策を実施する上での

大きな支障となるだけでなく、避難生活環境の悪化や、市民等が早期に通常の生活に戻るための大

きな足かせとなる。 

このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関においては、各施設の被害を最小限に

食い止めるための耐震性・耐浪性の強化、拠点の分散、代替施設の確保及び系統の多重化等を進め

るなど、大規模地震・津波による被害軽減のための諸施策を実施する。 

第２ 上水道施設（市、塩竈市、県、仙台市） 

災害による断水、減水を防止するため、上水道施設の強化と保全を図る。

１．上水道施設設備の強化 

(1) 上水道施設については、「水道施設設計指針」「水道施設耐震工法指針」（日本水道協会）等に

基づき、各種災害に耐える十分な強度の確保を図る。 

(2) 浄水施設等の拠点施設については、構造物、機械設備及び場内管路の耐震化を図るとともに、管

路には市域の地質調査を参考に、耐震性の高い管材料や伸縮可とう性継手等を導入し、耐震管路網

の整備を図る。 

(3) 管路の多重化・ループ化及び水源の複数化等による補完機能の強化を進める。 

(4) 常時監視並びに巡回点検を実施し、各施設の維持保全を図る。 

(5) 施設（管路）の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に進める。 

２．上水道の安定供給 

(1) 自己水源を維持するとともに、宮城県、仙台市からの安定受水の確保を図る。 

(2) 浄水場等の施設更新にあたっては、浄水場配水能力の増強を検討する。 

(3) 災害時における水道水の安定供給を確保するため、浄水場等への非常用自家発電機等を整備す

る。 

３．復旧用資機材の整備 

上下水道部長は、上水道施設が被災した場合に、直ちに応急対策に着手できるよう復旧用資機

材を計画的に整備する。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P52） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P6）R03.2 宮城県（津

P52） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

４．危機管理体制の確立 

水道事業管理者は、日常の維持管理業務を着実に行うことはもとより、津波発生時における上

水道施設の被災予測を踏まえた緊急時の指揮命令系統、初動体制、通信手段、相互応援体制及び

応急給水、応急復旧活動等に関する行動計画を作成する。 

第３ 下水道施設（市、中南部下水道事務所） 

下水道管理者は、下水道施設の被災が市民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、施設の被害及

び影響を最小限に食い止めるため、施設の耐震性・耐浪性の向上を図り災害予防を推進するととも

に、災害対策資材の確保、他機関との連絡協力体制の整備に努める。 

１．下水道施設の耐震化 

管渠については、変位を吸収する措置等による耐震性の向上、ポンプ場・処理場の耐震性・耐浪性

の向上を図るとともに、施設の流入・流出管の接合部の不等沈下、損傷を防止するため、当該部の耐

震化・耐浪化を図る。

２．機能の確保 

市は、管渠、ポンプ場のネットワーク化、重要施設の複数系列化、施設の弾力的運用による処理機

能の確保を図るとともに、下水道施設への流入・流出量、水質や水防情報を常に把握できるよう、集

中監視システム等の導入を図る。

３．処理水の有効利用 

災害時において処理水や貯留雨水などを防火用水、雑用水として利用できるよう検討し、下水道資

源の多目的有効利用を推進する。

４．下水道施設維持管理 

下水道管理者は、下水道台帳の整理、保管に万全を期すとともに、下水道施設を定期的に点検

し、常時、施設及び機能状態の把握に努める。 

５．下水道防災体制 

下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の機能回復

に努めるとともに、発災後の復旧活動を円滑に実施するため、被災予測を踏まえた汚水処理対策

マニュアルの充実、下水道のを確保するための可搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備及

び他機関との連絡協力体制の整備など、平常時から防災体制の整備に努める。 

第４ 電力施設（東北電力株式会社塩釜営業所） 

電力供給会社は、電力施設の耐浪性強化及び被害軽減のための諸施策を実施し、災害時の被害を最

小限に止めるよう、万全の予防措置を講じる。 

４．危機管理体制の確立 

上下水道部長は、日常の維持管理業務を着実に行うことはもとより、津波発生時における上水

道施設の被災予測を踏まえた緊急時の指揮命令系統、初動体制、通信手段、相互応援体制及び応

急給水、応急復旧活動等に関する行動計画を作成する。 

第３ 下水道施設（市、中南部下水道事務所） 

上下水道部長は、下水道施設の被災が市民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、施設の被害及

び影響を最小限に食い止めるため、施設の耐震性・耐浪性の向上を図り災害予防を推進するととも

に、災害対策資材の確保、他機関との連絡協力体制の整備に努める。 

１．下水道施設の耐震化 

管渠については、変位を吸収する措置等による耐震性の向上、ポンプ場・処理場の耐震性・耐浪性

の向上を図るとともに、施設の流入・流出管の接合部の不等沈下、損傷を防止するため、当該部の耐

震化・耐浪化を図る。

２．機能の確保 

市は、管渠、ポンプ場のネットワーク化、重要施設の複数系列化、施設の弾力的運用による処理機

能の確保を図るとともに、下水道施設への流入・流出量、水質や水防情報を常に把握できるよう、集

中監視システム等の導入を図る。

３．処理水の有効利用 

災害時において処理水や貯留雨水などを防火用水、雑用水として利用できるよう検討し、下水道資

源の多目的有効利用を推進する。

４．下水道施設維持管理 

上下水道部長は、下水道台帳の整理、保管に万全を期すとともに、下水道施設を定期的に点検

し、常時、施設及び機能状態の把握に努める。 

５．下水道防災体制 

上下水道部長は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の機能回復

に努めるとともに、発災後の復旧活動を円滑に実施するため、被災予測を踏まえた汚水処理対策

マニュアルの充実、下水道を確保するための可搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備及び

他機関との連絡協力体制の整備など、平常時から防災体制の整備に努める。 

第４ 電力施設（東北電力ネットワーク株式会社塩釜電力センター） 

電力供給会社は、電力施設の耐浪性強化及び被害軽減のための諸施策を実施し、災害時の被害を最

小限に止めるよう、万全の予防措置を講じる。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

１．送電設備 

架空送電線路は鉄塔下部、地中送電線路は変電所等の地上機器、それぞれへの津波漂流物の激突

による被害が主である。電力供給会社は、想定しうる最大クラスの津波に対して被害を防ぐような

設備とすることは現実的でないことから、設備の被害が電力の供給に与える程度を考慮し、代替性

または多重性などにより津波の影響の軽減対策を行う。 

２．変電設備 

電力供給会社は、変電設備の重要度、その地域で予想される津波浸水想定等を勘案し、設備対策

について検討を行う。 

また、建物については、建築基準法による耐震設計や耐浪化の検討を行う。 

３．配電設備 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第５節 ライフライン確保体制の整備 第４ 電力

（東北電力株式会社塩釜営業所） 「４．配電設備」を準用する。 

４．電力供給体制及び広報の実施 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第５節 ライフライン確保体制の整備 第４ 電力

（東北電力株式会社塩釜営業所） 「５．電力供給体制及び広報の実施」を準用する。

第５ 共同溝の整備 

市は、二次災害の防止、ライフラインの安全性及び信頼性の確保、都市防災及び災害に強いまち

づくりという観点から、ライフライン事業者等は共同溝の維持保全を図るとともに、整備を計画的

に推進する。

１．送電設備 

架空送電線路は鉄塔下部、地中送電線路は変電所等の地上機器、それぞれへの津波漂流物の激突

による被害が主である。電力供給会社は、想定しうる最大クラスの津波に対して被害を防ぐような

設備とすることは現実的でないことから、設備の被害が電力の供給に与える程度を考慮し、代替性

又は多重性などにより津波の影響の軽減対策を行う。 

２．変電設備 

電力供給会社は、変電設備の重要度、その地域で予想される津波浸水想定等を勘案し、設備対策

について検討を行う。 

また、建物については、建築基準法による耐震設計や耐浪化の検討を行う。 

３．配電設備 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第５節 ライフライン確保体制の整備 第４ 電力

（東北電力ネットワーク株式会社塩釜電力センター） 「（３）．配電設備」を準用する。 

４．電力供給体制及び広報の実施 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第５節 ライフライン確保体制の整備 第４ 電力

（東北電力ネットワーク株式会社塩釜電力センター） 「（５）．電力供給体制及び広報の実施」

を準用する。

第５ 共同溝の整備 

市は、二次災害の防止、ライフラインの安全性及び信頼性の確保、都市防災及び災害に強いまち

づくりという観点から、ライフライン事業者等は共同溝の維持保全を図るとともに、整備を計画的

に推進する。

第６ 廃棄物処理施設 

１．処理施設の耐震化等 

市及び宮城東部衛生処理組合並びに廃棄物処理業者は、耐震化が図られていない処理施設の耐 

震診断を実施するとともに、必要に応じて耐震性能向上（地盤改良を含む）や風水害等の災害を考

慮して浸水対策を行う。

   また、市及び宮城東部衛生処理組合は、新規設置等を行う焼却施設及び粗大ごみ処理施設等の中

間処理施設については、処理能力などの面で災害廃棄物対策に配慮した施設づくりを実施する。

市及び宮城東部衛生処理組合の最終処分場については、災害時に備え残余容量を確保することと

し、既存の最終処分場の残余容量等を踏まえ、必要に応じて新規の処分場について計画的に整備を

進める。

   市及び宮城東部衛生処理組合は、処理施設の停電時の緊急停止や再稼働に必要な非常用災害発電

機の設置、地下水や河川水等の予備冷却水の確保、運転に必要な燃料や薬剤などの備蓄等について、

施設の被害想定等を踏まえて取り組む。

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P6）R03.2 宮城県（津

P57） 

○R4.において「廃棄物処理施

設」についての項の追記があ

りますが、同様に追記します

か？ 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第９節 危険物等災害予防対策の推進

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第６節「危険物等災害予防対策の推進」を準用する。

第１０節 防災知識の普及 

《実施担当－関係機関等》

総務部、教育部、塩釜地区消防事務組合消防本部

第１ 目 的 

市民等が、平常時から災害に対する備えを心がけ、災害時及び災害が予想される時には自発的な防

災活動を行うことが求められている。

このため、市は、職員に対し、防災関連マニュアルや防災訓練等を通じて防災に関する制度及び自ら

が行うべき役割等について習得する機会を継続的に与え、防災知識の普及に努める。また、市民等が自

ら守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」という防災の考え方を中心に、防災教育等を実施し

ながら、防災知識の普及に努める。

また、防災知識を普及する際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等、要配慮者に十分配慮し、

地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女及び性的マイノ

リティ※のニーズの違い等多様な視点に配慮するよう努めるものとする。 

第２ 職員に対する防災知識の普及

災害発生時の市及び防災関係機関は、災害対策の中枢を担う機関であり、その役割は多岐にわたっ

ている。また、それぞれの職員は所掌事務に関係する分野での災害予防、応急対策の実施に際して相

応の知識が要求される。このため、職員に対する関係マニュアルの作成・配付、研修会、防災訓練等

を通じて防災に関する制度、自らが行うべき役割等について習熟する機会を積極的かつ継続的に与え

るとともに、業務継続計画（ＢＣＰ）における非常時の優先順位などの所掌事務を熟知させ、各々必

要な施策を講じ職員の防災関係意識の向上に努める。

２．処理施設の補修体制の整備 

市及び宮城東部衛生処理組合及び廃棄物処理業者は、処理施設において、災害時のＢＣＰ（業

務継続計画）等の対応計画や、処理施設を点検・修復・復旧するためのマニュアルを作成すると

ともに、机上訓練・実地訓練等を行い災害時の対応体制を整える。

処理業者が被災した場合の補修等に必要な資機材や災害時の移動手段の燃料が不足することを

想定して備蓄を行うとともに、点検・修復・復旧に備え、プラント関係業者やメンテナンス業者

等との協力体制を確立しておく。

第９節 危険物等災害予防対策の推進

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第６節「危険物等災害予防対策の推進」を準用する。

第１０節 防災知識の普及 

《実施担当－関係機関等》

総務部、教育部、塩釜地区消防事務組合消防本部

第１ 目 的 

自らの命は自らが守るのが防災の基本であることから、市民等が、平常時から災害に対する備えを心

がけ、災害時においては自らの命を守るよう行動することを心がけるとともに、自発的な防災活動を

行うことが求められている。 

このため、市は、職員に対し、防災関連マニュアルや防災訓練等を通じて防災に関する制度及び自ら

が行うべき役割等について習得する機会を継続的に与え、防災知識の普及に努める。また、市民等が自

ら守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」という防災の考え方を中心に、防災教育等を実施し

ながら、防災知識の普及に努める。

また、防災知識を普及する際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等、要配慮者に十分配慮し、

地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女及び性的マイノ

リティ※（LGCT等）のニーズの違い等多様な視点に配慮するよう努めるものとする。 

第２ 職員に対する防災知識の普及

災害発生時の市及び防災関係機関は、災害対策の中枢を担う機関であり、その役割は多岐にわたっ

ている。また、それぞれの職員は所掌事務に関係する分野での災害予防、応急対策の実施に際して相

応の知識が要求される。このため、職員に対する関係マニュアルの作成・配付、研修会、防災訓練等

を通じて防災に関する制度、自らが行うべき役割等について習熟する機会を積極的かつ継続的に与え

るとともに、業務継続計画（ＢＣＰ）における非常時の優先順位などの所掌事務を熟知させ、各々必

要な施策を講じ職員の防災関係意識の向上に努める。

〇表現の修正 

※性的マイノリティ（LGCT 等）とは 
性的マイノリティとは、レズビアン(lesbian 女性同性愛者)、ゲイ(gay 男性同性愛者)、バイセ

クシュアル(bisexual 両性愛者)、トランスジェンダー(transgender 出生時に診断された性と、自
認する性の不一致)など、性的少数者の総称。 

※性的マイノリティとは 
性的マイノリティとは、レズビアン(lesbian 女性同性愛者)、ゲイ(gay 男性同性愛者)、バイセ

クシュアル(bisexual 両性愛者)、トランスジェンダー(transgender 出生時に診断された性と、自
認する性の不一致)など、性的少数者の総称。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

防災教育は、各部、各課、各機関において行い、その内容は少なくとも次の事項を含むものとす

る。 

(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知

識 

(2) 地震・津波に関する一般的な知識 

(3) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(4) 職員等が果たすべき役割 

(5) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(6) 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

(7) 家庭及び地域における防災対策 

第３ 市民等に対する防災知識の普及と意識啓発

市内への津波浸水危険区域の明示、災害時における生活行動基準、各家庭における対応の指針等を内

容とする防災手帳、パンフレット及び津波ハザードマップの作成・配布、防災展の開催等によって、津

波災害に関する知識を普及し、市民等の防災意識の高揚を図る。 

さらに、災害時の連絡方法として、公衆電話等の活用、災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝

言板（ｗｅｂ１７１）などの利用促進を図り、県及び市は、その仕組みや利用方法等の周知に努める。

１．ハザードマップの有効活用 

(1) 各種防災関連データの発信 

市は、ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分検討し、市民等

に対し周知を図る。

(2) リスクコミュニケーションの実施 

市は、津波に関する想定・予測の不確実性を踏まえ、津波発生時に、刻々と変わる状況に臨機応

変の避難行動を市民等が取ることができるよう、ハザードマップ等を活用し、防災教育等を通じた

関係主体による危機意識の共有(リスクコミュニケーション)に努め、津波想定の数値等の正確な意

味の理解の促進を図る。 

２．日常生活の中での情報提供 

市は、避難場所や避難路・避難階段の位置等をまちの適所に示すなど、市民等が日常の生活の

中で、常に地震災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような取組みを行う。 

３．社会教育施設や防災拠点の活用 

市は、公民館等の社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体の関わ

りの中で防災に関する教育の普及推進を図る。 

防災教育は、各部、各課、各機関にて行い、その内容は少なくとも次の事項を含むものとする。

(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

(2) 宮城県津波浸水想定に係る浸水区域及び浸水深に関する知識

(3) 地震・津波に関する一般的な知識 

(4) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(5) 職員等が果たすべき役割 

(6) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(7) 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

(8) 家庭及び地域における防災対策 

第３ 市民等に対する防災知識の普及と意識啓発

市は、市内への津波浸水危険区域の明示、災害時における生活行動基準、各家庭における対応の指針

等を内容とするパンフレット及び津波ハザードマップの作成・配布、防災展の開催等によって、津波災

害に関する知識を普及し、市民等の防災意識の高揚を図る。 

さらに、災害時の連絡方法として、公衆電話等の活用、災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝

言板（ｗｅｂ１７１）などの利用促進を図り、県及び市は、その仕組みや利用方法等の周知に努める。

１．津波ハザードマップの有効活用 

(1) 各種防災関連データの発信 

市は、津波ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分検討し、市

民等に対し周知を図る。

(2) リスクコミュニケーションの実施 

市は、津波に関する想定・予測の不確実性を踏まえ、津波発生時に、刻々と変わる状況に臨機応

変の避難行動を市民等が取ることができるよう、津波ハザードマップ等を活用し、防災教育等を通

じた関係主体による危機意識の共有(リスクコミュニケーション)に努め、津波想定の数値等の正確

な意味の理解の促進を図る。 

２．日常生活の中での情報提供 

市は、避難場所や避難路・避難階段の位置等をまちの適所に示すなど、市民等が日常の生活の

中で、常に地震災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような取組みを行う。 

３．社会教育施設や防災拠点の活用 

市は、公民館等の社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体の関わ

りの中で防災に関する教育の普及推進を図る。 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P8）R03.2 宮城県（津

P62） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

【市民等への普及・啓発を図る事項】 

ア 地震発生時及び緊急地震速報を見聞きしたときにとるべき身を守る行動 

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する

知識 

ウ 地震・津波に関する一般的な知識 

エ 災害危険性に関する情報 

・ 各地域における避難対象地区 

・ 孤立する可能性のある地域内集落 など 

オ 避難行動に関する知識 

・ 宮城県の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があること 

 ・ 強い地震を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき

は、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること 

・ 大津波警報を見聞きしたら速やかに避難すること 

・ 海岸保全施設等より海側にいる人は津波注意報でも避難すること 

・ 避難にあたっては徒歩によることを原則とすること 

・ 自ら率先して避難行動を取ることが他の市民等の避難を促すこと 

・ 津波が河川を遡上すること 

・ 津波は長時間継続するので、津波警報が解除されるまで、また安全が確認されるまでは、

避難行動を続けるとともに、自己判断をしないこと 

・ 津波の規模によっては、2次的、3次的な避難行動を行うこと 

・ 指定緊急避難場所への移動が危険を伴う場合の近隣の待避場所への避難 

・ 各地域における災害種別毎の避難場所及び避難路に関する知識 

・ 各地域における避難勧告等の伝達方法 など 

カ 津波の特性に関する情報 

・ 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること 

・ 第一波が最大とは限らないこと 

・ 津波は繰り返し襲ってくること 

・ 第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以

上にわたり津波が継続する可能性があること 

・ 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の

発生の可能性 など 

キ 津波に関する想定・予測の不確実性 

・ 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること 

・ 地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること 

・ 浸水想定区域外でも浸水する可能性があること 

・ 避難場所の孤立や避難場所自体の被災も有り得ること 

・ 津波は地形に影響されるため津波高や浸水域が変わってくること など 

ク 家庭内での予防・安全対策 

・ 「最低3日間、推奨1週間（ローリングストック※）」分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄 

【市民等への普及・啓発を図る事項】 

ア 地震発生時及び緊急地震速報を見聞きしたときにとるべき身を守る行動 

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する

知識 

ウ 宮城県津波浸水想定に係る浸水区域及び浸水深に関する知識

エ 地震・津波に関する一般的な知識 

オ 災害危険性に関する情報 

・ 各地域における避難対象地区 

・ 孤立する可能性のある地域内集落 など 

カ 避難行動に関する知識 

・ 宮城県の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があること 

 ・ 強い揺れを感じたとき又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うこ

となく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること 

・ 大津波警報を見聞きしたら速やかに避難すること 

・ 「赤と白の格子模様の旗（津波フラッグ）」（以下「津波フラッグ」という。）は海水浴

場等で、津波警報等が発表されたことを知らせる避難の合図であること（津波警報等の視

覚的な伝達） 

・ 海水浴場や海岸付近で、津波フラッグを見かけたら、速やかに避難すること 

・ 海岸保全施設等より海側にいる人は津波注意報でも避難すること 

・ 避難にあたっては徒歩によることを原則とすること 

・ 自ら率先して避難行動を取ることが他の市民等の避難を促すこと 

・ 津波が河川を遡上すること 

・ 津波は長時間継続するので、津波警報が解除されるまで、また安全が確認されるまでは、

避難行動を続けるとともに、自己判断をしないこと 

・ 津波の規模によっては、２次的、３次的な避難行動を行うこと 

・ 指定緊急避難場所への移動が危険を伴う場合の「可能な限り高く安全な場所」への避難 

・ 各地域における災害種別毎の避難場所及び避難路に関する知識 

・ 安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路等の確認 

・ 各地域における避難指示等の伝達方法 など 

・ 具体的な避難行動の確認のため、ハザードマップ、避難行動判定フロー、マイ・タイムラ

インの活用 など

キ 津波の特性に関する情報

・ 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること 

・ 第一波が最大とは限らないこと 

・ 津波は繰り返し襲ってくること 

・ 第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以

上にわたり津波が継続する可能性があること 

・ 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の

発生の可能性 など 

ク 津波に関する想定・予測の不確実性 

・ 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること 

・ 大津波警報や津波警報は、地震の規模(マグニチュード)が８を超えるような巨大地震の場

合に津波の高さを「巨大」、「高い」と定性的な表現になること 

・ 地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること 

・ 津波浸水想定の対象地域外でも浸水する可能性があること 

・ 指定緊急避難場所、指定避難所と指定された施設の孤立や被災も有り得ること 

・ 津波は地形に影響されるため津波高や浸水域が変わってくること など 

ケ 家庭内での予防・安全対策 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P8）R03.2 宮城県（津

P63） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P63） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P63） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P64） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P63） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P8）R03.2 宮城県（津

P64） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

・ 非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備 

・ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

・ 災害時の家族内の連絡・行動ルールを事前に決めること など 

ケ 災害時にとるべき行動 

・ 近隣の人々と協力して行う救助活動 

・ 自動車運行の自粛 

・ その他避難勧告等の発令時に取るべき行動 

・ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）でとるべき行動、避難場所や避難所での

行動 など 

コ その他 

・ 正確な情報入手の方法 

・ 防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容 

・ 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

・ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）の確保 

・ 帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 など 

第４ 要配慮者への配慮

市は、防災知識の普及にあたり、外国語パンフレット等の作成・配布や障害者、高齢者の常備品等

の点検、介護者の役割の確認等、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者に配慮し、地域において要配

慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女及び性的マイノリティのニーズ

の違い等多様な視点に十分に配慮する。

第５ 津波によって浸水が予想される地域での防災知識の普及 

１．津波ハザードマップの整備 

(1) ハザードマップの作成・周知 

市及び県は、津波によって浸水が予想される地域として津波浸水想定を設定するとともに、

当該津波浸水想定を踏まえて避難場所、避難路等を示す津波ハザードマップの整備を行い、市

民等に対し周知を図る。 

・ 「最低3日間、推奨1週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペー

パー等の備蓄 

・ 非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備 

・ 自動車へのこまめな満タン給油 

・ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

・ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

・ 保険、共済等の生活再建に向けた事前の備え 

・ 災害時の家族内の連絡・行動ルールを事前に決めること など 

コ 災害時にとるべき行動 

・ 近隣の人々と協力して行う救助活動 

・ 自動車運行の自粛 

・ その他津波警報等の発表時や避難指示等の発令時に取るべき行動 

・ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）でとるべき行動、指定緊急避難場所や指

定避難所での行動 など 

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

バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとる

こと 

サ その他 

・ 正確な情報入手の方法 

・ 防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容 

・ 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

・ 通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

・ 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど生活の再建

に資する行動 

・ 帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 など 

第４ 要配慮者への配慮

市は、防災知識の普及にあたり、外国語パンフレット等の作成・配布や障害者、高齢者の常備品等

の点検、介護者の役割の確認等、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者に配慮し、地域において要配

慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女及び性的マイノリティ※（LGBT
等）のニーズの違い等多様な視点に十分に配慮する。

第５ 「暴力は許されない」意識の普及、徹底 

市及び県は、災害発生時に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者

 や支援者が性暴力・DVの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹

底を図るものとする。

第６ 津波によって浸水が予想される地域での防災知識の普及 

１．津波ハザードマップの整備 

(1) 津波ハザードマップの作成・周知 

市及び県は、津波によって浸水が予想される地域として津波浸水想定を設定するとともに、

当該津波浸水想定や津波災害警戒区域を踏まえて避難場所、避難路等を示す津波ハザードマッ

プの整備を行い、市民等に対し周知を図る。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P64） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P8）R03.2 宮城県（津

P64） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P63） 

〇宮城県Ｈ31.2津Ｐ64改正に

よる改正 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P63） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P63） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P10）R03.2 宮城県（津

P64） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P10）R03.2 宮城県（津

P64） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P65） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P10）R03.2 宮城県（津

P65） 

※ローリングストックとは 

保存食を日常的に消費し、食べた分だけ買い足していく備蓄方法。日頃から食べ慣れている賞味期限が 1 年程

度のものを意識的にストックして、月に 1、2度食べるときに防災について考えるきっかけにもなる。

※LGBT とは 
性的マイノリティ（少数者）を指す言葉。「L」はレズビアン(lesbian 女性同性愛者)、「G」はゲ
イ(gay 男性同性愛者)、「B」はバイセクシュアル(bisexual 両性愛者)、「T」はトランスジェンダー
(transgender 出生時に診断された性と、自認する性の不一致)の頭文字をとった総称 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

(2) ハザードマップの有効活用 

市及び県は、津波ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分

検討するとともに、津波ハザードマップの活用等を通じて、その内容を理解してもらうよう努

める。 

２．日常生活の中での情報掲示 

(1) 円滑な避難を支援するための情報掲示 

市及び県は、過去の災害時や今後予想される津波による浸水域や浸水高、緊急避難場所（津

波避難ビル等を含む。）等や避難路・避難階段の位置等をまちの至る所に示すなど、市民等が

日常の生活の中で、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような取組みを行

う。 

(2) 浸水高等を示す場合の留意点 

市及び県は、浸水高等の「高さ」をまちの中に示す場合には、過去の津波災害時の実績水位

を示すのか、あるいは予測値を示すのか、数値が海抜なのか、浸水高なのかなどについて、市

民等に分かりやすく示すよう留意する。 

３．観光客や鉄道利用者等の一時滞在者への周知 

市は、観光地、観光施設、鉄道駅等の一時滞在者が多く見込まれる箇所や、津波による浸水が

予想される地域内を通行する車両の多い道路の沿道において、津波浸水域や浸水高、緊急避難場

所（津波避難ビル等を含む。）等や避難路・避難階段の位置や方向を示すなど、一時滞在者や通

行者も津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような整備を行う。 

４．ドライバーへの啓発 

市は、県及び塩釜警察署と連携し、ドライバーに対し、徒歩による避難の原則や地域に応じた避

難方法等の周知に努める。

また、運転中に発災した場合、緊急車両の妨げとならないような配慮を行うなどの対応について

もあわせて周知する。

第６ 園児、児童及び生徒に対する防災教育

(1) 学校等教育機関は、市及び県、防災関係機関と連携し、住んでいる地域の特徴や過去の地震

の教訓等を踏まえた継続的な防災教育に努める。 

なお、津波ハザードマップを作成するにあたっては、住民等の生活範囲などを考慮した市町

村界の外側を含めた地図情報等の表示や基準配色を使用した浸水深の表示など「水害ハザード

マップの作成の手引き」（Ｈ28.4国土交通省）を参考に作成する。 

(2) 津波ハザードマップの有効活用 

市及び県は、津波ハザードマップが市民等の避難に有効に活用されるよう、その内容を十分

検討するとともに、土地取引における津波ハザードマップの活用等を通じて、その内容を理解

してもらうよう努める。 

２．日常生活の中での情報掲示 

(1) 円滑な避難を支援するための情報掲示 

市及び県は、過去の災害時や今後予想される津波による浸水域や浸水高、緊急避難場所（津

波避難ビル等を含む。）等や避難路・避難階段の位置等をまちの至る所に示すことや、蓄光石

やライトを活用して夜間でも分かりやすく誘導できるよう表示するなど、市民が日常の生活の

中で、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような取組みを行う。 

(2) 浸水高等を示す場合の留意点 

市及び県は、浸水高等の「高さ」をまちの中に示す場合には、過去の津波災害時の実績水位

を示すのか、あるいは予測値を示すのか、数値が海抜なのか、浸水高なのかなどについて、市

民等に分かりやすく示すよう留意する。 

３．観光客や釣り客等の一時滞在者への周知 

市は、観光地、観光施設、釣りスポット、鉄道駅及び乗船場といった観光客等の一時滞在者が

多く見込まれる箇所や、津波による浸水が予想される地域内を通行する車両の多い道路の沿道に

おいて、津波浸水域や浸水高、緊急避難場所（津波避難ビル等を含む。）や避難路・避難階段の

位置や方向を示すなど、一時滞在者や通行者も津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができる

ような整備を行う。 

４．ドライバーへの啓発 

市は、県及び塩釜警察署と連携し、運転免許の取得時や運転免許証の更新時等において、徒歩に

よる避難の原則の徹底と地域の状況に応じた避難方法についての周知に努める。

また、運転中に発災した場合の対応として、可能な限り道路外へ駐車し徒歩避難とすること、や

むを得ず道路に駐車して避難する場合には緊急車両等の通行の妨げとならないよう配慮し、ドアロ

ックはせずにエンジンキーを付けたままとすること等も、併せて周知に努める。

第７ 学校等教育機関における防災教育

(1) 学校等教育機関は、市及び県、防災関係機関と連携し、住んでいる地域の特徴や津波のリス

ク、過去の津波の教訓等を踏まえた継続的な防災教育に努める。 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P66） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P66） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P66） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P66） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P66） 

○R2.1.30 新旧対照表に伴う

修正（津 P3）R03.2 宮城県（津

P67） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

(2) 防災教育においては、「みやぎ学校安全基本指針」に基づき、自然災害等の危険を回避する

力と他者や社会の安全に貢献できる心の育成に努める。 

(3) 園児、児童及び生徒等に対する防災教育 

ア 保育所、幼稚園、学校等においては、地域の実情を踏まえた安全計画等を策定し、園児、

児童及び生徒等の発達段階に応じた防災教育を行い、防災に関する知識の普及啓発、防災意

識の徹底を図る。 

イ 地理的要件など地域の実情に応じ、地震等様々な災害を想定した防災教育を行う。 

ウ 災害時に一人ひとりがどのように行動すべきかなどを自ら考え、学習させる「自主的に行

動することができるための防災教育」や、保育所、幼稚園、学校と地域合同の避難訓練や避

難所開設訓練への参加等を通じた「地域と連携した実践的な防災教育」を中心とした指導を

行う。実施にあたっては、あらゆる場面を想定しつつ、授業等による指導や避難訓練等の体

験的学習の充実に努める。 

(4) 県教育委員会は、防災教育及び防災体制の充実のために市内全ての公立学校に防災主任を配

置するとともに、地域の拠点となる学校には防災担当主幹教諭を配置することとなっている。

市は、防災主任、防災担当主幹教諭と協力して、防災教育の推進や学校の防災機能の整備を図

る。 

第７ 事業者における防災意識の普及 

特に津波浸水が想定される仙台塩釜港周辺の事業者を対象に、津波襲来時における行動や地域との連

携、対応方法について、従業員の防災意識が高揚されるよう、事業者単位での防災計画や防災マニュア

ル等を作成するよう指導する。

また、事業者において防災訓練を実施するとともに、市、県、関係機関等が地域で実施する防災訓練

等へ従業員等が参加するよう呼びかける。

第８ 市民の取り組み 

市民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自らも災害に備える手段を講じると

ともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

また、「自助」「共助」の意識を持ち、一人ひとりが平常時より災害に対する備えを心がけると

ともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動し、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷

者及び避難行動要支援者を助けるなどの、防災への寄与に努める。 

１．食料・飲料水等の備蓄 

「最低3日間、推奨1週間（ローリングストック）」分に相当する量の食料及び飲料水等の備

蓄、非常持出や定期的な点検、玄関や寝室への配置などに努める。 

(2) 防災教育においては、「みやぎ学校安全基本指針」に基づき、自然災害等の危険を回避する

力と他者や社会の安全に貢献できる心の育成に努める。 

(3) 園児、児童及び生徒等に対する防災教育 

ア 保育所、幼稚園、学校等においては、地域の実情を踏まえた安全計画等を策定し、園児、

児童及び生徒等の発達段階に応じた防災教育を行い、防災に関する知識の普及啓発、防災意

識の徹底を図る。 

イ 地理的要件など地域の実情に応じ、津波等様々な災害を想定した防災教育を行う。 

ウ 災害時に一人ひとりがどのように行動すべきかなどを自ら考え、学習させる「自主的に行

動することができるための防災教育」や、保育所、幼稚園、学校と地域合同の避難訓練や避

難所開設訓練への参加等を通じた「地域と連携した実践的な防災教育」を中心とした指導を

行う。実施にあたっては、登下校園時などの校園外も含めたあらゆる場面を想定しつつ、授

業等による指導や避難訓練等の体験的学習の充実に努める。 

（4）指導者に対する防災教育 

    指導のための手引書等の作成・配付及び避難・救助等に関する研修会を通じて、指導者への

防災教育を行い、資質向上を図る。 

(5) 県教育委員会は、防災教育及び防災体制の充実のために市内全ての公立学校に防災主任を配

置するとともに、地域の拠点となる学校には安全担当主幹教諭を配置することとなっている。

市は、防災主任、安全担当主幹教諭と協力して、防災教育の推進や学校の防災機能の整備を図

る。 

第８ 事業者における防災意識の普及 

特に津波浸水が想定される仙台塩釜港周辺の事業者を対象に、津波襲来時における行動や地域との連

携、対応方法について、従業員の防災意識が高揚されるよう、事業者単位での防災計画や防災マニュア

ル等を作成するよう指導する。

また、事業者において防災訓練を実施するとともに、市、県、関係機関等が地域で実施する防災訓練

等へ従業員等が参加するよう呼びかける。

第９ 市民の取り組み 

市民は、過去の災害から得られた教訓の伝承に努め、また、自らも災害に備える手段を講じると

ともに、自発的な防災活動に参加し、防災意識の向上を図る。 

また、「自助」「共助」の意識を持ち、一人ひとりが平常時より災害に対する備えを心がけると

ともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動する。初期消火を行う近隣の負傷者及び避難行

動要支援者を助けるなどの、防災への寄与に努める。 

１．食料・飲料水等の備蓄 

「最低3日間、推奨1週間」分に相当する量の食料及び飲料水等の備蓄、非常持出や定期的な点

検、玄関や寝室への配置などに努める。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P67） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P67） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P11）R03.2 宮城県（津

P67） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P10）R03.2 宮城県（津

P68） 
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２．家屋等の耐震化と家具等の転倒対策 

家屋の耐震化に努めるとともに、家具・ブロック塀等の転倒防止対策や、寝室等における家具

の配置の見直しなどに努める。 

３．家族内連絡体制の構築 

発災当初の安否確認等による輻輳を回避するため、災害用伝言ダイヤル（１７１）や災害用伝

言板（ｗｅｂ１７１）、ＳＮＳ等の利用など、複数の手段による災害時の家族内の連絡体制の確

保に努める。 

４．地域での防災活動への参加 

地域における自主防災組織の活動やボランティア活動への参加に努める。また、地域内の高齢

者等の要配慮者に関心を持ち、災害時の支援方法について学習する。 

５．防災訓練への参加 

地域で実施する防災訓練への積極的参加による、初期消火など初歩的な技術の習得や地域内で

の顔の見える関係の構築に努める。 

６．防災関連設備等の準備 

非常用持出袋の準備、消火器等消火資機材や住宅用火災警報器の設置、その他防災関連設備等

の整備に努める。 

第９ 海岸等利用者及び船舶への防災知識の普及 

１．防災訓練への参加促進 

関係事業者に対し、防災訓練への積極的な参加促進を図る。 

２．旅行客等への広報

現地の地理に不案内な旅行客等に対して、市内の津波災害の危険性、津波の広報方法、最寄の避

難場所への避難方法等、災害時に必要な情報が提供できるよう、パンフレットの作成・配布及び看

板等の設置に努める。

３．海岸等の利用者に対する指導 

海岸等の利用者に対しては、次により地震・津波災害その他の災害への対応に関する啓発を行い、

防災知識の普及及び防災意識の高揚を図る。 

(1) 防災に関する講演会を開催するほか、各種講習会を活用して防災に関する講習を行うとともに

防災関係資料の配付等を行う。 

(2) 各種行事を活用して防災関係資料の配付等を行う。 

(3) 宮城海上保安部は、船舶への立入検査や訪船指導に併せて防災関係資料の配付等を行う。 

２．家屋等の耐震化と家具等の転倒対策 

家屋の耐震化に努めるとともに、家具・ブロック塀等の転倒防止対策や、寝室等における家具

の配置の見直しなどに努める。 

３．家族内連絡体制の構築 

発災当初の安否確認等による輻輳を回避するため、災害用伝言ダイヤル（１７１）や災害用伝

言板（ｗｅｂ１７１）、ＳＮＳ等の利用など、複数の手段による災害時の家族内の連絡体制の確

保に努める。 

４．地域での防災活動への参加 

地域における自主防災組織の活動やボランティア活動への参加に努める。また、地域内の高齢

者等の要配慮者に関心を持ち、災害時の支援方法について学習する。 

５．防災訓練への参加 

地域で実施する防災訓練への積極的参加による、初期消火など初歩的な技術の習得や地域内で

の顔の見える関係の構築に努める。 

６．防災関連設備等の準備 

非常用持出袋の準備、消火器等消火資機材や住宅用火災警報器の設置、その他防災関連設備等

の整備に努める。 

第１０ 海岸等利用者及び船舶への防災知識の普及 

１．防災訓練への参加促進 

関係事業者に対し、防災訓練への積極的な参加促進を図る。 

２．旅行客等への広報

現地の地理に不案内な旅行客等に対して、市内の津波災害の危険性、津波の広報方法、最寄の避

難場所への避難方法等、災害時に必要な情報が提供できるよう、パンフレットの作成・配布及び看

板等の設置に努める。

３．海岸等の利用者に対する指導 

海岸等の利用者に対しては、次により地震・津波災害その他の災害への対応に関する啓発を行い、

防災知識の普及及び防災意識の高揚を図る。 

(1) 防災に関する講演会を開催するほか、各種講習会を活用して防災に関する講習を行うとともに

防災関係資料の配付等を行う。 

(2) 各種行事を活用して防災関係資料の配付等を行う。 

(3) 宮城海上保安部は、船舶への立入検査や訪船指導に併せて防災関係資料の配付等を行う。 
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４．小型船舶所有者に対する意識啓発 

砂押川、貞山運河に係留されている小型船舶所有者に対して、津波による災害発生時に艇の流出

による被害、油の流出による環境悪化が発生しないよう、多賀城市における津波浸水の危険性を周

知し、意識啓発を図る。

第１０ 災害教訓の伝承 

市は、東日本大震災の教訓を活かし、今後の地震・津波対策を強化するため、大災害に関する調

査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、歴史的資料の

活用に基づく災害教訓・防災文化の伝承を行い、時間の経過とともに東日本大震災の経験や記憶が

風化し、忘却されないようにしっかり後世に引き継ぐ。 

４．小型船舶所有者に対する意識啓発 

砂押川、貞山運河に係留されている小型船舶所有者に対して、津波による災害発生時に艇の流出

による被害、油の流出による環境悪化が発生しないよう、多賀城市における津波浸水の危険性を周

知し、意識啓発を図る。

第１１ 災害教訓の伝承 

市は、東日本大震災の教訓を活かし、今後の地震・津波対策を強化するため、大災害に関する調

査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、歴史的資料の

活用に基づく災害教訓・防災文化の伝承を行い、時間の経過とともに東日本大震災の経験や記憶が

風化し、忘却されないようにしっかり後世に引き継ぐ。 
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第１１節 地震・津波防災訓練の実施

《実施担当－関係機関等》

総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、建設部、

上水道部、教育部、消防部、塩釜地区消防事務組合消防本部

第１ 目 的 

各防災関係機関は、地震・津波発生時に市、県、関係機関及び市民等が連携を図りながら初動、応

急対策が速やかに実施できるよう、また、防災意識の普及、高揚を図ることを目的として、地震・津

波防災訓練を行う。 

第２ 防災訓練の実施とフィードバック 

１．定期的な実施 

市は、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ

細かく実施又は行うよう指導し、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、市民等にと

るべき身を守る行動や地震発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図

る。 

２．地域の実情に応じた内容 

市は、防災訓練を少なくとも年1回以上実施し、地震発生から津波襲来までの円滑な津波避難の

ための災害応急対策について盛り込むなど、地域の実情に応じた内容とする。また、避難行動に

支障をきたすと考えられる冬期における実施についても配慮する。 

３．具体的かつ実践的な内容 

市は、津波災害を想定した訓練の実施にあたり、津波到達時間の予測は比較的正確であること

を考慮しつつ、最大クラスの津波やその到達時間を踏まえた具体的かつ実践的な訓練を行うよう

努める。 

４．目的及び内容の明確な設定 

市は、防災訓練を行うにあたり、訓練の目的を具体的に設定し、訓練内容を明確にした上で、

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

練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自

身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫する。 

５．課題の発見 

市は、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努める。

第１１節 地震・津波防災訓練の実施

《実施担当－関係機関等》

総務部、企画経営部、保健福祉部、都市産業部、

上下水道部、教育部、消防部、塩釜地区消防事務組合消防本部

第１ 目 的 

各防災関係機関は、地震・津波発生時に市、県、関係機関及び市民等が連携を図りながら初動、応

急対策が速やかに実施できるよう、また、防災意識の普及、高揚を図ることを目的として、地震・津

波防災訓練を行う。 

第２ 防災訓練の実施とフィードバック 

１．定期的な実施 

市は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住

地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、訓練のシナリオに緊急地震速報

を取り入れるなど、市民等にとるべき身を守る行動や地震発生時の避難行動、基本的な防災用資

機材の操作方法等の習熟を図る。 

２．地域の実情に応じた内容 

市は、防災訓練を少なくとも年１回以上実施し、地震発生から津波襲来までの円滑な津波避難

のための災害応急対策について盛り込むなど、地域の実情に応じた内容とする。また、避難行動

に支障をきたすと考えられる冬期における実施についても配慮する。 

３．具体的かつ実践的な内容 

市は、津波災害を想定した訓練の実施に当たり、最も早い津波の到達予想時間や最大クラスの

津波の高さを踏まえた具体的かつ実践的な訓練を行うよう努める。 

４．目的及び内容の明確な設定 

市は、防災訓練を行うに当たり、訓練の目的を具体的に設定し、訓練内容を明確にした上で、

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

練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自

身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫する。この際、各機関の

救援活動等の連携強化に留意する。

５．課題の発見 

市は、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施にも努める。

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P11）R03.2 宮城県（津

P70） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P70） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P70） 
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６．フィードバック 

市は、訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行

うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 

第３ 防災訓練の実施 

地域防災計画等の習熟、連携体制の強化及び市民等の防災意識の高揚を図ることを目的として、組

織動員、避難、通信等の総合訓練、その他災害別防災訓練などにより実践的な訓練を実施するととも

に、訓練後には訓練結果について検討を行い、次回の訓練内容の見直しを行う。 

１．総合防災訓練 

市は、毎年、関係機関、市民、事業者等の参加を得て防災訓練を総合的に実施し、災害時におけ

る防災活動の迅速かつ的確な実施を図る。 

２．地区別防災訓練 

市は、防災意識の高揚を目的に、町内会や自治会の協力のもと、地域の実情にあった防災訓練を

実施し、自主防災組織を育成する。 

３．訓練の内容 

防災訓練の内容は以下に示すような項目を想定しているが、訓練目的に応じ、必要な訓練を実施

する。

(1) 津波避難訓練 

(2) 広報活動訓練 

(3) 非常招集訓練 

(4) 通信運用訓練 

(5) 情報収集伝達訓練 

(6) 災害対策本部・現地災害対策本部設置訓練 

(7) 警防本部・現地指揮本部設置訓練 

(8) 被災地偵察訓練 

(9) 避難誘導訓練 

(10)濃煙体験訓練 

(11)避難広報訓練 

(12)避難所開設運営訓練 

(13)救出・救護訓練 

(14)交通規制・緊急車両通行訓練 

(15)土砂災害対応訓練 

(16)緊急資機材搬入訓練 

(17)応急救護所設置・応急救護訓練 

(18)医療救護訓練 

(19)重傷者搬送訓練 

６．フィードバック 

市は、訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行

うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 

第３ 防災訓練の実施 

地域防災計画等の習熟、連携体制の強化及び市民等の防災意識の高揚を図ることを目的として、組

織動員、避難、通信等の総合訓練、その他災害別防災訓練などにより実践的な訓練を実施するととも

に、訓練後には訓練結果について検討を行い、次回の訓練内容の見直しを行う。 

１．総合防災訓練 

市は、毎年、関係機関、市民、事業者等の参加を得て防災訓練を総合的に実施し、災害時におけ

る防災活動の迅速かつ的確な実施を図る。 

２．地区別防災訓練 

市は、防災意識の高揚を目的に、町内会や自治会等の協力のもと、地域の実情にあった防災訓練

を実施し、自主防災組織を育成する。 

３．訓練の内容 

防災訓練の内容は以下に示すような項目を想定しているが、訓練目的に応じ、必要な訓練を実施

する。

(1) 津波避難訓練 

(2) 広報活動訓練 

(3) 非常招集訓練 

(4) 通信運用訓練 

(5) 情報収集伝達訓練 

(6) 災害対策本部・現地災害対策本部設置訓練 

(7) 警防本部・現地指揮本部設置訓練 

(8) 被災地偵察訓練 

(9) 避難誘導訓練 

(10)濃煙体験訓練 

(11)避難広報訓練 

(12)避難所開設運営訓練 

(13)救出・救護訓練 

(14)交通規制・緊急車両通行訓練 

(15)土砂災害対応訓練 

(16)緊急資機材搬入訓練 

(17)応急救護所設置・応急救護訓練 

(18)医療救護訓練 

(19)重傷者搬送訓練 
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(20)ボランティア活動支援訓練 

(21)初期消火・火災防御（一斉放水） 

(22)炊き出し訓練 

(23)救援物資搬送訓練 

(24)ライフライン復旧訓練 

(25)応急給水訓練 

(26)図上訓練 

(27)その他 

４．職員参集訓練 

市は、勤務時間内外において職員の配備を迅速に行うため、情報の伝達、連絡、非常参集につい

て訓練を実施する。 

５．通信連絡訓練 

市及び関係機関は、平常通信から非常通信への迅速な切換え、有線途絶時における無線通信機器

の取扱操作、非常連絡先や通信内容の確認などについて訓練を実施する。

また、市は、災害時における防災関係機関相互の通信連絡を迅速かつ確実に行うため、原則とし

て年 1回以上非常通信訓練を実施する。

６．避難救助訓練 

市は、関係機関、市民、事業者等の協力を得て避難の勧告・指示、誘導等が迅速に行われるよう

訓練を実施する。また、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の避難誘導、避難状況の把

握、安否確認及び救出・救助や、医療・物資の輸送、給水・給食に関する訓練を実施する。

７．避難所開設・運営訓練 

市は、災害発生時において避難所を円滑に開設・運営管理するため、学校の教職員や施設管理者、

自主防災組織等市民の協力を得て、避難所の開設手順、施設の利用方法や運営体制等について訓練

を実施する。

８．水防訓練 

水防管理者（市長）は、関係機関と協力して、水防活動の円滑な実施を図るため、水位雨量観測、

水防団等の動員、水防資機材等の輸送、水防工法の修得、避難等の訓練を実施する。

９．消防訓練 

市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、災害状況に応じた消防計画の習熟を図るため、非常招

集、通信連絡、火災防御技術、救助等の訓練を実施する。

(20)ボランティア活動支援訓練 

(21)初期消火・火災防御（一斉放水） 

(22)炊き出し訓練 

(23)救援物資搬送訓練 

(24)ライフライン復旧訓練 

(25)応急給水訓練 

(26)図上訓練 

(27)その他 

４．職員参集訓練 

市は、勤務時間内外において職員の配備を迅速に行うため、情報の伝達、連絡、非常参集につい

て訓練を実施する。 

５．通信連絡訓練 

市及び関係機関は、平常通信から非常通信への迅速な切換え、有線途絶時における無線通信機器

の取扱操作、非常連絡先や通信内容の確認などについて訓練を実施する。

また、市は、災害時における防災関係機関相互の通信連絡を迅速かつ確実に行うため、原則とし

て年１回以上非常通信訓練を実施する。

６．避難救助訓練 

市は、関係機関、市民、事業者等の協力を得て高齢者等避難・避難指示、誘導等が迅速に行われ

るよう訓練を実施する。また、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の避難誘導、避難状

況の把握、安否確認及び救出・救助や、医療・物資の輸送、給水・給食に関する訓練を実施する。

７．避難所開設・運営訓練 

市は、災害発生時において避難所を円滑に開設・運営管理するため、学校の教職員や施設管理者、

自主防災組織等市民の協力を得て、避難所の開設手順、施設の利用方法や運営体制等について訓練

を実施する。

８．水防訓練 

水防管理者（市長）は、関係機関と協力して、水防活動の円滑な実施を図るため、水位雨量観測、

水防団等の動員、水防資機材等の輸送、水防工法の修得、避難等の訓練を実施する。

９．消防訓練 

市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、災害状況に応じた消防計画の習熟を図るため、非常招

集、通信連絡、火災防御技術、救助等の訓練を実施する。
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

１０．津波防災訓練 

市は、県、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、津波警報等の情報収集や伝達、要配慮者、

旅行者等に対する避難誘導等の訓練を実施する。

１１．防災関係機関等の訓練 

防災関係機関は、自らの責任において防御訓練等を実施する。

第４ 防災訓練への参加

(1) 市民等は地域ごとの防災訓練を推進し、地震による津波災害に対する意識啓発を図り、初期消

火、避難誘導、救助・救護活動等の地域における自主防災力の向上を図る。 

(2) 避難訓練の実施に際しては、要配慮者の保護に配慮した訓練を実施する。

第５ 学校等の防災訓練 

(1) 地震による津波災害を想定し、地域、保護者と連携した防災訓練を実施する。 

(2) 園外・校外活動(自然体験学習、校外学習を含む)等で海浜部を利用する場合は、事前に津波

防災学習を実施するとともに、避難訓練の実施に努める。 

(3) 避難訓練を実施する際には、障害のある児童生徒等も円滑に避難することができるよう配慮

する。 

(4) 津波によって浸水が予想される地域に所在する学校等は、津波警報発表を想定し、津波が予

想される地域の外側、もしくは津波避難ビル等、津波に対し安全な場所への避難訓練を実施す

る。 

(5) 津波によって浸水が予想される地域以外の学校等も含め、津波警報発表の際、学校等が避難場所

や避難所となることを想定し、市は学校等と連携して避難所運営訓練を実施する。

第６ 企業の防災訓練 

(1) 企業は、大規模な地震発生を想定し、避難行動や基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

のための防災訓練を実施する。 

(2) 避難場所として指定されている場合は、地震発生の際、企業が一時的な避難場所となること

を想定し、避難場所の運営訓練を実施する。 

(3) 災害発生時に備え、周辺自治体及び各自治会、市民並びに各企業・事業者等による防災、減

災のため、「地域で助け合う共助」の体制を構築するための合同訓練の実施に努める。 

第７ 訓練及び普及内容 

市及び県等防災関係機関は、津波警戒に関する市民等への周知徹底を図るため、啓発用の標識や多

数の市民等も参加した津波防災訓練の実施等を通じて次の内容の普及を図る。 

１０．津波防災訓練 

市は、県、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、津波警報等の情報収集や伝達、要配慮者、

旅行者等に対する避難誘導等の訓練を実施する。

１１．防災関係機関等の訓練 

防災関係機関は、自らの責任において防御訓練等を実施する。

第４ 防災訓練への参加

(1) 市民等は地域ごとの防災訓練を推進し、地震による津波災害に対する意識啓発を図り、初期消

火、避難誘導、救助・救護活動等の地域における自主防災力の向上を図る。 

(2) 避難訓練の実施に際しては、要配慮者の保護に配慮した訓練を実施する。

第５ 学校等の防災訓練 

(1) 地震による津波災害を想定し、地域、保護者と連携した防災訓練を実施する。 

(2) 園外・校外活動(自然体験学習、校外学習を含む)等で海浜部を利用する場合は、事前に津波

防災学習を実施するとともに、避難訓練の実施に努める。 

(3) 避難訓練を実施する際には、障害のある児童生徒等も円滑に避難することができるよう配慮

する。 

(4) 津波によって浸水が予想される地域に所在する学校等は、津波警報発表を想定し、津波が予

想される地域の外側、もしくは津波避難ビル等、津波に対し安全な場所への避難訓練を実施す

る。 

(5) 津波によって浸水が予想される地域以外の学校等も含め、津波警報発表の際、学校等が指定緊急

避難場所や指定避難所となることを想定し、市は学校等と連携して避難所運営訓練を実施する。

第６ 企業の防災訓練 

(1) 企業は、大規模な地震発生を想定し、避難行動や基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟

のための防災訓練を実施する。 

(2) 企業等の施設等が津波避難ビル等として指定されている場合は、大津波警報、津波警報発表

の際、指定緊急避難場所となることを想定し、避難者の受入れ等の訓練等を実施する。 

(3) 災害発生時に備え、周辺自治体及び各自治会・町内会等、市民並びに各企業・事業者等によ

る防災、減災のため、「地域で助け合う共助」の体制を構築するための合同訓練の実施に努め

る。 

第７ 訓練及び普及内容 

市及び県等防災関係機関は、津波警戒に関する市民等への周知徹底を図るため、啓発用の標識や多

数の市民等も参加した津波防災訓練の実施等を通じて次の内容の普及を図る。 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P8）R03.2 宮城県（津

P73） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P8）R03.2 宮城県（津

P73） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

＜考えられる訓練内容＞ 

１．津波警報・注意報、津波情報等の収集、伝達 

初動体制や情報の収集・伝達ルートの確認、操作方法の習熟の他、防災行政無線（同報系）の可

聴範囲の確認、市民等への広報文案の適否（平易で分かりやすい表現か）等を検証する。 

２．津波避難訓練 

避難計画において設定した避難経路や避難路を実際に避難することにより、ルートや避難標識の

確認、避難の際の危険性等を把握しておく。歩行困難な者にとっては、最短距離のルートが最短時

間のルートとは限らないので、場合によっては、民有地等に避難することも行動手段と考え、地域

社会の中で理解を得ておく必要がある。また、夜間訓練等の実施により街灯等の確認も必要である。

３．津波防災施設操作訓練 

(1) 誰が、何時、どのような手順で閉鎖操作等を実施するのか。 

(2) 津波予想到達時間内に操作完了が可能か。 

(3) 地震動等により操作不能となった場合の対応はどうするか。などの現実に起こり得る想定の中

で訓練を実施する。 

４．津波監視訓練 

高台等の安全地域からの目視、監視用カメラ、検潮器等の津波観測機器を用いて、津波監視の方

法の習熟、監視結果の把握・理解、災害応急対策への活用等について訓練を実施する。 

１．市民等に対する内容 

(1) 強い地震を感じたとき、又は弱い地震であっても比較的長い時間ゆっくりとした揺れを感じた

ときは、直ちに海岸から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

(2) 正しい情報をラジオ、テレビ、無線放送等を通じて入手する。 

(3) 地震を感じなくても、津波警報等が発表されたときは、沿岸市町村が定めている避難対象地域

に所在している場合、直ちに指定された避難場所へ避難する。 

(4) 津波は繰り返し襲来し、第一波より後からの波の方が高くなることがあるので、津波警報等が

解除され安全になるまで避難行動を止めない。 

(5) 過去の経験から、「津波は引き波から始まる」と言い伝えられているが、押し波から始まること

もあることから、誤った認識により不適切な行動を取らない。 

２．船舶に対する内容 

(1) 強い地震を感じたとき、又は弱い地震であっても比較的長い時間ゆっくりとした揺れを感じた

ときは、津波が来る恐れがあることを念頭に、ラジオ、テレビ、無線放送等を通じて情報入手に

努める。 

(2) 津波警報・注意報等が発表された場合、以下の対応を基本とした避難行動をとること。 

なお、市とあらかじめ地域特性に応じた避難ルールについて検討する。 

ア 沖合で航行・操業中に津波警報、津波注意報が発表されたら、直ちに陸から離れた水深の深

い安全水域(以下、「沖」という。)へ避難すること。ただし、沖合であっても、海底地形、港形

によって沖への避難が困難な地域では、陸上への避難を検討する等、人命を最優先に対処する。

＜考えられる訓練内容＞ 

１．津波警報等、津波情報等の収集、伝達 

初動体制や情報の収集・伝達ルートの確認、操作方法の習熟の他、防災行政無線（同報系）の可

聴範囲の確認、市民等への広報文案の適否（平易で分かりやすい表現か）等を検証する。 

２．津波避難訓練 

避難計画において設定した避難経路や避難路を実際に避難することにより、ルートや避難標識の

確認、避難の際の危険性等を把握しておく。歩行困難な者にとっては、最短距離のルートが最短時

間のルートとは限らないので、場合によっては、民有地等に避難する必要があり、地域社会の中で

理解を得ておく必要がある。また、夜間訓練等の実施により街灯等の確認も必要である。 

３．津波防災施設操作訓練 

(1) 誰が、何時、どのような手順で閉鎖操作等を実施するのか。 

(2) 津波予想到達時間内に操作完了が可能か。 

(3) 地震動等により操作不能となった場合の対応はどうするか。などの現実に起こり得る想定の中

で訓練を実施する。 

４．津波監視訓練 

高台等の安全地域からの目視、監視用カメラ、検潮器等の津波観測機器を用いて、津波監視の方

法の習熟、監視結果の把握・理解、災害応急対策への活用等について訓練を実施する。 

１．市民等に対する内容 

(1) 強い揺れを感じたとき、又は弱くても比較的長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直

ちに海岸から離れ、急いで安全な場所に避難する。 

(2) 正しい情報をラジオ、テレビ、無線放送等を通じて入手する。 

(3) 地震を感じなくても、津波警報等が発表されたときは、沿岸市町村が定めている避難対象地域

に所在している場合、直ちに指定された避難場所へ避難する。 

(4) 津波は繰り返し襲来し、第一波より後からの波の方が高くなることがあるので、津波警報等が

解除され安全になるまで避難行動を止めない。 

(5) 過去の経験から、「津波は引き波から始まる」と言い伝えられているが、押し波から始まること

もあることから、誤った認識により不適切な行動を取らない。 

２．船舶に対する内容 

(1) 強い揺れを感じたとき、又は弱くても比較的長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、津

波が来る恐れがあることを念頭に、ラジオ、テレビ、無線放送等を通じて情報入手に努める。 

(2) 津波警報等が発表された場合、以下の対応を基本とした避難行動をとること。 

なお、市とあらかじめ地域特性に応じた避難ルールについて検討する。 

ア 沖合で航行・操業中に津波警報等が発表されたら、直ちに陸から離れた水深の深い安全水域

(以下、「沖」という。)へ避難すること。ただし、沖合であっても、海底地形、港形によって沖

への避難が困難な地域では、陸上への避難を検討する等、人命を最優先に対処する。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P74） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P74） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P9）R03.2 宮城県（津

P75） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P75） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

イ 沖へ退避した船舶は、津波警報、津波注意報が解除されるまで岸や港へは近づかないこと。

ウ 港内で作業中(係留中)に津波警報、津波注意報が発表されたら、増し舫いを取る等、可能な

流出防止措置を講じて直ちに陸上の避難場所へ避難すること。 

エ 津波は繰り返し襲来し、第一波より後からの波の方が高くなることがあるので、津波警報・

注意報が解除され安全になるまで避難行動を止めない。 

第１２節 自主防災組織の育成 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第９節「自主防災組織の育成」を準用する。

第１３節 ボランティアの受入れ 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１０節「ボランティアの受入れ」を準用する。

第１４節 企業等の防災対策の推進

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１１節「企業等の防災対策の推進」を準用する。

第１５節 津波監視体制、伝達体制の整備

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、市長公室部、建設部、消防部、塩釜地区消防事務組合消防本部

第１ 目 的 

津波発生の際に速やかに警戒態勢がとれるよう、市は、津波監視・観測体制の整備や情報を迅速

に伝達できる体制の整備を図る。 

第２ 津波の観測体制の整備 

仙台管区気象台は、地震及び震度観測点や津波観測施設等の整備を行い、観測結果に基づく津波

警報等、津波情報等の発表及び伝達に努める。(津波警報等の種類については第３章第１節第４を参

照) 

１．津波観測機器の維持・整備 

市は、津波襲来の直前監視を行うため、潮位計、水圧計、超音波式津波監視装置等の津波観測

機器の維持・整備に努める。 

２．観測情報の共有化 

市及び県、防災関係機関は、各観測機器の設置場所の情報を相互に交換、整理し、観測機器か

ら得られた情報の共有化に努める。 

イ 沖へ退避した船舶は、津波警報等が解除されるまで岸や港へは近づかないこと。 

ウ 港内で作業中(係留中)に津波警報等が発表されたら、増し舫いを取る等、可能な流出防止措

置を講じて直ちに陸上の避難場所へ避難すること。 

エ 津波は繰り返し襲来し、第一波より後からの波の方が高くなることがあるので、津波警報等

が解除され安全になるまで避難行動を止めない。 

第１２節 自主防災組織の育成 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第９節「自主防災組織の育成」を準用する。

第１３節 ボランティアの受入れ 

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１０節「ボランティアの受入れ」を準用する。

第１４節 企業等の防災対策の推進

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１１節「企業等の防災対策の推進」を準用する。

第１５節 津波監視体制、伝達体制の整備 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、企画経営部、都市産業部、消防部、塩釜地区消防事務組合消防本部

第１ 目 的 

津波発生の際に速やかに警戒態勢がとれるよう、市は、津波監視・観測体制の整備や情報を迅速

に伝達できる体制の整備を図る。 

第２ 津波の観測・監視体制の整備 

仙台管区気象台は、地震及び震度観測点や津波観測施設等の整備を行い、観測結果に基づく迅速

な津波警報等、津波情報等の発表及び伝達に努める。(津波警報等の種類については第３章第１節第

４を参照) 

１．津波観測機器の維持・整備 

市は、津波襲来の直前監視を行うため、潮位計、水圧計、超音波式津波監視装置等の津波観測

機器の維持・整備に努める。 

２．観測情報の共有化 

市及び県、防災関係機関は、各観測機器の設置場所の情報を相互に交換、整理し、観測機器か

ら得られた情報の共有化に努める。 

〇宮城県Ｒ03.2津Ｐ75記述内

容による訂正 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P89） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第３ 津波警報・注意報、避難指示等の伝達体制の整備 

１．避難指示等の発令基準の設定 

(1) 発令基準の策定・見直し 

市は、津波警報等の内容に応じた、避難指示等の具体的な発令基準をあらかじめ定める。発

令基準の策定・見直しにあたっては、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライ

ン」(平成27年8月)を踏まえるとともに、災害の危険度を表す情報等の活用について、それらの

情報を取り扱う県や気象庁等との連携に努める。 

(2) 伝達体制の整備 

市及び県は、津波警報・注意報等に応じて自動的に避難指示等を発令する場合においても、

市民等の円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示等の対象となる地域を市民

等に伝えるための体制を確保する。 

２．伝達手段の堅牢化及び多重化・多様化 

(1) 多様な情報伝達手段の確保 

市は、さまざまな環境下にある職員や市民等に対し、津波警報等の伝達手段として、防災行

政無線（同報系）の整備を促進し、耐震化、停電対策、燃料切れへの備え等の堅牢化を図ると

ともに、サイレン、広報車のほか、関係事業者の協力を得ながら、テレビ、ラジオ、携帯電話

(緊急速報メール機能を含む)、ワンセグ等、多数の手段を確保し、迅速な避難行動がとれるよ

う避難路、避難場所の周知を図る。 

(2) 市は、気象庁からの津波警報等及び地震情報等の迅速かつ確実な受信のため、全国瞬時警報

システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)等の維持管理に努めるとともに、防災行政無線（同報系）との自動

起動を推進する。 

(3) 自動車運転者対策 

市及び県は、走行中の自動車に対し、津波警報等・津波情報の発表状況、浸水想定区域、交

通規制や迂回路、避難場所等に関する情報を伝達する手段として、カーラジオ、カーテレビ、

カーナビゲーションシステム等の車載機器を活用した方策を検討する。 

(4) 海域海岸利用者対策 

市及び県は、海域海岸利用者に対し、防災行政無線（同報系）やサイレンが聞こえにくい場

合に備え、色や光等視覚的に危険が迫っていることを伝達できる手段の普及に努める。その

際、他地域の状況を踏まえつつ、可能な限り統一的な手法が用いられるよう考慮する。 

(5) 要配慮者対策 

市及び県は、字幕放送や手話放送、多言語放送等に加え、高齢者、障害者、外国人等の要配

慮者が災害時に安全を確保し、必要な情報を入手し得る方策について、十分に考慮する。 

第３ 避難指示等の伝達体制の整備 

１．避難指示等の発令基準の設定 

(1) 発令基準の策定・見直し 

市は、津波警報等の内容に応じた、避難指示等の具体的な発令基準をあらかじめ定める。発

令基準の策定・見直しにあたっては、「避難情報に関するガイドライン」(令和３年５月)を踏

まえるとともに、災害の危険度を表す情報等の活用について、それらの情報を取り扱う県や気

象庁等との連携に努める。 

また、市は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき

業務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制

の構築に努める。 

(2) 伝達体制の整備 

市及び県は、津波警報等に応じて自動的に避難指示等を発令する場合においても、市民等の

円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示等の対象となる地域を市民等に伝え

るための体制を確保する。 

２．伝達手段の堅牢化及び多重化・多様化 

(1) 多様な情報伝達手段の確保 

市は、さまざまな環境下にある職員や市民等に対し、津波警報等の伝達手段として、防災行

政無線（同報系）の整備を促進し、耐震化、停電対策、燃料切れへの備え等の堅牢化を図ると

ともに、サイレン、広報車、津波フラッグのほか、関係事業者の協力を得ながら、テレビ、ラ

ジオ、携帯電話(緊急速報メール機能を含む)、ワンセグ等、多数の手段を確保し、迅速な避難

行動がとれるよう避難路、避難場所の周知を図る。 

(2) 市は、気象庁からの津波警報等及び地震情報等の迅速かつ確実な受信のため、全国瞬時警報

システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)、Ｌアラート（災害情報共有システム）等を整備するとともに、防

災行政無線（同報系）との自動起動を推進する。 

(3) 自動車運転者対策 

市及び県は、走行中の自動車に対し、津波警報等・津波情報の発表状況、浸水想定区域、交

通規制や迂回路、避難場所等に関する情報を伝達する手段として、カーラジオ、カーテレビ、

カーナビゲーションシステム等の車載機器を活用した方策を検討する。 

(4) 海域海岸利用者対策 

市及び県は、海域海岸利用者に対し、防災行政無線（同報系）やサイレンが聞こえにくい場

合に備え、色や光等視覚的に危険が迫っていることを伝達できる手段として津波フラッグの普

及に努める。

(5) 要配慮者対策 

市及び県は、字幕放送や手話放送、多言語放送等に加え、高齢者、障害者、外国人等の要配

慮者が災害時に安全を確保し、必要な情報を入手し得る方策について、十分に考慮する。 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P10）R03.2 宮城県（津

P90） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P14）R03.2 宮城県（津

P90） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P11）R03.2 宮城県（津

P90） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P90） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P15）R03.2 宮城県（津

P90） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P91） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P15）R03.2 宮城県（津

P91） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

３．伝達内容の検討 

市は、津波警報等、避難指示等を市民等に周知し、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、

避難指示等を命令口調で伝えるなど避難の必要性や切迫性を強く訴える表現方法や内容、予想を

超える事態に直面した時への対処方法等についてあらかじめ検討する。その際、高齢者や障害者

等の要配慮者や一時滞在者等に十分配慮する。 

４．多様な条件下の考慮 

市は、夜間、休日の情報伝達体制について多賀城消防署と連携し整備しておく。さらに、港湾

の管理者に対し、レジャー客、水産事業者及び港湾労働者への情報伝達体制を確立する。 

５．津波地震や遠地地震の考慮 

市は、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関しては、市民等の避難意識がない

状態の時に突然津波が押し寄せることのないよう、災害発生時刻によらず、津波警報・注意報等

や避難指示等の発表・発令・伝達体制を整える。 

＜津波情報の伝達＞ 

３．伝達内容の検討 

市は、津波警報、避難指示等を市民等に周知し、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、避

難指示等を命令口調で伝えるなど避難の必要性や切迫性を強く訴える表現方法や内容、予想を超

える事態に直面した時への対処方法等についてあらかじめ検討する。その際、高齢者や障害者等

の要配慮者や一時滞在者等に十分配慮する 

４．多様な条件下の考慮 

市は、夜間、休日の情報伝達体制について多賀城消防署と連携し整備しておく。さらに、多数

の人出が予想される海岸及び港湾の管理者に対し、レジャー客、水産事業者及び港湾労働者への

情報伝達体制を確立する。 

５．津波地震や遠地地震の考慮 

市は、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関しては、市民等の避難意識がない

状態の時に突然津波が押し寄せることのないよう、災害発生時刻によらず、津波警報・注意報等

や避難指示等の発表・発令・伝達体制を整える。 

＜津波情報の伝達＞ 

〇宮城県Ｒ03.2津Ｐ91記述内

容による訂正 

仙台管区気象台 

宮城県総合防災情報システム 

（ＭＩＤＯＲＩ） 

専用線 

多賀城市 

地域衛星通信 
ネットワークシステム等

市民・来訪者 

防災行政無線等 

全国瞬時警報システム 

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 

消防庁送信システム 

人工衛星／ 

ＬＧＷＡＮ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)

携帯電話会社 

緊急地震速報、津波警報等 

エリアメール・ 

緊急速報メール 

仙台管区気象台 

宮城県総合防災情報システム 

（ＭＩＤＯＲＩ） 

専用線 

多賀城市 

地域衛星通信 
ネットワークシステム等

市民・来訪者 

防災行政無線等 

全国瞬時警報システム 

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 

消防庁送信システム 

人工衛星／ 

ＬＧＷＡＮ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 

携帯電話会社 

緊急地震速報、津波警報等 

エリアメール・ 

緊急速報メール 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第１６節 情報通信網の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１２節「情報通信網の整備」を準用することとするが、震

災における津波の情報は、上空からの情報が重要と考えられるので、自衛隊からの情報の収集ができる

よう情報伝達、収集方法の検討を進める。

第１７節 防災活動組織の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１３節「防災活動組織の整備」を準用する。

第１６節 情報通信網の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１２節「情報通信網の整備」を準用することとするが、震

災における津波の情報は、上空からの情報が重要と考えられるので、自衛隊からの情報の収集ができる

よう情報伝達、収集方法の検討を進める。

第１７節 防災活動組織の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１３節「防災活動組織の整備」を準用する。
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第１８節 防災拠点の整備・充実

《実施担当－関係機関等》

総務部

第１ 目的 

津波災害時における防災対策を推進する上で重要となる防災拠点等について、早急に整備・充実を

図る。また、災害時に必要となる防災物資・資機材等の整備については、防災拠点と関連づけて整備・

充実を図る。

第２ 防災拠点等の定義 

本市の防災拠点等は、以下のような施設等をいう。

１．防災拠点施設 

災害対策本部機能等を有する施設（市庁舎）及び津波復興拠点（八幡字一本柳地区）をいう。

２．防災施設 

避難者や応援人員が集まる施設、各種資機材・物資を集積する施設及び災害時に有益となる施設

等で、以下のような施設をいう。

(1)避難場所、避難路 

(2)防災備蓄倉庫 

(3)救援物資集積所 

(4)応急復旧活動の拠点施設 

(5)消防水利施設（耐震性貯水槽、防火水槽等） 

(6)防潮堤、河川堤防 など 

３．防災拠点 

本市では、防災拠点として、避難地、避難所、備蓄倉庫、救援物資の集積所、災害廃棄物（がれ

き等）置き場、応急復旧活動の拠点、本部施設やその予備施設等で防災活動を行う施設や場所をい

う。

第３ 防災施設等の整備 

(1) 市は、関係機関と連携し、防災施設として、道路、都市公園等の施設整備や既存施設の活用

等を促進する。 

(2) 市は、防災拠点施設である市庁舎の耐震化を図る。 

(3) 市は、災害現場での災害応急活動が、迅速かつ円滑に実施されるように避難所に指定されて

いる学校等の耐震化を図る。

第１８節 防災拠点の整備・充実

《実施担当－関係機関等》

総務部

第１ 目的 

津波災害時における防災対策を推進する上で重要となる防災拠点等について、早急に整備・充実を

図る。また、災害時に必要となる防災物資・資機材等の整備については、防災拠点と関連づけて整備・

充実を図る。

第２ 防災拠点等の定義 

本市の防災拠点等は、以下のような施設等をいう。

１．防災拠点施設 

災害対策本部機能等を有する施設(市庁舎)及び津波復興拠点（八幡字一本柳地区）をいう。

２．防災施設 

避難者や応援人員が集まる施設、各種資機材・物資を集積する施設及び災害時に有益となる施設

等で、以下のような施設をいう。

(1)避難場所、避難路 

(2)防災備蓄倉庫 

(3)救援物資集積所 

(4)応急復旧活動の拠点施設 

(5)消防水利施設（耐震性貯水槽、防火水槽等） 

(6)防潮堤、河川堤防 など 

３．防災拠点 

本市では、防災拠点として、避難地、避難所、備蓄倉庫、救援物資の集積所、災害廃棄物（がれ

き等）置き場、応急復旧活動の拠点、本部施設やその予備施設等で防災活動を行う施設や場所をい

う。

第３ 防災施設等の整備 

(1) 市は、関係機関と連携し、防災施設として、道路、都市公園等の施設整備や既存施設の活用

等を促進する。 

(2) 市は、防災拠点施設である市庁舎の耐震化を図る。 

(3) 市は、災害現場での災害応急活動が、迅速かつ円滑に実施されるように避難所に指定されて

いる学校等の耐震化を図る。
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第４ 防災機能の確保・充実

(1) 市は、防災関係機関と連携し、防災拠点の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災

機能を有する拠点の整備を図る。また、保有する施設・設備について、代替エネルギーシステム

の活用を含め自家発電設備の整備、十分な期間の発電が可能となるような燃料の確保等を行い、

平常時から点検、訓練等に努める。 

  また、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸

送体制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話等の非常用通信手段の確保を図る。 

(2) 市は、防災関係機関と連携し、防災拠点施設が被災した場合の代替拠点等バックアップ対策に

ついて検討する。 

また、これらの代替施設においても最低限必要な対応ができるよう、衛星携帯電話等の通信設

備の設置や非常用発電機の燃料確保の方法について検討する。 

(3) 市は、災害時に市民等が避難してくることも想定し、食料・飲料水・物資・医薬品及び医療用

資材などの備蓄を行うとともに、避難してくる市民等への支援策を検討する。 

(4) 市及び県は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿

営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及びこれらの

拠点等に係る関係機関との情報の共有の確保に努めるとともに、候補地のリスト化を図る。

第５ 防災用資機材等の整備・充実 

１．防災用資機材

応急活動用資機材の整備充実のため、防災拠点の整備と関連づけて防災用資機材の整備・充実を

図る。また、災害時における地域、または自主防災組織の円滑な活動に必要な防災資機材の整備充

実にも努める。

２．水防用資機材

水防用資機材の充実強化を図るとともに、二次災害等被害の拡大防止に資する資機材の整備・充

実を図る。

３．災害対策車両等

災害対策に必要な車両等の整備・充実を図る。 

第６ 防災用資機材の確保対策 

１．応急対策及び応急復旧 

市は、建設資機材及び仮設トイレ等の資機材に対するメーカー等との物資協定の締結を行い、備

蓄困難な資機材が確保できるように努める。

第４ 防災機能の確保・充実

(1) 市は、防災関係機関と連携し、防災拠点の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災

機能を有する拠点の整備を図る。また、保有する施設・設備について、代替エネルギーシステム

の活用を含め自家発電設備の整備、十分な期間の発電が可能となるような燃料の確保等を行い、

平常時から点検、訓練等に努める。 

  また、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸

送体制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話等の非常用通信手段の確保を図る。 

(2) 市は、防災関係機関と連携し、防災拠点施設が被災した場合の代替拠点等バックアップ対策に

ついて検討する。 

また、これらの代替施設においても最低限必要な対応ができるよう、衛星携帯電話等の通信設

備の設置や非常用発電機の燃料確保の方法について検討する。 

(3) 市は、災害時に市民等が避難してくることも想定し、食料・飲料水・物資・医薬品及び医療用

資材などの備蓄を行うとともに、避難してくる市民等への支援策を検討する。 

(4) 市及び県は、機関相互の応援が円滑に行えるよう、警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿

営の拠点、ヘリポート、物資搬送設備等の救援活動拠点、緊急輸送ルート等の確保及びこれらの

拠点等に係る関係機関との情報の共有の確保に努めるとともに、候補地のリスト化を図る。

第５ 防災用資機材等の整備・充実 

１．防災用資機材

応急活動用資機材の整備充実のため、防災拠点の整備と関連づけて防災用資機材の整備・充実を

図る。また、災害時における地域、または自主防災組織の円滑な活動に必要な防災資機材の整備充

実にも努める。

２．水防用資機材

水防用資機材の充実強化を図るとともに、二次災害等被害の拡大防止に資する資機材の整備充実

を図る。

３．防災特殊車両等

災害対策に必要な車両等の整備・充実を図る。 

第６ 防災用資機材の確保対策 

１．応急対策及び応急復旧 

市は、支援物資を取り扱う事業者一覧の作成や、建設資機材及び仮設トイレ等の資機材に対する

メーカー等との物資協定の締結を行い、備蓄困難な資機材が確保できるように努める。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P114） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P115） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

２．防災用備蓄拠点の整備及び物資支援 

市は、災害対策に必要な応急活動用資機材及び救助・救出用資機材、並びに資機材の保管施設に

ついて定期的な点検を実施するとともに、自主防災組織への備蓄を推進する。また、市は、スーパ

ー、コンビニエンスストア、生活協同組合等の小売業に係る流通事業者及び物流事業者と連携し、

緊急用物資の備蓄拠点の確保及び物流体制の構築を図る。

３．救助用重機等の確保対策 

市は、災害発生時において、緊急輸送道路の確保等のため、建設用大型重機が必要となるた

め、災害時における物資協定に基づき、その確保に努める。また、津波災害においては、水没し

ている地域の人命検索活動や孤立している市民等の救助活動にボートが必要となることから、こ

れらの確保に努める。 

第１９節 相互応援体制の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１５節「相互応援体制の整備」を準用する。

第２０節 医療救護体制の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１６節「医療救護体制の整備」を準用する。

第２１節 火災予防対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、消防部、塩釜地区消防事務組合消防本部、県、宮城海上保安部

第１ 目 的 

地震・津波に伴う火災は、同時多発的に発生することが予想されるとともに、津波発生時には、海

上に流れ出た油や、引火して流れる家や災害廃棄物、車などにより、広く延焼し、大規模災害になる

可能性が高い。地震により発生する火災は、津波からの迅速な避難の支障となることから、市及び県、

防災関係機関は、出火防止はもとより、初期消火、火災の延焼防止のため、火災予防対策の徹底に努

めるとともに、津波発生時の引火に対する予防対策を講じる。 

第２ 地震による出火防止、火災予防の徹底 

地震災害時の出火要因には、発火源等としてのガス、石油、電気等の火気使用設備・器具のほかに

危険物、化学薬品等からの出火が考えられ、相当数の火災の発生が予想される。これらは、津波から

の迅速な避難の支障となることから、市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は出火につながる要因を

分析、検討し、あらゆる施策を講じて安全化を図る。 

２．防災用備蓄拠点の整備及び物資支援 

市は、災害対策に必要な応急活動用資機材及び救助・救出用資機材、並びに資機材の保管施設に

ついて定期的な点検を実施するとともに、自主防災組織への備蓄を推進する。また、市は、スーパ

ー、コンビニエンスストア、生活協同組合等の小売業に係る流通事業者及び物流事業者と連携し、

緊急用物資の備蓄拠点の確保及び物流体制の構築を図る。

３．救助用重機等の確保対策 

市は、災害発生時において、緊急輸送道路の確保等又は倒壊建築物からの人命救助のため、建

設用大型重機が必要となるため、災害時におけるこれら大型重機の確保に努める。また、津波災

害においては、水没している地域の人命検索活動や孤立している市民等の救助活動にボートが必

要となることから、これらの確保に努める。 

第１９節 相互応援体制の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１５節「相互応援体制の整備」を準用する。

第２０節 医療救護体制の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１６節「医療救護体制の整備」を準用する。

第２１節 火災予防対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、消防部、塩釜地区消防事務組合消防本部、県、宮城海上保安部

第１ 目 的 

地震・津波に伴う火災は、同時多発的に発生することが予想されるとともに、津波発生時には、海

上に流れ出た油や、引火して流れる家や災害廃棄物、車などにより、広く延焼し、大規模災害になる

可能性が高い。地震により発生する火災は、津波からの迅速な避難の支障となることから、市及び県、

防災関係機関は、出火防止はもとより、初期消火、火災の延焼防止のため、火災予防対策の徹底に努

めるとともに、津波発生時の引火に対する予防対策を講じる。 

第２ 地震による出火防止、火災予防の徹底 

地震災害時の出火要因には、発火源等としてのガス、石油、電気等の火気使用設備・器具のほかに

危険物、化学薬品等からの出火が考えられ、相当数の火災の発生が予想される。これらは、津波から

の迅速な避難の支障となることから、市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は出火につながる要因を

分析、検討し、あらゆる施策を講じて安全化を図る。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P115） 
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市民等に対しては、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図ることによって、地震災害時における

出火をできる限り防止する。 

１．防災教育の推進 

市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、各家庭における出火防止措置の徹底を図るため、市民

一人ひとりの出火防止に関する知識及び地震に対する備えなどの防災教育を推進する。また、防火

思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげている民間の防火組織としての地区ごとの自主

防災組織・婦人防火クラブの育成指導を強化する。 

２．火気使用設備・器具の安全化 

過去の地震の被害状況から見て、地震時に火気使用設備・器具等から出火する危険性は極めて高

いと考えられることから、塩釜地区消防事務組合消防本部は、火災予防条例に基づき、対震安全装

置付き石油燃焼器具の普及徹底、火気使用設備の固定等各種の安全対策を推進するとともに、住宅

用防災機器の普及、火気使用設備・器具の点検、整備についての指導を行う。 

３．出火防止のための査察指導 

塩釜地区消防事務組合消防本部等は、大地震による火災が発生した場合、人命への影響が極めて

高い飲食店、大型店舗病院等の防火対象物及び多量の火気を使用する工場等に対して重点的に立入

検査を実施し、火気使用設備・器具等への可燃物の転倒・落下防止装置、震災時における従業員の

対応等について指導する。 

４．初期消火体制の強化 

地震発生時の延焼火災を防止するためには、出火の未然防止とともに、初期消火対策が重要であ

る。 

このため、家庭、事業者及び地域等にあっては自主防災体制を充実強化し、防災教育、防災訓練

により防災行動力を高めて初期消火体制の確立を図る。 

第３ 津波による出火防止、火災予防の徹底 

１．津波による火災予防対策の指導 

津波発生時の火災は、津波により建築物や自動車、船舶などが押し流され、大量の漂流物が発生

し、石油貯蔵タンクからの漏洩油や高圧ガス設備の爆発等から、それらの漂流物に引火し、延焼す

ることが、主な要因と考えられる。 

県は、石油貯蔵施設や高圧ガス施設の耐浪化や、津波災害時の石油、ガス等の漏洩防止を図るた

め、関連施設において、津波被災時における浸水対策、津波到達前の緊急停止措置、貯蔵タンク等

の緊急遮断弁の設置、容器やローリーの事業所外への流出防止策等について検討するよう指導を行

う。 

市民等に対しては、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図ることによって、地震災害時における

出火をできる限り防止する。 

１．防災教育の推進 

市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、各家庭における出火防止措置の徹底を図るため、市民

一人ひとりの出火防止に関する知識及び地震に対する備えなどの防災教育を推進する。また、防火

思想の啓発や災害の未然防止に着実な成果をあげている民間の防火組織としての地区ごとの自主

防災組織・婦人防火クラブの育成指導を強化する。 

２．火気使用設備・器具の安全化 

過去の地震の被害状況から見て、地震時に火気使用設備・器具等から出火する危険性は極めて高

いと考えられることから、塩釜地区消防事務組合消防本部は、火災予防条例に基づき、対震安全装

置付き石油燃焼器具の普及徹底、火気使用設備の固定等各種の安全対策を推進するとともに、住宅

用防災機器の普及、火気使用設備・器具の点検、整備についての指導を行う。 

３．出火防止のための査察指導 

塩釜地区消防事務組合消防本部等は、大地震による火災が発生した場合、人命への影響が極めて

高い飲食店、大型店舗病院等の防火対象物及び多量の火気を使用する工場等に対して重点的に立入

検査を実施し、火気使用設備・器具等への可燃物の転倒・落下防止装置、震災時における従業員の

対応等について指導する。 

４．初期消火体制の強化 

地震発生時の延焼火災を防止するためには、出火の未然防止とともに、初期消火対策が重要であ

る。 

このため、家庭、事業者及び地域等にあっては自主防災体制を充実強化し、防災教育、防災訓練

により防災行動力を高めて初期消火体制の確立を図る。 

第３ 津波による出火防止、火災予防の徹底 

１．津波による火災予防対策の指導 

津波発生時の火災は、津波により建築物や自動車、船舶などが押し流され、大量の漂流物が発生

し、石油貯蔵タンクからの漏洩油や高圧ガス設備の爆発等から、それらの漂流物に引火し、延焼す

ることが、主な要因と考えられる。 

県は、石油貯蔵施設や高圧ガス施設の耐浪化や、津波災害時の石油、ガス等の漏洩防止を図るた

め、関連施設において、津波被災時における浸水対策、津波到達前の緊急停止措置、貯蔵タンク等

の緊急遮断弁の設置、容器やローリーの事業所外への流出防止策等について検討するよう指導を行

う。 
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２．津波による被害発生時への備え 

高圧ガス施設管理者は、事業所内の高圧ガス設備等が津波により破損、流出し、ガスが漏洩した

場合等の被害を想定し、周辺自治体等に情報を提供するよう努める。 

また、機器等が正常に作動しなくなった場合でも高圧ガス設備を安全な状態にすること、配管が

損傷してもガスの大量漏洩を防止することに配慮し、そのための設備的な対応、判断基準の設定、

操作手順等の整備、日常の訓練等に努める。 

第４ 消防力の強化 

１．消防資機材等の整備 

(1) 車両及び資機材等の整備促進 

市は、塩釜地区消防事務組合消防本部と連携し、消火活動に必要な車両及び資機材等の整備促

進に努める。 

(2) 燃料供給体制の構築及び自家発電整備の推進 

市は、消防車両等の重要車両に対する燃料の優先的供給体制の構築及び停電による通信機能不

能に備え、発電機や消防団無線の充実や署所における自家発電設備の整備を促進する。 

２．消防団の育成 

消防団は、常備消防とともに地域における消防防災の中核として救出救助、消火等の防災活動に

おいて重要な役割を果たしている。しかしながら、近年の消防団は、団員数の減少、高齢化、サラ

リーマン化等の問題を抱えており、その育成・強化を図ることが必要となってきている。 

このため、市は、以下の観点から消防団の育成・強化を図り、地域の防災体制の推進を図る。 

(1) 消防団員の知識・技能等をより地域に広め、市民等の消防団活動に対する理解を促し、消防団

への参加・協力等、環境づくりを推進する。 

(2) 消防団員数が減少傾向にあることから、処遇の改善、事業者に対する協力要請、女性消防団員

の入団促進、将来の消防の担い手に対する啓発等を通じ、消防団員数の確保に努めるとともに、

消防団員の資質向上を図るため、教育・訓練の充実を推進する。 

(3) 市は県の指導を踏まえて、施設・設備の充実、安全靴等の基本装備の充実、安全対策の強化、

情報伝達体制や無線通信機器の整備をするとともに、消防団活動が長期化した場合の備えとして

交代要員体制の整備等について事業を推進する。 

３．連携強化 

市は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等との連携強化を図り、市域の被害想定の

実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

４．消防用機械・資機材及び装備品の整備 

市及び県は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材及び無線機等の装備品の整備促進に努め

る。 

２．津波による被害発生時への備え 

高圧ガス施設管理者は、事業所内の高圧ガス設備等が津波により破損、流出し、ガスが漏洩した

場合等の被害を想定し、周辺自治体等に情報を提供するよう努める。 

また、機器等が正常に作動しなくなった場合でも高圧ガス設備を安全な状態にすること、配管が

損傷してもガスの大量漏洩を防止することに配慮し、そのための設備的な対応、判断基準の設定、

操作手順等の整備、日常の訓練等に努める。 

第４ 消防力の強化 

１．消防資機材等の整備 

(1) 車両及び資機材等の整備促進 

市は、塩釜地区消防事務組合消防本部と連携し、消火活動に必要な車両及び資機材等の整備促

進に努める。 

(2) 燃料供給体制の構築及び自家発電整備の推進 

市は、消防車両等の重要車両に対する燃料の優先的供給体制の構築及び停電による通信機能不

能に備え、発電機や消防団無線の充実や署所における自家発電設備の整備を促進する。 

２．消防団の育成 

消防団は、常備消防とともに地域における消防防災の中核として救出救助、消火等の防災活動に

おいて重要な役割を果たしている。しかしながら、近年の消防団は、団員数の減少、高齢化、サラ

リーマン化等の問題を抱えており、その育成・強化を図ることが必要となってきている。 

このため、市は、以下の観点から消防団の育成・強化を図り、地域の防災体制の推進を図る。 

(1) 消防団員の知識・技能等をより地域に広め、市民等の消防団活動に対する理解を促し、消防団

への参加・協力等、環境づくりを推進する。 

(2) 消防団員数が減少傾向にあることから、処遇の改善、事業者に対する協力要請、女性消防団員

の入団促進、将来の消防の担い手に対する啓発等を通じ、消防団員数の確保に努めるとともに、

消防団員の資質向上を図るため、教育・訓練の充実を推進する。 

(3) 市は県の指導を踏まえて、施設・設備の充実、安全靴等の基本装備の充実、安全対策の強化、

情報伝達体制や無線通信機器の整備をするとともに、消防団活動が長期化した場合の備えとして

交代要員体制の整備等について事業を推進する。 

３．連携強化 

市は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等との連携強化を図り、市域の被害想定の

実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

４．消防用機械・資機材及び装備品の整備 

市及び県は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材及び無線機等の装備品の整備促進に努め

る。 
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５．広域応援体制の整備 

市は、広域応援体制を構築するため、消防応援協定等の締結に努めるとともに、応援する立場、

応援を受け入れる立場のそれぞれの対応計画を具体的に立案する。その際、情報の共有化、通信手

段、指揮系統、資機材の共同利用等について明確化するよう努める。 

第５ 消防水利の整備 

大規模地震災害時には、消防施設等も被害を受け、消防水利を十分確保することができないことが

予想されるため、市は、県の指導も踏まえて、従来の消火栓、防火水槽に加え、耐震性貯水槽、自然

水利の活用、プール、用排水路等を消防水利としての活用できるよう、これらの施設整備に努める。

第６ 消防計画の充実強化 

市は県の指導を踏まえながら、塩釜地区消防事務組合消防本部等が適切かつ効果的な消防活動を行

えるよう、消防計画について、組織・施設の整備拡充が図れるような見直しを行う。

第７ 海上における火災の防止 

宮城海上保安部は、次に掲げる措置を講じる。 

１．地震・津波による火災の防止 

(1) 危険物積載船 

危険物積載船が岸壁係留中又は荷役中における地震・津波による船体の破損、荷役装置、配管

等の損害による危険物の流出及び火災発生は、大規模火災になることも予想されるので、地震発

生時には荷役の即時中止、沖出し避難のための出港準備等の指導を強化する。 

(2) 一般船舶 

地震・津波発生時には、係留施設の損壊、護岸の陥没、船体の破損等による火災発生も予想さ

れるため、船内の火気管理の指導を強化する。 

２．火災の予防 

(1) 訪船指導により、備付義務を有する船舶の消防設備等を点検し、指導を強化する。 

(2) 防災措置実施期間、関係民間団体との相互連絡の強化、事故対策に関する計画の策定、必要資

器材の備蓄整備を図る。 

(3) 危険物積載船舶乗組員及び関係者の防災思想の啓発、教育、訓練、講習会を実施する。 

第８ 石油コンビナート火災予防対策

市は、石油コンビナート等特別防災区域にあることから、宮城県石油コンビナート等防災計画に定

める、緩衝地帯としての緑地、広場その他の公共空地の整備を促進し、防火空間の確保に努める。

第２２節 緊急輸送体制の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１８節「緊急輸送体制の整備」を準用する。

５．広域応援体制の整備 

市は、広域応援体制を構築するため、消防応援協定等の締結に努めるとともに、応援する立場、

応援を受け入れる立場のそれぞれの対応計画を具体的に立案する。その際、情報の共有化、通信手

段、指揮系統、資機材の共同利用等について明確化するよう努める。 

第５ 消防水利の整備 

大規模地震災害時には、消防施設等も被害を受け、消防水利を十分確保することができないことが

予想されるため、市は、県の指導も踏まえて、従来の消火栓、防火水槽に加え、耐震性貯水槽、自然

水利の活用、プール、用排水路等を消防水利としての活用できるよう、これらの施設整備に努める。

第６ 消防計画の充実強化 

市は県の指導を踏まえながら、塩釜地区消防事務組合消防本部等が適切かつ効果的な消防活動を行

えるよう、消防計画について、組織・施設の整備拡充が図れるような見直しを行う。

第７ 海上における火災の防止 

宮城海上保安部は、次に掲げる措置を講じる。 

１．地震・津波による火災の防止 

(1) 危険物積載船 

危険物積載船が岸壁係留中又は荷役中における地震・津波による船体の破損、荷役装置、配管

等の損害による危険物の流出及び火災発生は、大規模火災になることも予想されるので、地震・

津波発生時には荷役の即時中止、沖出し避難のための出港準備等の指導を強化する。 

(2) 一般船舶 

地震・津波発生時には、係留施設の損壊、護岸の陥没、船体の破損等による火災発生も予想さ

れるため、船内の火気管理の指導を強化する。 

２．火災の予防 

(1) 訪船指導により、備付義務を有する船舶の消防設備等を点検し、指導を強化する。 

(2) 防災措置実施期間、関係民間団体との相互連絡の強化、事故対策に関する計画の策定、必要資

器材の備蓄整備を図る。 

(3) 危険物積載船舶乗組員及び関係者の防災思想の啓発、教育、訓練、講習会を実施する。 

第８ 石油コンビナート火災予防対策

市は、市域の一部が石油コンビナート等特別防災区域に指定されていることから、宮城県石油コン

ビナート等防災計画に定める、緩衝地帯としての緑地、広場その他の公共空地の整備を促進し、防火

空間の確保に努める。

第２２節 緊急輸送体制の整備

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第１８節「緊急輸送体制の整備」を準用する。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P139） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P140） 
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第２３節 避難対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、建設部、上水道部、教育部、施設管理者

― 県、塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署 

第１ 目 的 

市は、人命を守ることを最優先に、救助の万全を期するため、必要な計画の作成、強力な救助組織

の確立並びに労務、施設、設備及び物資等の整備に努め、緊急に避難する場所としての避難場所・避

難場所へ向かう避難路等の整備など、災害発生後に市民等が円滑に避難できるよう、避難対策を強化

する。

第２ 徒歩避難の原則の周知 

１．徒歩避難の原則 

緊急車両の通行等の妨げとなる交通渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、地震発

生時の避難については、徒歩によることを原則とする。このため、市は、県と連携し、自動車免許

所有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の原則の周知に努める。ただし、徒歩による避

難が困難など避難行動要支援者に対しては十分な配慮を行う。

２．自動車での避難方策の検討 

市内の各地域において、津波到達時間、避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況

等のほか地域の実情を踏まえ、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合において、市

は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。 

第３ 避難場所の確保 

１．避難場所の指定及び周知徹底 

市は、大規模な地震による火災、津波等の災害から市民等が避難するための場所について都市公

園、グラウンド、体育館、学校、公民館等の公共施設や民間施設を対象として、管理者の同意を得

た上で、必要な数、規模の避難場所を災害種別に応じてあらかじめ定めておき、避難誘導標識の設

置等により、市民や外来者等への周知徹底を図る。この際、災害の想定等により必要に応じて、近

隣市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設けることも検討する。

第２３節 避難対策

《実施担当－関係機関等》

総務部、企画経営部、保健福祉部、都市産業部、上下水道部、教育部、施設管理者

― 県、塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署

第１ 目 的 

市は、人命を守ることを最優先に、救助の万全を期するため、必要な計画の作成、強力な救助組織

の確立並びに労務、施設、設備及び物資等の整備に努め、緊急に避難する場所としての指定緊急避難

場所（津波避難ビル等を含む。）及び避難路・避難階段等の整備など、災害発生後に市民等が円滑に避

難できるよう、避難対策を強化するとともに、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉の連携に

より、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図るものとする。

第２ 徒歩避難の原則の周知 

１．徒歩避難の原則 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、交通渋滞・交通事故等が発生するお

それがあることから、津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。このため、市

は、県と連携し、自動車免許所有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の原則の周知に努

める。ただし、徒歩による避難が困難など避難行動要支援者に対しては十分な配慮を行う。

２．自動車での避難方策の検討 

市内の各地域において、津波到達時間、避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況

等のほか地域の実情を踏まえ、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合において、市

は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。 

検討にあたっては、警察と十分調整しつつ、自動車避難に伴う危険性の軽減方策とともに、自

動車による避難には限界量があることを認識し、限界量以下に抑制するよう各地域で合意形成を

図る。 

第３ 避難場所の確保 

１．指定緊急避難場所の指定及び周知徹底 

市は、大規模な地震による火災、津波等の災害から市民等が避難するための場所について都市公

園、グラウンド、体育館、学校、公民館等の公共施設や民間施設を対象として、管理者の同意を得

た上で、災害の危険が切迫した緊急時において災害及びその二次災害から安全が確保される避難場

所として、必要な数、規模の避難場所を災害種別に応じてあらかじめ定めておき、避難誘導標識の

設置等により、市民や外来者等への周知徹底を図る。この際、災害の想定等により必要に応じて、

近隣市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町に設けることや、農地を避難場所等として活

用できるよう、農業者や関係団体との協定の締結や当該農地における防災訓練の実施等についても

検討する。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P145） 

○R2.1.30 新旧対照表に伴う

修正（津 P6）R03.2 宮城県（津

P145） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P145） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P145） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P18）R03.2 宮城県（津

P145） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P18）R03.2 宮城県（津

P145） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P18）R03.2 宮城県（津

P146） 
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また、万一指定避難場所が被災するおそれがある場合は、より安全な避難場所を目指す必要が生

じることや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険

を伴う場合等やむを得ないと市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動を行

うべきこと、さらには指定緊急避難場所が災害種別に応じて指定されており、災害種別に適した避

難先を選択する必要があることについても、周知徹底に努める。

なお、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を

行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備しておくとともに、速やかに指定緊急避難場所の

指定を終えるよう努める。

２．教育施設等を指定する場合の対応 

市は、学校等教育施設（私立学校を含む）を避難場所として指定する場合は、あらかじめ当該施

設の管理者及び施設を所管する教育委員会等と災害時に的確な対応がとれるよう十分に協議する。

３．交流拠点の避難場所への活用 

市は、高齢化、人口減少が進む中で、学校、公民館等の社会教育施設、社会福祉施設等を市民の

交流拠点として整備を進め、これらを緊急時の避難場所として活用し、災害時の避難が容易となる

よう努める。

４．備蓄倉庫及び通信設備の確保 

市は、避難場所と位置付けられる学校等に、備蓄倉庫、通信設備の整備等を進めるよう努める。

５．避難場所の確保 

避難場所については、高齢者、障害者、幼児、妊産婦等でも歩いて避難できる程度の近傍に確保

するよう指定するものとし、次の条件に留意して確保する。

(1) 建物は十分な耐震性を有すること。

(2) 火災による輻射熱による被害の危険性のない場所であること。 

(3) 津波浸水深以上の高さを有し、浸水等の被害のおそれのない場所であること。 

(4) 崖崩れ等のおそれのない場所であること。 

(5) 臨時ヘリポートあるいはヘリコプター着陸可能地点に至近であること。ただし、臨時ヘリポー

ト等と重なる可能性があるため、事前に整合を確認すること。 

(6) 対象とする地区の市民、就業者、観光客、幹線道路通行者等を受入れる広さを確保すること。

(7) 危険物施設等が近くにないこと。 

(8) 夜間照明及び情報機器等を備えていること。 

(9) 建物の場合は、避難生活の環境を良好に保つために、換気、照明等の設備が整備されているこ

とが望ましい。 

また、万一避難場所が被災するおそれがある場合は、より安全な避難場所を目指す必要が生じる

ことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴

う場合等やむを得ないと市民等自身が判断する場合は、「可能な限り高く安全な場所」への移動を行

うべきこと、さらには指定緊急避難場所が災害種別に応じて指定されており、災害種別に適した避

難先を選択する必要があることについても、周知徹底に努める。

なお、指定した緊急避難場所については、災害の危険が切迫した緊急時において、施設の開放を

行う担当者をあらかじめ定める等管理体制を整備しておくとともに、速やかに指定緊急避難場所の

指定を終えるよう努める。

２．教育施設等を指定する場合の対応 

市は、学校等教育施設(私立学校を含む)を避難場所として指定する場合は、あらかじめ当該施設

の管理者及び施設を所管する教育委員会等と災害時に的確な対応がとれるよう十分に協議する。

３．交流拠点の避難場所への活用 

市は、高齢化、人口減少が進む中で、学校、公民館等の社会教育施設、社会福祉施設等を市民の

交流拠点として整備を進め、これらを避難場所として活用し、災害時の避難が容易となるよう努め

る。

４．備蓄倉庫及び通信設備の確保 

市は、避難場所と位置付けられる学校等に、備蓄倉庫、通信設備の整備等を進めるよう努める。

５．避難場所の確保 

避難場所については、高齢者、障害者、幼児、妊産婦等でも歩いて避難できる程度の近傍に確保

するよう指定するものとし、次の条件に留意して確保する。

(1) 建物は十分な耐震性を有すること。

(2) 火災による輻射熱による被害の危険性のない場所であること。 

(3) 津波浸水深以上の高さを有し、浸水等の被害のおそれのない場所であること。 

(4) 地割れ、崖崩れ等のおそれのない場所であること。 

(5) 臨時ヘリポートあるいはヘリコプター着陸可能地点に至近であること。ただし、臨時ヘリポー

ト等と重なる可能性があるため、事前に整合を確認すること。 

(6) 対象とする地区の市民、就業者、観光客、幹線道路通行者等を受入れる広さを確保すること。

(7) 危険物施設等が近くにないこと。 

(8) 夜間照明及び情報機器等を備えていること。 

(9) 建物の場合は、換気、照明等の設備が整備されていることが望ましい。 

〇宮城県Ｒ03.2 津Ｐ145 記述

内容による追記 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P25）R03.2 宮城県（津

P146） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P146） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P146） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P146） 
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(10)指定避難場所及びその近辺で、3日程度宿泊できるだけの毛布、食料等が備蓄されていることが

望ましい。 

(11)被害情報入手に資する情報機器(戸別受信機、ラジオ等)が優先的に整備されていることが望ま

しい。 

(12)その他、被災者が生活する上で、市が適切と認める場所であること。

第４ 津波避難ビル等の確保 

１．津波避難ビル等の指定 

市は、避難場所への避難が困難な地域の避難者や、避難が遅れた避難者が緊急に避難するため

に、津波避難ビル等をあらかじめ定め、市民等に対しその周知を図る。 

(1) 津波避難ビルの指定 

市は、高齢者、障害者等が歩いて避難できる程度の近傍に避難所を確保できない場合、地区内で

津波に対して十分な高さを有する民間の高層堅牢建物を、建物の管理者と協議の上、津波避難ビル

として指定する。指定にあたっては、次の条件に留意する。 

ア ＲＣ又はＳＲＣ構造※であること。 

イ 津波に対して十分な高さを有すること。 

ウ 津波が襲来した際でも、十分な耐震性・耐浪性を有すること。 

エ 避難者が安全を確保できるスペースを有すること。 

オ 進入口への円滑な誘導が可能であること。 

カ その他、避難する上で、市が適切と認める場所であること。 

なお、上記条件以外にも、想定浸水深に相当する階に2を加えた階に避難スペースを確保できる

建築物であること、避難路に面していること、外部から避難が可能な階段があること、長期的な

孤立を防ぐため、津波終息後に極力早期に安全な地域からのアクセスが確保されることに留意す

る。 

(2) 津波避難ビルの管理 

ア 市は、津波避難ビルの管理者と運営体制等について十分に協議し、連絡方法、受入体制の整備

などを取り決める。

イ 市は、津波避難ビルの管理者と協議の上、運営に必要な資機材・備蓄等を整備する。

ウ 指定した津波避難ビルについては、施設・設備や周辺地域の状況の変化を調査し、定期的に津

波避難ビルとしての適性について検討を行い、津波避難機能の整備充実を図る。

(10)指定避難場所及びその近辺で、２日程度宿泊できるだけの毛布、食料等が備蓄されていること

が望ましい。 

(11)被害情報入手に資する情報機器(戸別受信機、ラジオ等)が優先的に整備されていることが望ま

しい。 

(12)その他、被災者が生活する上で、市が適切と認める場所であること。

第４ 津波避難ビル等の確保 

１．津波避難ビル等の指定 

市は、避難場所への避難が困難な地域の避難者や、避難が遅れた避難者が緊急に避難するため

に、津波避難ビル等をあらかじめ定め、市民等に対しその周知を図る。 

(1) 津波避難ビルの指定 

市は、高齢者、障害者等が歩いて避難できる程度の近傍に避難所を確保できない場合、地区内で

津波に対して十分な高さを有する民間の高層堅牢建物を、建物の管理者と協議の上、津波避難ビル

として指定する。指定にあたっては、次の条件に留意する。 

ア ＲＣ又はＳＲＣ構造※であること。 

イ 基準水位（津波シミュレーションで予測される浸水深に、建築物等の前面でのせり上がりによ

る津波の推移の上昇を考慮した水位。以下同じ。）に相当する階よりも上階に避難スペースを確

保できる建築物であること。かつ、同スペースまで避難上有効な階段その他の経路が確保されて

いること。

ウ 津波が襲来した際でも、十分な耐震性・耐浪性を有すること。 

エ 避難者が安全を確保できるスペースを有すること。 

オ 進入口への円滑な誘導が可能であること。 

カ その他、避難する上で、市が適切と認める場所であること。 

なお、上記条件以外にも、避難路に面していること、長期的な孤立を防ぐため、津波終息

後に極力早期に安全な地域からのアクセスが確保されることに留意する。 

(2) 津波避難ビルの管理 

ア 市は、津波避難ビルの管理者と運営体制等について十分に協議し、連絡方法、受入体制の整備

などを取り決める。

イ 市は、津波避難ビルの管理者と協議の上、運営に必要な資機材・備蓄等を整備する。

ウ 指定した津波避難ビルについては、施設・設備や周辺地域の状況の変化を調査し、定期的に津

波避難ビルとしての適性について検討を行い、津波避難機能の整備充実を図る。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P147） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P18）R03.2 宮城県（津

P147） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P18）R03.2 宮城県（津

P148） 

※ＲＣ又はＳＲＣ構造とは 

ＲＣ：鉄筋コンクリート構造のこと。 

ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート構造のこと。 

※ＲＣ又はＳＲＣ構造とは 

ＲＣ：鉄筋コンクリート構造のこと。 

ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート構造のこと。 
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(3) 民間施設を指定する場合の対応 

市は、民間施設を避難場所として指定する場合は、あらかじめ、当施設の管理者等と協議し、災

害時に避難場所として活用できるよう協定の締結に努める。

２．津波災害警戒区域内等での留意事項 

市は、津波災害警戒区域内等において、津波浸水想定に定める水深に係る水位に、建築物等の

前面でのせき上げ※による津波の水位の上昇を考慮した水位(基準水位)以上の場所に避難場所が配

置され、安全な構造である民間等の建築物について、津波避難ビル等の避難場所として指定した

場合には、管理協定の締結や指定をすることなどにより、確実に避難できるような体制の構築に

努めるとともに、建築物の耐浪化及び非常用発電機の設置、情報通信施設の整備や必要な物資の

備蓄などを図る。 

第５ 避難路の確保 

市は、避難所への避難が安全かつ円滑に行われるよう、総合的な避難路の整備を推進する。

避難路を指定する場合は、次の条件及び地域特性に留意する。

(1) 十分な幅員があること。

(2) 万一に備えた複数路の確保。 

(3) 津波、崖崩れ等の危険箇所を通過しない経路の選定。 

(4) 河川の河口沿いの道路は極力避けること。 

(5) 高台等の避難場所・避難目標地点へ向け、極力直線的であること。 

(6) 自動車での避難が想定される場合は、極力歩車分離とし、自動車を路肩に置いても緊急車両

が通行可能な幅員であること。 

(7) 救出や二次的な避難を考慮し、極力周辺地盤より高い路面高を確保すること。 

市は、上記条件を満たす避難路を選定した場合、周辺道路の交通規制について道路管理者及び県

公安委員会と協議し、避難路の確保を図る。

第６ 避難場所と避難所 

避難場所と避難所は以下の機能を有す施設等をいう。

避難場所

火災や大規模な災害が起きた時に、一時的に避難できる広場、公園、空地

（一時避難場所）や、大規模な災害で、十分な広さなどの条件を有す公園や学

校などの地域（広域避難場所）を指す。

避 難 所
自然災害等により住居等を失うなど、継続して救助を必要とする市民等に

対し、宿泊、給食等の生活機能を提供できる学校などの施設をいう。

(3) 民間施設を指定する場合の対応 

市は、民間施設を避難場所として指定する場合は、あらかじめ、当施設の管理者等と協議し、災

害時に避難場所として活用できるよう協定の締結に努める。

２．津波災害警戒区域内等での留意事項 

市は、津波災害警戒区域内等において、基準水位以上の場所に避難場所が配置され、安全な構

造である民間等の建築物について、津波避難ビル等の避難場所として指定した場合には、管理協

定の締結や指定をすることなどにより、いざという時に確実に避難できるような体制の構築に努

めるとともに、建築物の耐浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要

な物資の備蓄など防災拠点化を図る。 

第５ 避難路の確保 

市は、避難所への経路を避難路として指定する場合、次の事項に留意する。

(1) 十分な幅員があること。

(2) 万一に備えた複数路の確保。 

(3) 津波、がけ崩れ等の危険箇所を通過しない経路の選定。 

(4) 海岸沿い・河川の河口沿いの道路は極力避けること。 

(5) 高台等の避難場所・避難目標地点へ向け、極力直線的であること。 

(6) 自動車での避難が想定される場合は、極力歩車分離とし、自動車を路側に置いても緊急車両

が通行可能な幅員であること。 

(7) 救出や二次的な避難を考慮し、極力周辺地盤より高い路面高を確保すること。 

市は、上記条件を満たす避難路を選定した場合、周辺道路の交通規制について道路管理者及び県

公安委員会と協議し、避難路の確保を図るとともに、特にスクールゾーンにおける危険施設（ブロ

ック塀等）の調査を行い、避難経路の変更や危険要因等の排除に努める。

第６ 避難場所と避難所 

避難場所と避難所は以下の機能を有す施設等をいう。

避難場所

火災や大規模な災害が起きた時に、一時的に避難できる広場、公園、空地

（一時避難場所）や、大規模な災害で、十分な広さなどの条件を有す公園や学

校などの地域（広域避難場所）を指す。

避 難 所
自然災害等により住居等を失うなど、継続して救助を必要とする市民等に

対し、宿泊、給食等の生活機能を提供できる学校などの施設をいう。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P148） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P148） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P148） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P148） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P148） 

※せき上げとは 

河川にせきやダムを設けると、水がせき上げられ、水位の上昇が上流に及びこれをせき上げ背水という。津

波が浸水した時に建物にあたり、付近の水位が上昇すること。 
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第７ 避難路等の整備 

１．避難路・避難階段の整備・改善 

市は、市民等が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、適宜、避難路・避難階段を整備し、

その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・改善に努める。なお、避難路の整備にあたって

は、地震の揺れによる段差の発生、停電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考

慮する。

２．津波避難の迅速化の考慮 

市は、避難路の整備にあたっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増加、停電時の

信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地域の実情に応じて高台

方向に向かう車線の拡幅や多車線化など、津波避難の迅速化も念頭に置いた検討を行う。 

３．避難路等の安全性の向上 

市は、国及び県と連携して、避難経路に面する建物の耐震化、ブロック塀の転倒防止等を進める

ための安全基準の普及・啓発を推進するとともに、避難経路における電線の地中化、落橋防止、盛

土部の沈下防止、液状化等の影響により避難路等が寸断されないよう耐震化の対策を推進する。

４．スクールゾーンの安全性の確保 

市は、スクールゾーンにおける危険施設(ブロック塀等)の調査を行い、避難経路の変更や危険要

因等の排除に努める。

５．避難案内標識等の設置 

(1) 案内標識等の設置

避難路、緊急避難場所（津波避難ビル等を含む。）に避難案内標識、避難所標識等の設置を推進す

るほか、蓄光石※やライト、太陽光パネル等を活用した避難誘導灯を整備し、夜間でも分かりやす

く誘導できるよう表示することで、市民等が日常の生活の中で、常に津波災害の危険性を認知し、

円滑な避難ができるような取組みを行う。誘導標識を設置する際には、日本工業規格に基づく災

害種別一般図記号を使用して、どの災害に対応した避難場所であるのか明示するよう努めるとと

もに、県と協力して、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方について、周知を図るよ

う努める。

(2) 多言語化の推進 

市は、避難場所や避難経路の標示等、災害に関する避難案内標識等については、多言語の併記

標示を進め、外国人の避難に支障のないよう努める。 

第７ 避難路等の整備 

１．避難路・避難階段の整備・改善 

市は、市民等が徒歩で確実に安全な場所に避難できるよう、適宜、避難路・避難階段を整備し、

その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・改善に努める。なお、避難路の整備にあたって

は、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増加、停電時の信号滅灯などによる交通渋滞や事故

の発生等を十分考慮する。

２．津波避難の迅速化の考慮 

市は、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増加、停電時の

信号滅灯などによる交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地域の実情に応じて高台

方向に向かう車線の拡幅や多車線化など、津波避難の迅速化も念頭に置いた検討を行う。 

３．避難路等の安全性の向上 

市は、国及び県と連携して、避難経路に面する建物の耐震化、ブロック塀の転倒防止等を進める

ための安全基準の普及・啓発を推進するとともに、避難経路における電線の地中化、落橋防止、盛

土部の沈下防止、液状化等の影響により避難路等が寸断されないよう耐震化の対策を推進する。

４．スクールゾーンの安全性の確保 

市は、スクールゾーンにおける危険施設(ブロック塀等)の調査を行い、避難経路の変更や危険要

因等の排除に努める。

５．避難案内標識等の設置 

(1) 避難誘導標識等の整備

市は、指定した避難路について、誘導標識等を設置し、過去の災害時や今後予想される津波に

よる浸水域や浸水高、指定緊急避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の位置などをまち

の至る所に示すことや、蓄光石※やライト、太陽光パネル等を活用した避難誘導灯を整備し、夜間

でも分かりやすく誘導できるよう表示することで、市民等が日常の生活の中で、常に津波災害の

危険性を認知し、円滑な避難ができるような取組みを行う。誘導標識を設置する際には、日本工

業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害に対応した避難場所であるのか明示す

るよう努めるとともに、県と協力して、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方につい

て、周知を図るよう努める。

(2) 多言語化の推進 

市は、指定緊急避難場所や避難経路の標示等、災害に関する避難案内標識等については、多言 

言語の併記標示を進め、外国人の避難に支障のないよう努める。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P149） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P149） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P149） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P149） 

※蓄光石とは 
蓄光発光セラミックスは、昼間の太陽光や紫外線を吸収して半永久的に蓄光と発光を繰り返すセ
ラミック素材。耐久性、対候性、耐摩耗性に優れており、屋外での利用が可能。 

※蓄光石とは 
蓄光発光セラミックスは、昼間の太陽光や紫外線を吸収して半永久的に蓄光と発光を繰り返すセ

ラミック素材。耐久性、対候性、耐摩耗性に優れており、屋外での利用が可能。 
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(3) 浸水高表示に関する留意点 

市は、浸水高等の「高さ」をまちの中に示す場合には、過去の津波災害時の実績水位を示すの

か、あるいは予測値を示すのか、数値が海抜なのか、浸水高なのかなどについて、市民等に分か

りやすく示すよう留意する。 

６．道路渋滞の緩和対策の検討

東日本大震災時の避難行動においては、自動車の利用が非常に多く、避難路の問題点としても「渋

滞」等の自動車に関する問題点が多く挙げられていたことから、市は、警察等関係機関と連携し、

徒歩避難の徹底を図りながら、自動車での避難が多く発生する恐れがある場合は、交差点部や橋り

ょう部など、ボトルネック※となる可能性のある場所において、交通渋滞の緩和対策を検討する。

第８ 避難誘導体制の整備

津波の襲来の前に、安全かつ円滑に避難させるための体制を整備する。

１．職員初動マニュアルの策定 

市は、市職員及び消防団員など防災対応や避難誘導・支援にあたる者の危険を回避するため、役

割分担等の明確化、津波到達時間を踏まえ避難支援者の安全を優先した上での避難誘導・支援や行

動の内容と退避の判断基準、津波の危険地域から高台等の安全な場所へ向かう巡回ルートや水門・

陸閘等の閉鎖ルート等、具体的な対応方策についての行動ルールである職員初動マニュアルを定め

る。 

２．避難誘導・支援の訓練の実施 

市及び県は、避難誘導・支援の訓練を実施することにより、避難誘導等の活動における問題点

を検証し、行動ルール等を必要に応じて見直す。 

３．避難行動要支援者の避難誘導体制の整備 

市は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認

を行うため、市民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に関する

情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の行動ルールを踏まえつつ、これらの者

に係る避難誘導体制の整備を図る。 

(1) 避難行動要支援者の避難誘導を迅速かつ的確に実施するため、あらかじめ避難行動要支援者一

人ひとりに応じた個別の避難支援プランを策定する。

(2) 本人の意思及びプライバシーの保護に充分留意しながら、避難行動要支援者の所在等を把握す

る。

(3) 避難行動要支援者を含めた要配慮者の避難が円滑になされるよう、自治会や自主防災組織等の

協力が得られる体制づくりを推進する。

(3) 浸水高表示に関する留意点 

市は、浸水高等の「高さ」をまちの中に示す場合には、過去の津波災害時の実績水位を示すの

か、あるいは予測値を示すのか、数値が海抜なのか、浸水高なのかなどについて、市民等に分か

りやすく示すよう留意する。 

６．道路の交通容量の確認

東日本大震災時の避難行動においては、自動車の利用が非常に多く、避難路の問題点としても「渋

滞」等の自動車に関する問題点が多く挙げられていたことから、市は、原則徒歩避難の徹底を図り

ながら、自動車での避難が多く発生する恐れがある場合は、交差点部や橋梁部など、ボトルネック

※となる可能性のある場所において、十分な容量が確保されているかの確認を行う。

第８ 避難誘導体制の整備

津波の襲来の前に、安全かつ円滑に避難させるための体制を整備する。

１．職員初動マニュアルの策定 

市は、市職員及び消防団員など防災対応や避難誘導・支援にあたる者の危険を回避するため、特

定の避難支援者に過度な負担とならないよう役割分担等の明確化、津波到達時間を踏まえ避難支援

者の安全を優先した上での避難誘導・支援や行動の内容と退避の判断基準、津波の危険地域から高

台等の安全な場所へ向かう巡回ルートや水門・陸閘等の閉鎖ルート等、具体的な対応方策について

の行動ルールを定め、住民等に周知する。 

２．避難誘導・支援の訓練の実施 

市及び県は、避難誘導・支援の訓練を実施することにより、避難誘導等の活動における問題点

を検証し、行動ルール等を必要に応じて見直す。 

３．避難行動要支援者の避難誘導体制の整備 

市は、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認

を行うため、市民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に関する

情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の行動ルールを踏まえつつ、これらの者

に係る避難誘導体制の整備を図る。 

(1) 避難行動要支援者の避難誘導を迅速かつ的確に実施するため、あらかじめ避難行動要支援者一

人ひとりに応じた個別の避難支援プランン（個別避難計画）を策定する。

(2) 本人の意思及びプライバシーの保護に充分留意しながら、避難行動要支援者の所在等を把握す

る。

(3) 避難行動要支援者を含めた要配慮者の避難が円滑になされるよう、自治会・町内会等や自主防

災組織等の協力が得られる体制づくりを推進する。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P149） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P150） 

※ボトルネックとは 
赤信号時間が相対的に長い交差点や幅員減少、車線減少により渋滞を起こす箇所。 ※ボトルネックとは 

赤信号時間が相対的に長い交差点や幅員減少、車線減少により渋滞を起こす箇所。 
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４．情報入手手段・装備の確保 

市及び県は、避難誘導・支援者等が津波警報等を確実に入手するための複数の情報入手手段・

装備や、消防団体等の避難支援者へ退避を指示できる通信手段(移動系無線等)及び受傷事故を防

止するための装備の充実を図る。 

５．夜間に備えた対応 

本市から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当の時間があり、立

ち退き避難が困難となる夜間において避難指示を発令する可能性がある場合には、夕方等の明る

い時間帯に避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告を発令することを検討する。 

第９ 避難行動要支援者等の支援方策

１．避難行動要支援者等の支援方策の検討 

市は、県と連携し、地震等災害発生時に避難行動要支援者等が安全に避難できるため、また、避

難行動要支援者等が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の

各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。

２．避難行動要支援者等の支援体制の整備 

(1) 市は、県と連携し、避難行動要支援者等を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、市民、自

主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア団

体等の多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者の了解を得た上で、平常時より避難行動

要支援者等に関する情報を把握し、関係者との共有に努める。 

(2) 市は、避難行動要支援者等が円滑に避難できるよう情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、

避難訓練を実施する。 

(3) 市は、市が検討する支援方策や支援体制に準じ、避難支援を行う。 

３．社会福祉施設等における対応 

(1) 動員計画及び非常招集体制等の確立 

社会福祉施設等の管理者は、市と連携し、災害時の迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじ

め自衛防災組織等を整備し、動員計画や非常招集体制等の確立に努める。 

(2) 緊急時情報伝達手段の確保 

社会福祉施設等の管理者は、市と連携し、地震災害の発生に備え、停電や回線の輻輳等を考慮

しつつ、消防機関等への緊急通報のための情報伝達手段の整備に努める。 

(3) 非常時持ち出し品の確保対策 

社会福祉施設等の管理者は、利用者の名簿やカルテ等のデータのバックアップや、着替えや防

寒具等の避難場所での備蓄など持ち出し品の確保に時間を掛けない工夫を普段から行っておく

よう努める。

４．情報入手手段・装備の確保 

市及び県は、避難誘導・支援者等が津波警報等を確実に入手するための複数の情報入手手段・

装備や、消防団体等の避難支援者へ退避を指示できる通信手段(移動系無線等)及び受傷事故を防

止するための装備の充実を図る。 

５．夜間に備えた対応 

本市から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当の時間があり、立

退き避難が困難となる夜間において避難指示を発令する可能性がある場合には、夕方等の暗くな

る前の時間帯に高齢者等避難を発令することを検討する。 

第９ 避難行動要支援者等の支援方策

１．避難行動要支援者等の支援方策の検討 

市は、県と連携し、地震・津波等災害発生時に避難行動要支援者等が安全に避難できるため、ま

た、避難行動要支援者等が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福

祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。

２．避難行動要支援者等の支援体制の整備 

(1) 市は、県と連携し、避難行動要支援者等を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、市民、自

主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア団

体等の多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、平常時より避難

行動要支援者等に関する情報を把握し、関係者との共有に努める。 

(2) 市は、避難行動要支援者等が円滑に避難できるよう情報伝達体制の整備、避難誘導体制の整備、

避難訓練を実施する。 

(3) 市は、市が検討する支援方策や支援体制に準じ、避難支援を行う。 

３．社会福祉施設等における対応 

(1) 動員計画及び非常招集体制等の確立 

社会福祉施設等の管理者は、市と連携し、災害時の迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじ

め自衛防災組織等を整備し、動員計画や非常招集体制等の確立に努める。 

(2) 緊急時情報伝達手段の確保 

社会福祉施設等の管理者は、市と連携し、津波災害の発生に備え、停電や回線の輻輳等を考慮

しつつ、消防機関等への緊急通報のための情報伝達手段の整備に努める。 

(3) 非常時持ち出し品の確保対策 

社会福祉施設等の管理者は、利用者の名簿やカルテ等のデータのバックアップや、就寝中の避

難に備えた着替えや防寒具等の避難場所での備蓄など持ち出し品の確保に時間を掛けない工夫

を普段から行っておくよう努める。

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P26）R03.2 宮城県（津

P150） 

〇宮城県Ｒ03.2 津Ｐ150 記述

内容による追記 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P19）R03.2 宮城県（津

P150） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P151） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P151） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

４．外国人等への対応 

市は、県及び防災関係機関と連携し、外国人や旅行者等が、災害発生時に迅速かつ的確な行動が

とれるよう、以下のような環境の整備に努める。

(1) 要配慮者の支援体制の整備に努める。 

(2) 避難場所や避難路方向を示した標識等について、ピクトグラム※の活用等によりわかりやすく

効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 

(3) 外国人を対象とした防災教育・防災訓練の普及に努める。 

第１０ 消防機関等の対応

１．地域防災計画における対策の策定 

市は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講じる措置について、次

の事項を重点としてその対策を定める。 

(1) 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

(2) 津波からの避難誘導 

(3) 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

(4) 救助・救急 

(5) 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

４．在宅者対応 

(1)  情報共有及び避難支援計画の策定 

   市は、あらかじめ自主防災組織や地域の福祉関係者等と連携し、避難行動要支援者本人の同意

を得た上で、避難行動要支援者に関する情報の把握及び共有を図るとともに、個別避難計画の策

定等に努める。 

(2)  避難支援に配慮した方策の検討 

   市は、個別避難計画を検討する中で、避難行動要支援者を抱えている家庭において、避難した

ことを玄関に表示する等、避難支援に配慮した方策の検討も行う。 

(3)  在宅人工呼吸器使用者への対応 

   県からの支援を受け、市は災害時の停電が命に直結する在宅人工呼吸器使用者について、市に

おける情報の把握、及び災害時個別避難計画の策定を支援するなど、対策強化を図る。 

５．外国人等への対応 

市は、県及び防災関係機関と連携し、言語、生活習慣、防災知識や防災意識の異なる外国人や旅

行者等が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、以下のような環境の整備に努める。

(1)  地域全体での外国人や旅行者等の支援体制の整備に努める。 

(2) 避難場所や避難路方向を示した標識等について、ピクトグラム※の活用等によりわかりやすく

効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 

(3) 外国人への情報伝達に当たっては、被災地に生活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情

報を必要とする外国人と、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする外国人観光客は行動特性や

情報ニーズが異なることを踏まえ、それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達に努める。 

第１０ 消防機関等の対応

１．地域防災計画における対策の策定 

市は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講じる措置について、次

の事項を重点としてその対策を定める。 

(1) 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

(2) 津波からの避難誘導 

(3) 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

(4) 救助・救急 

(5) 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P151） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P151） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P151） 

※ピクトグラムとは 

一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、交通機関や公共機関で用いられている。何らかの情報や注意を示す

ために表示されるサインの一つである。代表的なものとして「非常用出口」のサインなどがある。 

※ピクトグラムとは 

一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、交通機関や公共機関で用いられている。何らかの情報や注意を示す

ために表示されるサインの一つである。代表的なものとして「非常用出口」のサインなどがある。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

２．消防職員の安全確保対策 

市は、消防職員の安全及び消防活動の継続を図るとともに、市民等の避難誘導を行うため、職

員の身に津波による危険が迫れば「消防職員も退避する。」ということを基本とし、このことを

事前に市民等に周知し、理解を得ておくよう努める。 

また、津波の浸水想定区域内の活動については、津波到達時間内での「活動可能時間」を判断

し、その時間の中で活動するよう、あらかじめルール化を図る。 

３．消防団員の安全確保対策 

市は、津波到達予想時間が短い地域における退避優先等の退避ルールの確立及び水門等の閉鎖

活動の最小化や退避誘導活動等の最適化などの津波災害時の消防団活動の明確化を図るととも

に、以下の内容を含む津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルの作成に努める。 

(1) 退避のルールを確立し、市民等への事前説明により理解を得ること。 

(2) 指揮者の下、複数人で活動すること。 

(3) 津波到達予想時間を基に、出動及び退避に要する時間を踏まえ、活動可能時間を設定するこ

と。 

(4) 活動可能時間の経過前でも、危険を察知した場合は、直ちに退避命令を出すこと。 

第１１ 教育機関における対応

１．児童生徒等の安全対策

教育機関※は、学校安全マニュアルにしたがって、地震が発生した場合又は市等が避難勧告若し

くは避難指示を行った場合等における、児童生徒等の安全の確保を図るための対策をあらかじめ検

討する。

２．安全確保対策の検討 

学校等の校長又は所長、園長（以下「校長等」という。）は、学校安全マニュアルにしたがっ

て、地震・津波災害が発生した場合又は市長等が避難勧告若しくは避難指示を行った場合等にお

ける、園児や児童生徒等の安全の確保を図るための対策をあらかじめ検討する。 

３．引渡し対応の検討 

教育機関の長は、児童生徒等の引渡しにおいては、平常時から家庭の状況を把握し、保護者等の

帰宅が困難になる児童生徒等については、学校等に留めるなどの事前の協議・確認を行うとともに、

登下校中に災害が発生した場合の対応や、児童生徒等を引渡さず、保護者とともに学校等に留まる

ことや避難行動を促すなどの対応等も合わせて検討する。

２．消防職員の安全確保対策 

市は、消防職員の安全及び消防活動の継続を図るとともに、市民等の避難誘導を行うため、職

員の身に津波による危険が迫れば「消防職員も退避する。」ということを基本とし、このことを

事前に市民等に周知し、理解を得ておくよう努める。 

また、津波の浸水想定区域内の活動については、津波到達時間内での「活動可能時間」を判断

し、その時間の中で活動するよう、あらかじめルール化を図る。 

３．消防団員の安全確保対策 

市は、津波到達予想時間が短い地域における退避優先等の退避ルールの確立及び水門等の閉鎖

活動の最小化や退避誘導活動等の最適化などの津波災害時の消防団活動の明確化を図るととも

に、以下の内容を含む津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルの作成に努める。 

(1) 退避のルールを確立し、市民等への事前説明により理解を得ること。 

(2) 指揮者の下、複数人で活動すること。 

(3) 津波到達予想時間を基に、出動及び退避に要する時間を踏まえ、活動可能時間を設定するこ

と。 

(4) 活動可能時間の経過前でも、危険を察知した場合は、直ちに退避命令を出すこと。 

第１１ 教育機関における対応

１．引渡しに関するルールの策定

市及び教育委員会は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引

渡しに関するルールを、あらかじめ定めるよう促す。

２．安全確保対策の検討 

学校等の校長又は所長、園長(以下「校長等」という。)は、学校安全マニュアルにしたがっ

て、地震・津波災害が発生した場合又は市長等が避難指示等の発令を行った場合等における、園

児や児童生徒等の安全の確保を図るための対策をあらかじめ検討する。 

３．引渡し対応の検討 

教育機関※の長は、児童生徒等の引渡しにおいては、平常時から家庭の状況を把握し、保護者等の

帰宅が困難になる児童生徒等については、学校等に留めるなどの事前の協議・確認を行うとともに、

登下校中に災害が発生した場合の対応や、児童生徒等を引渡さず、保護者とともに学校等に留まる

ことや避難行動を促すなどの対応等も合わせて検討する。

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P152） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P26）R03.2 宮城県（津

P152） 

※教育機関とは 

教育、学術及び文化に関する事業または教育、学術及び文化と密接な関連がある事業を行うことを
主目的とする機関のことで、小中学校、図書館、公民館などをいう。「地方教育行政の組織及び運営に
関する法律」などに定められている。 

※教育機関とは 

教育、学術及び文化に関する事業または教育、学術及び文化と密接な関連がある事業を行うことを
主目的とする機関のことで、小中学校、図書館、公民館などをいう。「地方教育行政の組織及び運営に
関する法律」などに定められている。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第１２ 津波避難計画の策定

１．津波避難計画の策定及び周知徹底 

市は、県から提供される津波浸水予測図をもとに、具体的なシミュレーションや訓練の実施等

を行うとともに、津波避難ビルの管理者と協議の上、津波災害時の避難対象地域、避難場所・避

難施設、避難路、避難経路、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示等の具体的な発令基準、避

難訓練の内容等を明示した、具体的かつ実践的な津波避難計画またはマニュアル等を策定すると

ともに、その内容の管理者、市民及び避難活動関係者への周知徹底を図る。

なお、避難勧告又は指示を行う具体的な発令基準及び伝達方法の設定にあたっては、「避難勧告

等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(平成27年8月)を参考とする。 

また、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、一般市民に対して避難準備及び自主的な避難を

呼びかけるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難

行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者等

避難開始を伝達するよう努める。

(1) 市は次の事項に留意して避難計画またはマニュアルを作成する。 

ア 津波避難ビルを開設する基準及び伝達方法 

イ 津波避難ビルの名称、所在地、受入れ人員 

ウ 避難路及び誘導方法 

エ 要配慮者への配慮 

(2) 避難に関する広報 

市は、避難所・津波避難ビル等を明示した表示板の整備を実施するとともに、津波避難所・津波

避難ビル等を記載したハザードマップを作成し、市民等に配布を行う。

(3) 市民等への周知内容 

ア 避難対象地域 

イ 避難勧告等を行う具体的な発令基準及び伝達方法 

ウ 津波情報の収集・伝達の方法 

エ 避難路及び避難経路、誘導方法 

オ 避難所の名称、所在地、受入れ人員 

カ 一時避難場所の名称、所在地、受入れ人員 など 

２．地域ごとの避難計画策定支援 

市は、津波避難計画の策定にあたり、町内会・自治会・自主防災組織等市民がワークショップ

などを開催するなど、市民、自主防災組織、消防機関、警察、学校等の多様な主体の参画によ

り、津波避難マップなどのよりきめの細かい地域ごとの避難計画を策定するための支援を行う。 

３．地域防災力の向上 

市は、ハザードマップ・防災マップの整備、防災教育、防災訓練の充実、指定緊急避難場所・

津波避難ビル等や避難路・避難階段の整備・確保等のまちづくりと一体となった地域防災力の向

上に努める。 

なお、防災マップの作成にあたっては市民も参加する等の工夫をすることにより、災害からの

避難に対する市民等の理解の促進をはかるよう努める。 

第１２ 津波避難計画の策定

１．津波避難計画の策定及び周知徹底 

市は、県から提供される津波浸水予測図をもとに、具体的なシミュレーションや訓練の実施等

を行うとともに、津波避難ビルの管理者と協議の上、津波災害時の避難対象地域、避難場所・避

難施設、避難路、避難経路、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示等の具体的な発令基準、避

難訓練の内容等を明示した、具体的かつ実践的な津波避難計画またはマニュアル等を策定すると

ともに、その内容の管理者、市民及び避難活動関係者への周知徹底を図る。

なお、避難指示等を行う具体的な発令基準及び伝達方法の設定にあたっては、「避難情報に関す

るガイドライン」(令和３年５月)を参考とする。 

(1) 市は次の事項に留意して避難計画またはマニュアルを作成する。 

ア 津波避難ビルを開設する基準及び伝達方法 

イ 津波避難ビルの名称、所在地、受入れ人員 

ウ 避難路及び誘導方法 

エ 要配慮者への配慮 

(2) 避難に関する広報 

市は、避難所・津波避難ビル等を明示した表示板の整備を実施するとともに、津波避難所・津波

避難ビル等を記載したハザードマップを作成し、市民等に配布を行う。

(3) 市民等への周知内容 

ア 避難対象地域 

イ 避難指示等を発令する具体的な発令基準及び伝達方法 

ウ 津波情報の収集・伝達の方法 

エ 避難路及び避難経路、誘導方法 

オ 避難所の名称、所在地、収容人員 

カ 一時避難場所の名称、所在地、収容人員 など 

２．地域ごとの避難計画策定支援 

市は、津波避難計画の策定にあたり、自治会・町内会等・自主防災組織等市民がワークショッ

プなどを開催するなど、市民、自主防災組織、消防機関、警察、学校等の多様な主体の参画によ

り、津波避難マップなどのよりきめの細かい地域ごとの避難計画を策定するための支援を行う。 

３．地域防災力の向上 

市は、津波ハザードマップ・防災マップの整備、防災教育、防災訓練の充実、指定緊急避難場

所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の整備・確保等のまちづくりと一体となった地域防災力

の向上に努める。 

なお、防災マップの作成にあたっては市民も参加する等の工夫をすることにより、災害からの

避難に対する市民等の理解の促進を図るよう努める。 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P27）R03.2 宮城県（津

P153） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P27）R03.2 宮城県（津

P153） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P153） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P20）R03.2 宮城県（津

P153） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

４．要配慮者への配慮 

市は、避難計画の作成にあたり、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自主防

災組織等の防災関係機関及び社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の福祉関係者と協力し、要

配慮者情報の共有や、避難支援者をあらかじめ明確にしておくなど、要配慮者の避難支援の体制

構築に配慮する。 

５．不特定多数の人々が集まる施設等 

市は、病院、デパート、駅等の不特定多数の人が利用する施設の管理者に対し、大規模津波災

害を想定した避難誘導計画の作成、従業員等への防災教育及び訓練の実施を行うよう促進する。 

第１３ 避難に関する広報 

市は、避難所等を明示した避難案内標識等の整備を実施するとともに、避難場所や避難方向等を記

載した地図等を作成し、市民及び市内立地企業等に配布する。

第２４節 避難受入れ対策

《実施担当－関係機関等》

建設部、総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、上水道部、教育部、施設管理者

第１ 目 的 

市は事前に指定する避難所等について、発災の際速やかに開設、運営ができるように避難所等の運

営体制の整備を図るとともに、平常時から、業務分担を明確化する。

第２ 避難所の確保 

１．避難所の選定と周知 

市は、地震による家屋の倒壊、焼失等により住居を喪失した市民等を受け入れるための避難所を

あらかじめ選定、確保し、整備を図るとともに、位置や避難にあたっての方法を市民等に周知する。

２．避難関連施設の整備 

市は、指定緊急避難場所の整備に当たり、これらを津波から緊急避難先としても使用できるよう、

できるだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波の襲来状況によってはさ

らなる避難が可能となるような場所に整備するよう努める。 

４．避難行動要支援者への配慮 

市は、個別避難計画の作成にあたり、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自

主防災組織等の防災関係機関及び社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の福祉関係者と協力

し、避難行動要支援者情報の共有や、避難支援者をあらかじめ明確にしておくなど、避難行動要

支援者の避難支援の体制構築に配慮する。 

５．不特定多数の人々が集まる施設等 

市は、病院、スーパー、駅等の不特定多数の人が利用する施設の管理者に対し、大規模津波災

害を想定した避難誘導計画の作成、従業員等への防災教育及び訓練の実施を行うよう促進する。 

第１３ 避難に関する広報 

市は、避難所等を明示した避難案内標識等の整備を実施するとともに、避難場所や避難方向等を記

載した地図等を作成し、市民及び市内立地企業等に配布する。

第２４節 避難受入れ対策

《実施担当－関係機関等》

都市産業部、総務部、企画経営部、保健福祉部、上下水道部、教育部、施設管理者

第１ 目 的 

市は事前に指定する避難所等について、発災の際速やかに開設、運営ができるように避難所等の運

営体制の整備を図るとともに、平常時から、業務分担を明確化する。

第２ 避難所の確保 

１．避難所の選定と周知 

市は、県と連携し、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症対策等を踏まえ、地震・津波による家屋の倒壊、焼失、流出等により住居を喪失した市

民等を受け入れ、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をその管理者の同意を得た

上であらかじめ指定、確保し、整備を図るとともに、位置や避難に当たっての方法等を市民等に周

知する。また、災害時に避難所の開設状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケー

ション等の多様な手段の整備に努めるものとする。

２．避難関連施設の整備 

市は、指定緊急避難場所の整備に当たり、これらを津波から緊急避難先としても使用できるよう、

できるだけ浸水の危険性が低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波の襲来状況によってはさ

らなる避難が可能となるような場所に整備するよう努める。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P154） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P19）R03.2 宮城県（津

P158） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P27）R03.2 宮城県（津

P158） 
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３．避難所の代替施設の指定 

市は、避難所が被災した場合の代替施設について、宿泊施設や他自治体施設との連携を検討する。

４．避難所の選定要件

(1) 「第８節 避難対策 ５．避難所の確保」で示した条件を満たす場所に立地する施設であること。

(2) 救援、救護活動を実施することが可能であること。

(3) 給水、給食等の救助活動が可能であること。

５．避難所の施設・設備の整備 

(1) 市は、被災者が生活する上で必要となる照明、通信施設等の設備・機器等、避難所の運営に必

要な資機材等の整備を推進する。 

(2) 市は、避難者数の想定に基づき、最低 3日間生活できる程度の量の飲料水、食料及び毛布等を

備蓄する。 

(3) 市は、要配慮者に配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、要配慮者に対応した物資の備

蓄に努める。 

６．津波のおそれのある場所での対応 

市は、やむを得ず津波による被害のおそれのある場所を避難所に指定する場合は、建築物の耐

浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など防災拠点

化を図る。 

７．福祉避難所の確保 

「大規模災害における応急救助の指針について」（平成 9年社援保第 122 号）に基づき、避難行動

要支援者等が、相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を整備した福

祉避難所を指定する必要がある。

福祉避難所は、原則として、耐震、耐火、鉄筋構造を備え、バリアフリー化された高齢者福祉施

設、障害者福祉施設等から指定しておく。

３．避難所の代替施設の指定 

市は、避難所が被災した場合の代替施設について、宿泊施設や他自治体施設との連携も含め、あ

らかじめ指定する。 

４．避難所の指定基準

(1) 規模条件：被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有するものであること。

(2) 構造条件：速やかに、被災者等を受入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能

な構造又は設備を有するものであること。

(3) 立地条件：想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること。 

  （4）交通条件：車両その他の運転手段による物資の輸送等が比較的容易な場所にあるものであるこ

と。

５．避難所の施設・設備の整備 

(1) 市は、被災者が生活する上で必要となる照明、通信施設等の設備・機器等、避難所の運営に必

要な資機材等の整備を推進する。 

(2) 市は、避難者数の想定に基づき、最低３日間生活できる程度の量の飲料水、食料及び毛布等を

備蓄する。 

(3) 市は、要配慮者に配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、要配慮者に対応した物資の備

蓄に努める。 

６．津波のおそれのある場所での対応 

市は、やむを得ず津波による被害のおそれのある場所を避難所に指定する場合は、建築物の耐

浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など防災拠点

化を図る。 

７．福祉避難所の確保 

(1) 福祉避難所の整備及び指定 

  市は、県と連携を図りながら、社会福祉施設、公共宿泊施設等の管理者との協議により、避難

所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の要配慮者が介護・医療的ケアなど

の相談等の必要な支援が受けられるなど、安心して避難生活ができるよう配慮がなされた施設

や、民間の特別養護老人ホーム等の施設を福祉避難所として指定避難所を指定し、整備するよう

に努める。 

また、市は、福祉避難所として、要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要

配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、主として要配慮者を滞在させるた

めに必要な居室が可能な限り確保されるものを指定するものとする。 

(2) 福祉避難所の公示 

  市は、福祉避難所について、受入を想定していない避難者が避難してくることがないよう、必

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

示するものとする。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P158） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P158） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P29）R03.2 宮城県（津

P160） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P29）R03.2 宮城県（津

P161） 
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８．広域避難の対策 

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、周辺自治体との広域一時滞在に係

る相互応援協定の充実を図る。

第３ 避難所の運営・管理 

避難所の運営・管理にあたっては、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平

成 28年 4月改定）を参考にしながら、避難所における生活環境のより一層の向上を図るよう努める。

災害時の避難所管理のために以下の対策をとることとする。 

(1) 市は、地域の自治会、自主防災組織、市民、事業者等に対し、市民参加による避難所開設訓

練等を通じて、避難所の自主的な運営管理のために必要な知識等の市民等への普及に努め、

市民等が主体的に避難所を運営できるよう配慮する。 

(2) 市は、災害時の避難所の管理責任者をあらかじめ定めておくこと。 

(3) 市は、避難所での生活用水が確保されるよう、避難所に指定されている小学校及び中学校の既

存プールの改修、新設工事にあわせ耐震強化に努める。 

(4) 市は、避難所を円滑に運営、管理するため、「避難所運営ガイドライン」（平成 28 年 4 月）等を

参考にしながら、避難所運営マニュアルをあらかじめ作成し、避難所ごとの運営方法や運営体制

等の確立を図る。 

(5) 市は、氏名、住所等の基本情報のほか、食物アレルギー等の避難者情報の収集に際し、個人情

報を保護しつつ、より円滑に避難者情報の収集が行われるよう、事前に現地班長と避難所の管理

責任者等との間で実施ルールを定めるよう努める。 

  また、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個

別避難計画を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することがで

きるよう努めるものとする。 

(3) 福祉避難所の指定基準 

  ア バリアフリー化など、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられているこ

と。 

  イ 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることがで

きる体制が整備されること。 

  ウ 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な

限り確保されること。 

(4) 他市町村での受入れ拠点の確保 

  市は、福祉避難所等での受入れが困難な在宅の要配慮者や被災した施設の利用者等を市町村の

域を越えて受け入れる拠点の整備に努める。

８．広域避難の対策 

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、周辺自治体との

広域一時滞在に係る相互応援協定を締結するなど、災害時の具体的な避難・受入れ方法を含めた手

順等を定めるよう努める。

第３ 避難所の運営・管理 

避難所の運営・管理にあたっては、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（令

和 4年 4月改定）を参考にしながら、避難所における生活環境のより一層の向上を図るため、必要に

応じ、市及び各避難所運営者は、専門家との定期的な情報交換に努める。また、指定管理施設が指定

避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよ

う努める。

(1) 市は、地域の自治会・町内会等、自主防災組織、市民、事業者等に対し、市民参加による避 

難所開設・運営訓練等を通じて、避難所の自主的な運営管理のために必要な知識等の市民等への

普及に努め、市民等が主体的に避難所を運営できるよう配慮する。特に、夏季には熱中症の危険

性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。

(2) 市は、災害時の避難所の管理責任者をあらかじめ定めておくとともに、男女両方を配置するよ

う努めること。 

(3) 市は、避難所での生活用水が確保されるよう、避難所に指定されている小学校及び中学校の既

存プールの改修、新設工事にあわせ耐震強化に努める。 

(4) 市は、避難所を円滑に運営、管理するため、「避難所運営ガイドライン」（令和 4年 4月改定）、

「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（令和 4年 4月改定）」等を参考にしながら、

避難所運営マニュアルをあらかじめ作成し、避難所ごとの運営方法や運営体制等の確立を図る。

(5) 市は、氏名、住所等の基本情報のほか、食物アレルギー等の避難者情報の収集に際し、個人情

報を保護しつつ、より円滑に避難者情報の収集が行われるよう、事前に現地班長と避難所の管理

責任者等との間で実施ルールを定めるよう努める。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P161） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P29）R03.2 宮城県（津

P161） 

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P20）R03.2 宮城県（津

P159） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P159） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P28）R03.2 宮城県（津

P159） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P159） 
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(6) 市は、より早い段階での避難所の衛生状況の改善と、感染症対策のため、避難所における感染

症サーベイランスの実施時期と実施体制を事前に検討しておく。 

(7) 市は、避難所に指定されている小学校及び中学校については、施設管理責任者及び教育委員会

と使用する施設の区分（校庭、体育館、教室等の個別指定や使用順位等）や運営体制等について

十分に協議し、災害時及び災害復旧後の教育活動が速やかに正常化できるようにする。 

(8) 市は、指定した避難所の施設・設備や指定した避難所の周辺地域の状況の変化を調査し、定期

的に避難所としての適性について検討を行い、避難所の変更や避難所機能の整備充実を図る。 

(9) 市は、県有施設を避難所として指定する場合は、あらかじめ県と使用する施設の区分（施設ご

との個別指定や使用順位等）や運営体制等について十分に協議する。 

(10)市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、受入体制の整備など、あらかじめ準備してお

く。 

(11)市は、避難所における衛生面や社会秩序の維持等、生活環境に注意を払い、常に良好なものと

するよう努める。また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保が図られるよう、あら

かじめ運営体制を検討する。 

(12)市は、避難所の運営に女性の参画を推進し、男女及び性的マイノリティのニーズの違い等多様

な視点に配慮できるよう、事前に運営体制を検討しておく。

第４ 避難の長期化対策 

１．栄養状況調査の実施 

東日本大震災では、避難生活が長期化したことを踏まえ、早期の栄養状況調査の実施と、その結

果に基づく、栄養指導、食事の改善、栄養補助食の提供が必要である。避難所の栄養調査は被災者

の健康維持においては重要であることから、市は、災害時の避難所調査の実施方法・体制や、栄養

指導、食事の改善、栄養補助食の提供を行う体制を整備する。

２．生活環境の確保 

市は、避難所の設備の整備について、プライバシーの確保等に配慮するとともに、出入口の段差

の解消や表示の外国語併記のほか、空調、洋式トイレや簡易ベッドなど高齢者、障害者、外国人、

乳幼児、妊産婦等の要配慮者への配慮や、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置、避難所で

の安全性の確保など、女性や子育て家庭への配慮を積極的に行う。

(6) 市は、より早い段階での避難所の衛生状況の改善と、感染症対策のため、避難所における感染

症サーベイランスの実施時期と実施体制を事前に検討しておく。 

(7) 市は、避難所に指定されている小学校及び中学校については、施設管理責任者及び教育委員会

と使用する施設の区分（校庭、体育館、教室等の個別指定や使用順位等）や運営体制等について

十分に協議し、災害時及び災害復旧後の教育活動が速やかに正常化できるようにする。 

(8) 市は、指定した避難所の施設・設備や指定した避難所の周辺地域の状況の変化を調査し、定期

的に避難所としての適性について検討を行い、避難所の変更や避難所機能の整備充実を図る。 

(9) 市は、県有施設を避難所として指定する場合は、あらかじめ県と使用する施設の区分(施設ごと

の個別指定や使用順位等)や運営体制等について十分に協議する。 

(10)市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、受入体制の整備など、あらかじめ準備してお

く。 

(11)市は、避難所における衛生面や社会秩序の維持等、生活環境に注意を払い、常に良好なものと

するよう努める。また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保が図られるよう、あら

かじめ運営体制を検討する。 

(12)市は、避難所の運営に女性の参画を推進し、男女のニーズの違い等、男女双方の視点に配慮で

きるよう、事前に運営体制を検討しておく。

（13)新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、

避難所における避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取

り入れた防災対策を推進する。感染症患者が発生した場合の対応や感染者等の避難方法を含め、

県が作成した「新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン」（令和２年６月）

等を参考にしながら、あらかじめマニュアル等を作成し、平常時から、指定避難所のレイアウト

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

福祉担当部が連携し、円滑な避難所運営のための体制の構築に努めるとともに、必要な場合には、

国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討し、可能な限り

多くの避難所の開設に努めること。 

  （14)指定緊急避難場所や指定避難所等に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず

適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじ

め受け入れる方策について定めるよう努めること。

第４ 避難の長期化対策 

１．栄養状況調査の実施 

東日本大震災のように、避難生活の長期化が見込まれる場合、早期の栄養状況調査の実施と、そ

の結果に基づく、栄養指導、食事の改善、栄養補助食の提供が必要である。避難所の栄養調査は被

災者の健康維持においては重要であることから、市は、災害時の避難所調査の実施方法・体制や、

栄養指導、食事の改善、栄養補助食の提供を行う体制を整備する。

２．生活環境の確保 

市は、避難所の設備の整備について、プライバシーの確保等に配慮するとともに、出入口の段差

の解消や表示の外国語併記のほか、空調、洋式トイレや簡易ベッドなど高齢者、障害者、外国人、

乳幼児、妊産婦等の要配慮者への配慮や、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置、避難所で

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P159） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P29）R03.2 宮城県（津

P159） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P160） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P161） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第５ 避難所における家庭動物等の対策 

市は、避難所における家庭動物等※の扱いについて、鳴き声、臭い、アレルギー対策等、衛生面に配

慮し、可能な限り避難所におけるペットの同行避難者の受入体制を整備するとともに、飼育管理の方

法について、生活スペースから離れた場所でケージにおいて飼育するなどの注意事項を避難所マニュ

アルに記載する。また、平常時から飼い主に対し、同行避難の必要性や避難所での飼い主自身による

適正な飼育管理について啓発する。

第６ 応急仮設住宅対策

災害によって住家が滅失し、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対し、早期に一時的な居

住の安定が図られる体制を整備する。なお、災害救助法が適用されない場合、市長は同法が適用され

た場合に準じて対応するものとする。

１．建設候補地の事前選定 

市は、市域の都市公園、空地等の中から、応急仮設住宅が建設可能な候補地の事前選定を推進す

る。

なお、候補地の選定にあたっては、ライフラインの設置、交通機関を考慮するとともに、一戸あ

たりの面積が十分に確保できる場所とする。 

２．高齢者・身体障害者に配慮した住宅の確保 

県と協力して、高齢者や障害者の生活に配慮した構造・設備の福祉仮設住宅が確保されるよう推

進する。

３．居住施設の供給体制の整備 

市は、県と連携し、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅の空き家等の把握

を行う。また、民間賃貸住宅を借り上げ応急仮設住宅として円滑に供給できるよう、平常時から関

係機関と協議・調整に努める。

第７ 帰宅困難者対策 

１．基本原則の周知 

市は、大規模地震発生直後においては、救急・救助、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に

行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始しない」という

基本原則について、平常時から積極的に広報し、市民、企業、学校等、関係団体などへの周知に努

める。 

の安全性の確保など、女性や子育て家庭への配慮を積極的に行う。

第５ 避難所における家庭動物等の対策 

市は、避難所における家庭動物等※の扱いについて、鳴き声、臭い、アレルギー対策等、衛生面に配

慮し、可能な限り避難所におけるペットの同行避難者の受入体制を整備するとともに、飼育管理の方

法について、生活スペースから離れた場所でケージにおいて飼育するなどの注意事項を避難所マニュ

アルに記載する。また、平常時から飼い主に対し、同行避難の必要性や避難所での飼い主自身による

適正な飼育管理について啓発する。

第６ 応急仮設住宅対策

災害によって住家が滅失し、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対し、早期に一時的な居

住の安定が図られる体制を整備する。なお、災害救助法が適用されない場合、市長は同法が適用され

た場合に準じて対応するものとする。

１．建設候補地の事前選定 

市は、市域の都市公園、空地等の中から、応急仮設住宅が建設可能な候補地の事前選定を推進す

る。

なお、候補地の選定にあたっては、ライフラインの設置、交通機関を考慮するとともに、一戸あ

たりの面積が十分に確保できる場所とする。 

２．高齢者・身体障害者に配慮した住宅の確保 

県と協力して、高齢者や障害者の生活に配慮した構造・設備の福祉仮設住宅が確保されるよう推

進する。

３．居住施設の供給体制の整備 

市は、県と連携し、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅の空き家等の把握

を行う。また、民間賃貸住宅を借り上げ応急仮設住宅として円滑に供給できるよう、平常時から関

係機関と協議・調整に努める。

第７ 帰宅困難者対策 

１．基本原則の周知 

市は、大規模地震・津波発生直後においては、救急・救助、消火及び緊急輸送などの応急活動を

迅速に行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始しない」

という基本原則について、平常時から積極的に広報し、市民、企業、学校等、関係団体などへの周

※家庭動物等とは 
愛がん動物（ペット）又は伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭等で飼養及び保管され
ている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう（家庭動物等
の飼養及び保管に関する基準 第 2＿環境省） 

※家庭動物等とは 
愛がん動物（ペット）又は伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭等で飼養及び保管され
ている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう（家庭動物等
の飼養及び保管に関する基準 第 2＿環境省） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

２．安否確認方法の周知 

市は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合えるように、携帯電話災害用伝言板や

災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）等の複数の安否確認手段や、家族間

であらかじめ確認手段を決めておく必要性について周知に努める。 

３．企業・学校等の取組の促進 

市は、県と連携し、企業・学校等が従業員や顧客、児童・生徒などを一定期間施設内に留めるた

めに必要となる飲料水、食料、物資等の備蓄等の促進を図る。 

４．避難対策 

(1) 一時滞在施設の確保

市は、県と連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めるとともに、一時滞在施設にお

ける飲料水等の計画的な備蓄を検討する。

その際、八幡字一本柳地区（津波復興拠点）では、帰宅困難者を受け入れる拠点的施設を設け

ることから、民間事業者の協力を得るなど、その整備を図る。

(2) 情報伝達体制の整備

市は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災時の施設への円滑な誘導や情報提供等

の対応を図るため、平常時から鉄道事業者等との連携を推進する。

(3) 備蓄の確保

市は、帰宅困難者が避難することが想定される庁舎等について、食料・物資・医薬品等の備蓄

を行うとともに、避難してくる市民等への支援策を検討する。

５．徒歩帰宅者対策 

市は、各種事業者・団体と協定を締結し、市外から市内を通る帰宅者や、市内に通勤・通学する

徒歩帰宅者に対して飲料水、トイレ、交通情報等の提供を行う協定締結先の拡充に努める。 

６．訓練の実施 

市は、県及び関係機関等と連携し、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況の広報、

運営管理のための訓練の実施に努める。 

７．帰宅支援対策 

市は、県及び公共交通機関の交通事業者と連携し、災害発生時に公共交通が不通となった場合の

帰宅困難者の移動支援対策をあらかじめ講じる。

また、タクシー事業者や福祉事業者等と連携し、要配慮者の交通手段の確保にも努める。

８．地域協議会等の設置 

市は、主要な駅を中心とした帰宅困難者対策を検討するため、県で実施する鉄道事業者、警察、

知に努める。 

２．安否確認方法の周知 

市は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合えるように、携帯電話災害用伝言板や

災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）等の複数の安否確認手段や、家族間

であらかじめ確認手段を決めておく必要性について周知に努める。 

３．企業・学校等の取組の促進 

市は、県と連携し、企業・学校等が従業員や顧客、児童・生徒などを一定期間施設内に留めるた

めに必要となる飲料水、食料、物資等の備蓄等の促進を図る。 

４．避難対策 

(1) 一時滞在施設の確保

市は、県と連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めるとともに、開設基準や運営マ

ニュアルの作成及び一時滞在施設における飲料水等の計画的な備蓄を検討する。

その際、八幡字一本柳地区（津波復興拠点）では、帰宅困難者を受け入れる拠点的施設を設け

ることから、民間事業者の協力を得るなど、その整備を図る。

(2) 情報伝達体制の整備

市は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や災害時の施設への円滑な誘導や情報提供等

の対応を図るため、平常時から鉄道事業者等との連携を推進する。

(3) 備蓄の確保

市は、帰宅困難者が避難することが想定される庁舎等について、食料・物資・医薬品等の備蓄

を行うとともに、避難してくる市民等への支援策を検討する。

５．徒歩帰宅者対策 

市は、各種事業者・団体と協定を締結し、市外から市内を通る帰宅者や、市内に通勤・通学する

徒歩帰宅者に対して飲料水、トイレ、交通情報等の提供を行う協定締結先の拡充に努める。 

６．訓練の実施 

市は、県及び関係機関等と連携し、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況の広報、

運営管理のための訓練の実施に努める。 

７．帰宅支援対策 

市は、県及び公共交通機関の交通事業者と連携し、災害発生時に公共交通が不通となった場合の

帰宅困難者の移動支援対策をあらかじめ講じる。

また、タクシー事業者や福祉事業者等と連携し、要配慮者の交通手段の確保にも努める。

８．地域協議会等の設置 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P162） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P163） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P30）R03.2 宮城県（津

P163） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

周辺の主要企業等関係機関が参画した地域協議会等の設置が進むよう協力する。

第８ 被災者等への情報伝達体制等の整備 

１．被災者等への情報伝達体制の整備 

(1) 多様な伝達手段の確保 

市は、被災者等への情報伝達手段として、特に防災行政無線（同報系）等の整備を図るととも

に、テレビ、ラジオ、ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ等のメディアの活用、携帯電話(緊急速報メー

ル機能を含む)、ＳＮＳ、衛星携帯電話やワンセグなどのあらゆる媒体の活用による多様な伝達手

段の整備に努める。 

(2) 多様な主体への情報伝達体制の整備 

市は、職員及びボランティア等を含め、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被

災者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる

広域避難者、都市部における帰宅困難者等情報が入手困難な被災者等に対しても、確実に情報伝

達できるよう必要な体制の整備を図る。 

２．役割等の明確化 

市は、被災者等に対して、必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、その際の役割・

責任等の明確化に努める。

３．生活情報伝達体制・施設・設備の整備 

市は、県及び放送事業者等と連携し、地震に関する情報及び被災者に対するライフライン復旧等

の生活情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図る。

４．居住地以外の自治体への避難者への対応 

市は、他の自治体に避難する被災者に対して、必要な情報を容易かつ確実に提供することできる

ような仕組みの円滑な運用・強化を図るための体制づくりを検討する。

第２５節 食料、飲料水及び生活物資の確保

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第２１節「食料、飲料水及び生活物資の確保」を準用する。

第２６節 要配慮者等の対応

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第２２節「要配慮者等の対応」を準用する。

第２７節 複合災害対策

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第２３節「複合災害対策」を準用する。

市は、主要な駅を中心とした帰宅困難者対策を検討するため、県で実施する鉄道事業者、警察、

周辺の主要企業等関係機関が参画した地域協議会等の設置が進むよう協力する。

第８ 被災者等への情報伝達体制等の整備 

１．被災者等への情報伝達体制の整備 

(1) 多様な伝達手段の確保 

市は、被災者等への情報伝達手段として、特に防災行政無線（同報系）等の整備を図るととも

に、テレビ、ラジオ、ＣＡＴＶ、コミュニティＦＭ等のメディアの活用、携帯電話(多賀城市防災

情報アプリ「多賀城防災」)、ＳＮＳ（LINE・Twitter・Facebook）、衛星携帯電話やワンセグなど

のあらゆる媒体の活用による多様な伝達手段の整備に努める。 

(2) 多様な主体への情報伝達体制の整備 

市は、職員及びボランティア等を含め、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被

災者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる

広域避難者、都市部における帰宅困難者、外国人等情報が入手困難な被災者等に対しても、確実

に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

２．役割・責任の明確化 

市は、被災者等に対して、必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、その際の役割・

責任等の明確化に努める。

３．生活情報伝達体制・施設・設備の整備 

市は、県及び放送事業者等と連携し、地震に関する情報及び被災者に対するライフライン復旧等

の生活情報を大規模停電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図る。

４．居住地以外の自治体への避難者への対応 

市は、他の自治体に避難する被災者に対して、必要な情報を容易かつ確実に提供することできる

ような仕組みの円滑な運用・強化を図るための体制づくりを検討する。

第２５節 食料、飲料水及び生活物資の確保

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第２１節「食料、飲料水及び生活物資の確保」を準用する。

第２６節 要配慮者等の対応

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第２２節「要配慮者等の対応」を準用する。

第２７節 複合災害対策

Ⅰ地震対策編・第２章 災害予防対策 第２３節「複合災害対策」を準用する。

○表現修正

○H30.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P21）R03.2 宮城県（津

P164） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P30）R03.2 宮城県（津

P164） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P26）R03.2 宮城県（津

P64） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第２８節 農漁業対策の推進

《実施担当－関係機関等》

市民経済部、農業協同組合、県

第１ 目的 

市は、関係機関と連携し、農作物の被害（病害虫を含む）及び津波による漁業被害の低減対策を推進

する。

第２ 対策 

１．農地、農業用施設防災対策 

市は、県及び関係機関と連携して、農業用施設について、津波対策を促進する。なお、施設の設

置にあたっては、地盤改良等により液状化の発生を防止するとともに、液状化が発生した場合におい

ても施設の被害を防止する対策を適切に実施する。 

また、農村地域における地震に強い農村構造の形成を図るため、農業農村整備事業等を推進する。

２．農業被害の予防対策

農業の災害を防止又はそれらに適切に対処するため、応急復旧用資材、種苗、飼料等営農用資機

材の確保に努めるとともに、営農に係る防災対策を推進する。

(1) 営農用資機材の確保 

 営農機材、肥料、農薬、種苗、飼料等資機材確保の体制整備に努める。 

(2) 営農防災対策の推進 

ア 水稲・畑作物・果樹対策

農地の浸水等を防ぐため、水路・畦畔、斜面の補強を行う。

イ 施設園芸

施設の耐浪性を強化するとともに、非常用給水、給電施設の整備を進める。

３．漁業防災体制の構築及び普及

市は、県及び関係機関の援助を得て、漁業地域で取り組むべき防災対策について、漁業関係者及び

関係機関が一体となった防災体制の構築を推進し、防災対策のチェックや防災訓練などを実施するこ

とにより、末端への防災知識の普及を図る。

第２８節 農漁業対策の推進

《実施担当－関係機関等》

都市産業部、農業協同組合、県

第１ 目的 

市は、関係機関と連携し、農作物の被害(病害虫を含む)及び津波による漁業被害の低減対策を推進す

る。

第２ 対策 

１．農地、農業用施設防災対策 

市は、県及び関係機関と連携して、農業用施設について、津波対策を促進する。なお、施設の設

置にあたっては、地盤改良等により液状化の発生を防止するとともに、液状化が発生した場合におい

ても施設の被害を防止する対策を適切に実施する。 

また、農村地域における地震に強い農村構造の形成を図るため、農業農村整備事業等を推進する。

２．農業被害の予防対策

農業の災害を防止又はそれらに適切に対処するため、応急復旧用資材、種苗、飼料等営農用資機

材の確保に努めるとともに、営農に係る防災対策を推進する。

(1) 営農用資機材の確保 

 営農機材、肥料、農薬、種苗、飼料等資機材確保の体制整備に努める。 

(2) 営農防災対策の推進 

ア 水稲・畑作物・果樹対策

農地の浸水等を防ぐため、水路・畦畔、斜面の補強を行う。

イ 施設園芸

施設の耐浪性を強化するとともに、非常用給水、給電施設の整備を進める。

３．漁業防災体制の構築及び普及

市は、県及び関係機関の援助を得て、漁業地域で取り組むべき防災対策について、漁業関係者及び

関係機関が一体となった防災体制の構築を推進し、防災対策のチェックや防災訓練などを実施するこ

とにより、末端への防災知識の普及を図る。
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第２９節 廃棄物処理体制の整備

《実施担当－関係機関等》

市民経済部、建設部 ― 宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合、県

第１ 目的 

大規模地震や津波の発生後、大量に発生する廃棄物や倒壊物・落下物・流出物等による障害物は、

市民生活に著しい混乱をもたらすことが予想される。このため、廃棄物処理施設の防災対策を実施す

るとともに、災害廃棄物処理活動が迅速に行われるよう広域処理も含めた廃棄物の処理体制の確立を

図る。

第２ 防災対策 

宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、廃棄物処理施設の耐震化、不燃堅牢化を図る

とともに、非常用自家発電設備等の整備や、断水時に機器冷却水等に利用するための地下水や河川水

の確保、及び廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材の備蓄を図る。

第３ 処理体制

１．宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合 

宮城東部衛生処理組合及び塩適正に釜地区消防事務組合は、廃棄物の処理を適正に行うためのご

み・し尿処理施設・設備の耐震対策と維持保全を図る。 

また、隣接自治体との相互応援措置等による代替処理方策を確保するなど、災害時の体制の整備

を図る。 

２．市 

市は、廃棄物処理に係る災害時応急対策を定めるとともに、必要な廃棄物処理が宮城東部衛生処

理組合及び塩釜地区消防事務組合の処理能力を超える場合、及び廃棄物処理施設が被災して使用不

能になった場合の対策として、県内外の自治体と調整し、災害時の広域相互協力体制を整備する。

３．事業者 

事業者は、その事業に関連して発生した廃棄物の性状等に精通していることから、自らの責任に

おいて適正に処理するための体制の整備に努める。

４．市民 

市民は、発生した災害廃棄物を適正に処理するため、分別し排出することを基本とする。

第４ 災害時応急体制の整備

市、宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、廃棄物処理に係る災害時応急体制を整備

するため、以下の措置を行う。

１．緊急出動体制の整備 

第２９節 廃棄物処理体制の整備

《実施担当－関係機関等》

都市産業部 ― 宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合、県

第１ 目的 

大規模地震や津波の発生後、大量に発生する廃棄物や倒壊物・落下物・流出物等による障害物は、

市民生活に著しい混乱をもたらすことが予想される。このため、廃棄物処理施設の防災対策を実施す

るとともに、災害廃棄物処理活動が迅速に行われるよう広域処理も含めた廃棄物の処理体制の確立を

図る。

第２ 防災対策 

宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、廃棄物処理施設の耐震化、不燃堅牢化を図る

とともに、非常用自家発電設備等の整備や、断水時に機器冷却水等に利用するための地下水や河川水

の確保、及び廃棄物処理施設の補修等に必要な資機材の備蓄を図る。

第３ 処理体制

１．宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合 

宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、廃棄物の処理を適正に行うためのごみ・し

尿処理施設・設備の耐震対策と維持保全を図る。 

また、隣接自治体との相互応援措置等による代替処理方策を確保するなど、災害時の体制の整備

を図る。 

２．市 

市は、廃棄物処理に係る災害時応急対策を定めるとともに、必要な廃棄物処理が宮城東部衛生処

理組合及び塩釜地区消防事務組合の処理能力を超える場合、及び廃棄物処理施設が被災して使用不

能になった場合の対策として、県内外の自治体と調整し、災害時の広域相互協力体制を整備する。

３．事業者 

事業者は、その事業に関連して発生した廃棄物の性状等に精通していることから、自らの責任に

おいて適正に処理するための体制の整備に努める。

４．市民 

市民は、発生した災害廃棄物を適正に処理するため、分別し排出することを基本とする。

第４ 災害時応急体制の整備

市、宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、廃棄物処理に係る災害時応急体制を整備

するため、以下の措置を行う。

１．緊急出動体制の整備 

(1) 市は、廃棄物の収集運搬・処理に必要な人員・運搬車両等が不足する場合の対策を講じておく
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

(1) 市は、廃棄物の収集運搬・処理に必要な人員・運搬車両等が不足する場合の対策を講じておく

こと。 

(2) 宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、処理施設、設備等を常時整備すること。

(3) 宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、一般廃棄物処理施設及びし尿処理施設の

補修等に必要な資機材の備蓄を行うこと。 

２．災害時における応急体制の確保 

(1) 市は、一般廃棄物や災害廃棄物(がれき等)の分別収集及び運搬体制や一時保管場所となる仮置

場の配置計画を作成すること。 

(2) 市及び宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合は、一般廃棄物、し尿及び災害廃棄物の

広域的な処理・処分計画を作成すること。 

(3) 市及び宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合は、広域的に他自治体等との協力・応援

体制を整備すること。 

３．避難所の生活環境の確保 

市は、宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合と連携し、避難所の一般廃棄物、し尿の

収集運搬・処理を円滑に行う。また、市は、仮設トイレやその管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の調

達を迅速かつ円滑に行う体制を整備し、避難所の生活環境を確保・維持する。

第５ 海に流出した災害廃棄物の処理体制の構築

市及び県の海岸管理者は、津波により海に流失した災害廃棄物の処理について、公物管理上、船

舶の航行上及び漁業従事上の支障の除去の必要性等を考慮し、災害廃棄物の状況把握、地域や海域

の実情に応じた措置、種類や性状に応じた適切な処理等、必要な措置を講じることができるよう、

あらかじめ関係機関等の連携・協力体制を構築する。 

なお、体制の構築にあたっては、塩分を含んだ災害廃棄物の取扱い、悪臭・害虫対策、ＰＣＢが

含まれたトランス等の電気機器や農薬等の薬品が入ったもの等の有害な物質等の取扱いについて、

十分に考慮する。 

こと。 

(2) 宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、処理施設、設備等を常時整備すること。

(3) 宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合は、一般廃棄物処理施設及びし尿処理施設の

補修等に必要な資機材の備蓄を行うこと。 

２．災害時における応急体制の確保 

(1) 市は、一般廃棄物や災害廃棄物(がれき等)の分別収集及び運搬体制や一時保管場所となる仮置

場の配置計画を作成すること。 

(2) 市及び宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合は、一般廃棄物、し尿及び災害廃棄物の

広域的な処理・処分計画を作成すること。 

(3) 市及び宮城東部衛生処理組合、塩釜地区消防事務組合は、広域的に他自治体等との協力・応援

体制を整備すること。 

３．避難所の生活環境の確保 

市は、宮城東部衛生処理組合及び塩釜地区消防事務組合と連携し、避難所の一般廃棄物、し尿の

収集運搬・処理を円滑に行う。また、市は、仮設トイレやその管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の調

達を迅速かつ円滑に行う体制を整備し、避難所の生活環境を確保・維持する。

第５ 海に流出した災害廃棄物の処理体制の構築

市及び県の海岸管理者は、津波により海に流失した災害廃棄物の処理について、公物管理上、船

舶の航行上及び漁業従事上の支障の除去の必要性等を考慮し、災害廃棄物の状況把握、地域や海域

の実情に応じた措置、種類や性状に応じた適切な処理等、必要な措置を講じることができるよう、

あらかじめ関係機関等の連携・協力体制を構築する。 

なお、体制の構築にあたっては、塩分を含んだ災害廃棄物の取扱い、悪臭・害虫対策、ＰＣＢが

含まれたトランス等の電気機器や農薬等の薬品が入ったもの等の有害な物質等の取扱いについて、

十分に考慮する。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第３章 災害応急対策 第３章 災害応急対策 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第１節 情報の収集・伝達

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部（主）、総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、建設部、上水道部、

教育部、消防部、県、その他関係機関

第１ 目 的 

地震や津波の被害を最小限にとどめるためには、これらの情報を一刻も早く市民等に伝達すること

が重要である。特に、高齢者、障害者等の要配慮者への伝達に万全を期する。また、円滑な応急対策

活動を実施するため各防災関係機関は、緊密な連携のもと災害に関する情報を迅速かつ的確に把握す

る体制を整える。

《応急対策の流れ》

第１節 情報の収集・伝達

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部（主）、総務部、企画経営部、保健福祉部、都市産業部、上下水道部、

教育部、消防部、県、その他関係機関

第１ 目 的 

地震や津波の被害を最小限にとどめるためには、これらの情報を一刻も早く市民等に伝達すること

が重要である。特に、高齢者、障害者等の要配慮者への伝達に万全を期する。また、円滑な応急対策

活動を実施するため各防災関係機関は、緊密な連携のもと災害に関する情報を迅速かつ的確に把握す

る体制を整える。

《応急対策の流れ》

宮城県総合防災情報システム/全国瞬時警報システム等

(津波発生の恐れなし) 

※地震災害対策編 

 第３章 第１節 

(津波警報等の発令) 
情報収集の継続 

(津波警報等の解除) 

地 震 発 生

地震情報等の収集 

[本部（総括連絡部）]

市民広報 

(総務部庶務班)

津波・地震情報等の収集 

[本部（総括連絡部）]

地震災害対策での対応

津波情報の伝達 

[本部（総括連絡部）]

被害状況の緊急情報収集

（各部、エリア）

一 次 被 害 調 査 

（各部、関係機関）

被 害 状 況 把 握 

[本部（総括連絡部）]

県への報告 

(総務部庶務班)

二 次 被 害 調 査 

（各部、関係機関）

被 害 状 況 把 握 

[本部（総括連絡部）]

宮城県総合防災情報システム/全国瞬時警報システム等

(津波発生の恐れなし) 

※地震災害対策編 

 第３章 第１節 

(津波警報等の発令) 
情報収集の継続 

(津波警報等の解除) 

地 震 発 生

地震情報等の収集 

[本部（総括連絡部）]

市民広報 

(総務部庶務班)

津波・地震情報等の収集 

[本部（総括連絡部）]

地震災害対策での対応

津波情報の伝達 

[本部（総括連絡部）]

被害状況の緊急情報収集 

（各部、エリア）

一 次 被 害 調 査 

（各部、関係機関）

被 害 状 況 把 握 

[本部（総括連絡部）]

県への報告 

(総務部庶務班)

二 次 被 害 調 査 

（各部、関係機関）

被 害 状 況 把 握 

[本部（総括連絡部）]
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第２ 緊急地震速報※

１．緊急地震速報の発表等 

緊急地震速報（警報）は、震度 5 弱以上の揺れが予想された場合に、震度 4 以上が予想される地

域に対し、気象庁から発表される。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて提供する。

仙台管区気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

２．緊急地震速報の伝達 

市は、総務省消防庁の全国瞬時警報システムを通じて緊急地震速報を防災行政無線（同報系）等に

より、市民等へ伝達する。また、広く市民等に災害情報を伝達するために、テレビ・ラジオ等の放送

事業者に対し、速やかに情報を提供する。

３．緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震速報

を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

第３ 津波警報等の伝達 

(1) 市は、県総合防災情報システム、全国瞬時警報システム、震度情報ネットワーク等を通じて、

仙台管区気象台の発表する地震情報及び津波情報を速やかに収集するとともに、防災行政無線（同

報系）及び緊急速報メール等を通じて市民等へ周知する。 

(2) 通信回線の障害・不通時は、地震・津波に関する情報を衛星通信ネットワーク又はテレビ・ラ

ジオ・インターネット等から入手する。

第２ 緊急地震速報※

１．緊急地震速報の発表等 

緊急地震速報(警報)は、最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される

地域に対し、気象庁から発表される。日本放送協会(ＮＨＫ)は、テレビ、ラジオを通じて提供する。

仙台管区気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

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

により、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。

このため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強い揺れの到達に間に合

わない場合がある。 

２．緊急地震速報の伝達 

市は、総務省消防庁の全国瞬時警報システムを通じて緊急地震速報を防災行政無線（同報系）等に

より、市民等へ伝達する。また、広く市民等に災害情報を伝達するために、テレビ・ラジオ等の放送

事業者に対し、速やかに情報を提供する。

３．緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震速報

を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

第３ 津波警報等の伝達 

(1) 市は、県総合防災情報システム、全国瞬時警報システム、震度情報ネットワーク等を通じて、

仙台管区気象台の発表する地震情報及び津波情報を速やかに収集するとともに、防災行政無線（同

報系）及び緊急速報メール等を通じて市民等へ周知する。 

(2) 通信回線の障害・不通時は、地震・津波に関する情報を衛星通信ネットワーク又はテレビ・ラ

ジオ・インターネット等から入手する。

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P20）R03.2 宮城県（津

P186） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P186） 

※緊急地震速報(警報)とは 

地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することにより、地震による強い揺れが来る

前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に

合わない場合がある。 

※緊急地震速報(警報)とは 

地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することにより、地震による強い揺れが来る

前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に

合わない場合がある。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

《地震・津波情報の流れ（概図）》 《地震・津波情報の流れ（概図）》

宮城県危機対策課

塩釜地区消防事務組合消防本部

仙

台

管

区

気

象

台

多賀城市

宮城県河川課 県関係各課・出先機関

宮城県警察本部 塩釜警察署

東日本電信電話株式会社

日本放送協会仙台放送局

携帯電話会社 3社 

交番・駐在所

市

民

・

そ

の

他

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

防災行政無線

緊急速報メー
ル等

テレビ・ラジオ

新  聞

仙台地方振興事務所

消防庁

市町村内

関係機関

注)二重枠の機関は、気象業務法第 15条及び同施行令 8条の規定に基づく法定伝達先 

注)二重線の経路は、気象業務法第 15条の 2によって特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路

陸上自衛隊第 22 普通科連隊 

宮城県復興・
危機管理総務課

塩釜地区消防事務組合消防本部

仙

台

管

区

気

象

台

多賀城市

宮城県河川課 県関係各課・出先機関

宮城県警察本部 塩釜警察署

東日本電信電話株式会社

日本放送協会仙台放送局

携帯電話会社４社 

交番・駐在所

市

民

・

そ

の

他

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

防災行政無線

防災情報アプ
リ「多賀城防
災」等

テレビ・ラジオ

新  聞

仙台地方振興事務所

消防庁

市町村内

関係機関

注)二重枠の機関は、気象業務法第 15条及び同施行令 8条の規定に基づく法定伝達先 

注)二重線の経路は、気象業務法第 15条の 2によって特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路

陸上自衛隊第 22 即応機動連隊 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

第４ 地震・津波情報 

仙台管区気象台は、地震・津波情報を伝達する。これらの情報は、防災関係機関等へ伝達され、報

道関係機関の協力を得て市民等に周知される。 

１．大津波警報、津波警報、津波注意報 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

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

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

約3分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）

を発表する。 

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

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

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

は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表

した場合は、地震発生からおよそ１５分程度で、正確な地震規模を確定し、その地震規模から予

想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報 

等の種類 
発表基準 

津波の高さ予想の

区分 

発表される 

津波の高さ 
想定される被害と 

取るべき行動数値で

の発表 

定性的

表現で

の発表

大津波警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで3ｍを超

える場合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人は

津波による流れに巻き込まれ

る。 

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。 

5ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

3ｍ＜高さ≦5ｍ 5ｍ 

津波警報 

予想される津波

の高さが高いと

ころで1ｍを超

え、3ｍ以下の場

合 

1ｍ＜高さ≦3ｍ 3ｍ 高い 

標高の低いところでは津波が

襲い、浸水被害が発生します。

人は津波による流れに巻き込

まれる。 

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。 

津波注意報

予想される津波

の高さが高いと

ころで 0.2ｍ以

上、1ｍ以下の場

合であって、津

波による災害の

おそれがある場

合 

0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ 
(表記

なし) 

海の中では人は速い流れに巻

き込まれ、また、養殖いかだが

流失し小型船舶が転覆する。 

海の中にいる人はただちに海

から上がって、海岸から離れ

る。 

第４ 地震・津波情報 

仙台管区気象台は、地震・津波情報を伝達する。これらの情報は、防災関係機関等へ伝達され、報

道関係機関の協力を得て市民等に周知される。 

１．大津波警報、津波警報、津波注意報 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに沿岸で

予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約3分を目標に津波警報等を津波予報区単位

で発表する。なお、大津波警報については津波特別警報に位置づけられる。

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。ただ

し、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度の良い地震の規模

をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海域における最大の津波

想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、

予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、非常事態であることを

伝える。予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、地震の規模

が精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で

発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報 

等の種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害ととるべき行動
数値での発表 

巨大地震

の場合の

発表

大津波 

警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で3ｍを超える場

合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高

さ） 

巨大 

木造家屋が全壊・流失し、人は津波に

よる流れに巻き込まれる。沿岸部や川

沿いにいる人は、ただちに高台や津波

避難ビルなど安全な場所へ避難する。

警報が解除されるまで安全な場所から

離れない。

10ｍ 

（5ｍ＜予想高さ≦ 

10ｍ） 

5ｍ 

（3ｍ＜予想高さ≦ 

5ｍ） 

津波 

警報 

予想される津波の

高さが高いところ

で1ｍを超え、3ｍ

以下の場合 

3ｍ 

（1ｍ＜予想高さ≦ 

3ｍ） 

高い 

標高の低いところでは津波が襲い、浸

水被害が発生する。人は津波による流

れに巻き込まれる。沿岸部や川沿いに

いる人は、ただちに高台や津波避難ビ

ルなど安全な場所へ避難する。警報が

解除されるまで安全な場所から離れな

い。

津波 

注意報

予想される津波の

高さが高いところ

で 0.2ｍ以上、1ｍ

以下の場合であっ

て、津波による災

害のおそれがある

場合 

1ｍ 

（0.2ｍ≦予想高さ

≦ 

1ｍ） 

(表記 

しない) 

海の中では人は速い流れに巻き込ま

れ、また、養殖いかだが流失し小型船

舶が転覆する。海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、海岸から離れる。

海水浴や磯釣りは危険なので行わな

い。注意報が解除されるまで、海に入

ったり海岸に近づいたりしない。

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P30）R03.2 宮城県（津

P189） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P22）R03.2 宮城県（津

P189） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P30）R03.2 宮城県（津

P189） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P22）R03.2 宮城県（津

P189） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P37）R03.2 宮城県（津

P189） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P22）R03.2 宮城県（津

P189） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P189） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P189） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P189） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

※ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったと

した場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

(2) 津波警報等の留意事項 

ア 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わな

い場合がある。 

イ 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 

ウ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このう

ち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津

波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付し

て解除を行う場合がある。 

２．津波情報 

(1) 津波情報の発表等 

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

で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波 

情報 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さを5段階の数値(メートル単位)又は2種類の

定性的表現で発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表(※１)

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測

値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを

津波予報区単位で発表(※２)

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

(※１) 津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第1波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観測時刻と高さを発表す

る。 

・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそ

れがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中であり観測された津波の高さが低い間

は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

(※２) 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第1波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の観測時刻と高さを観測点ごと

に、及びこれら沖合の観測値から推測される沿岸での推定値(第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ)を津

波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段階で数値を発表

※ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がなかったと

した場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

(2) 津波警報等の留意事項 

ア 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わな

い場合がある。 

イ 津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに更新する場合があ

る。 

ウ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このう

ち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津

波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付し

て解除を行う場合がある。 

２．津波情報 

(1) 津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される

津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報(注１)

各津波予報区の津波の到達予想時刻(注2)や予想される津波の高

さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表 

各地の満潮時刻・津波到達予 

想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表(注 3)

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

(注4)

(注１) 「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は、ＸＭＬ電文では、「津波

警報・注意報・予報」（VTSE41）に含まれる。 

(注２) この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が到達する時刻であ

る。場合によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくることもある。 

  (注３) 津波観測に関する情報の発表内容について 

      ・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き及びその時点までに観測された最

大波の観測時刻と高さを発表する。 

      ・最大波の観測地については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、

観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到

達中であることを伝える。 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P22）R03.2 宮城県（津

P190） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P22）R03.2 宮城県（津

P190） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P32）R03.2 宮城県（津

P190） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P32）R03.2 宮城県（津

P190） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中で

あり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」(沖合での観測値)又は「推定中」(沿岸で

の推定値)の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

・ただし、沿岸からの距離が100ｋｍを超えるような沖合の観測点では、予報区との対応付けが困難となるため、沿

岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、より沿岸に近く予報区との対応付けができている他の観

測点で観測値や推定値が数値で発表されるまでは「観測中」と発表する。 

最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等
発表基準 発表内容 

大津波警報 観測された津波の高さ＞1ｍ  数値で発表 

観測された津波の高さ≦1ｍ 「観測中」と発表 

津波警報 観測された津波の高さ＞0.2ｍ  数値で発表 

観測された津波の高さ≦0.2ｍ 「観測中」と発表 

津波注意報 (すべて数値で発表) 数値で発表(津波の高さがごく小さい

場合は「微弱」と表現

最大波の観測値及び推定値の発表内容(沿岸から100ｋｍ程度以内にある沖合の観測点) 

発表中の 

津波警報等
発表基準 発表内容 

大津波警報 沿岸で推定される津波の高さ＞3ｍ 沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦3ｍ 沖合での観測値を「観測中」、沿岸で

の推定値は「推定中」と発表 

津波警報 沿岸で推定される津波の高さ＞1ｍ  沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦1ｍ 沖合での観測値を「観測中」、沿岸で

の推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 (すべて数値で発表) 沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報

の発表状況
観測された津波の高さ 内容 

大津波警報
1ｍ 超 数値で発表 

1ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報 (すべての場合)
数値で発表(津波の高さがごく小さい

場合は「微弱」)と表現）

(注４) 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

   ・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波

の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸

での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位

で発表する。 

   ・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考

慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中の津

波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖

合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であ

ることを伝える。 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値(注5)）の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
沿岸で推定される津波の高さ 発表内容 

大津波警報 

3ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

3ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸で

の推定値を「推定中」と発表 

津波警報 

1ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

1ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での

推定値を「推定中」と発表 

津波注意報 (すべての場合) 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも

数値で発表 

(注５) 沿岸から距離が100ｋｍを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難し

いため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値だけではなく

「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P23）R03.2 宮城県（津

P191） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P191） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P23）R03.2 宮城県（津

P191） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P34）R03.2 宮城県（津

P191） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での 

最大波の観測値の発表基準 

全国の警報等の 

発表状況 
発表基準 発表内容 

いずれかの津波予報区 

で大津波警報又は津波警

報が発表中 

より沿岸に近い他の沖合の観測

点(沿岸から100ｋｍ以内にある

沖合の観測点)において数値の発

表基準に達した場合 

沖合での観測値を数値で発表 

上記以外 沖合での観測値を「観測中」 

と発表 

津波注意報のみ発表中 (すべて数値で発表) 沖合での観測値を数値で発表 

(2) 津波情報の留意事項 

ア 津波到達予想時刻及び予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区

の中でも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては1時間以上遅れて津波が

襲ってくることがある。 

・津波の高さは一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に予

想される津波の高さより高くなる場合がある。 

イ 各地の満潮時刻及び津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合があ

る。 

ウ 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第1波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以

上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれ

がある。 

エ 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が

到達するまで5分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表

が津波の到達に間に合わない場合もある。 

３．津波予報 

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

る。 

沿岸からの距離が100kmを超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での 

最大波の観測値の発表基準 

全国の警報等の 

発表状況 
発表基準 発表内容 

いずれかの津波予報区 

で大津波警報又は津波警

報が発表中 

より沿岸に近い他の沖合の観測

点(沿岸から１００ｋｍ以内にあ

る沖合の観測点)において数値の

発表基準に達した場合 

沖合での観測値を数値で発表 

上記以外 沖合での観測値を「観測中」 

と発表 

津波注意報のみ発表中 (すべて数値で発表) 沖合での観測値を数値で発表 

(2) 津波情報の留意事項 

ア 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ津波予

報区の中でも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津

波が襲ってくることがある。 

・津波の高さは一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に予

想される津波の高さより高くなる場合がある。 

イ 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合があ

る。 

ウ 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化(第１波の到達)が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上

かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれ 

がある。 

エ 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が

到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表

が津波の到達に間に合わない場合もある。 

３．津波予報 

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

で発表する。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P192） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P24）R03.2 宮城県（津

P192） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

津波予報の発表基準とその内容 

発表基準 内  容 

津波 

予報

津波が予想されないとき(地震情報に含

めて発表)

津波の心配なしの旨を発表

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき

(津波に関するその他の情報に含めて発

表)

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動の

ため被害の心配はなく、特段の防災対応

の必要がない旨を発表

津波注意報の解除後も海面変動が継続

するとき(津波に関するその他の情報に

含めて発表)

津波に伴う海面変動が観測されており、

今後も継続する可能性が高いため、海に

入っての作業や釣り、海水浴などに際し

ては十分な留意が要である旨を発表

４．担当津波予報区 

仙台管区気象台が通知を担当する津波予報区(津波予報を担当する対象の沿岸域)は東北地方沿岸

であり、宮城県沿岸の津波予報区は「宮城県」である。 

５．気象庁の特別警戒情報 

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、

警報を発表して警戒を呼びかけてきた。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超え

る豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警

報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることとなっている。 

特別警報が対象とする現象は、18,000 人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災におけ

る大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000 人以上の死者・行方不明者を出した

「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100 人近い死者・行方不明者を出した

「平成 23年台風第 12 号」の豪雨等が該当する。 

第５ 情報の収集・伝達系統 

《実施担当－関係機関等》

各部、エリア、塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署

収集した情報を、有効かつ適切に利用できるよう、各部及び関係機関の間に迅速かつ的確に伝達

できる系統を確保する。

１．情報の収集・伝達手段 

(1) 県総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）、災害情報共有システム（Ｌ－ＡＬＥＲＴ） 

(2) 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

(3) 震度情報ネットワーク 

(4) 緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ-Ｎｅｔエムネット） 

津波予報の発表基準とその内容 

発表基準 内  容 

津波が予想されないとき(地震情報に含めて

発表) 

津波の心配なしの旨を発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき(注)

(津波に関するその他の情報に含めて発表) 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の

心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報の解除後も海面変動が継続する

とき(注) (津波に関するその他の情報に含め

て発表) 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続

する可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、

海水浴などに際しては十分な留意が必要である旨

を発表 

(注) 「0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき」又は「津波警報等の解除後も海面変動が継続する

とき」に発表する津波予報は、ＸＭＬ電文では「津波警報・注意報・予報」（VTSE41）で発

表される。 

４．担当津波予報区 

仙台管区気象台が通知を担当する津波予報区(津波予報を担当する対象の沿岸域)は東北地方沿岸

であり、宮城県沿岸の津波予報区は「宮城県」である。 

５．気象庁の特別警戒情報 

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、

警報を発表して警戒を呼びかけてきた。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超え

る豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警

報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることとなっている。 

特別警報が対象とする現象は、18,000 人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災におけ

る大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000 人以上の死者・行方不明者を出した

「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100 人近い死者・行方不明者を出した

「平成 23年台風第 12 号」の豪雨等が該当する。 

第５ 情報の収集・伝達系統 

《実施担当－関係機関等》

各部、エリア、塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署

収集した情報を、有効かつ適切に利用できるよう、各部及び関係機関の間に迅速かつ的確に伝達

できる系統を確保する。

１．情報の収集・伝達手段 

(1) 県総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）、災害情報共有システム（Ｌ－ＡＬＥＲＴ） 

(2) 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

(3) 震度情報ネットワーク 

(4) 緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ-Ｎｅｔエムネット） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P35）R03.2 宮城県（津

P192） 
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(5) 潮位計（塩釜地区潮位観測システム） 

(6) 雨量計（多賀城市役所） 

(7) 登録制メール・インターネット・ＳＮＳ 

(8) 防災行政無線（同報系・移動系）、衛星通信ネットワーク 

(9) 電話、携帯電話、ファクシミリ等の通信手段 

(10)自動車、バイク及び自転車等を用いた伝達 

第６ 津波発生直後の被害情報の収集・伝達 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部(主)、総務部、市長公室部、市民経済部、

保健福祉部、建設部、上水道部、教育部、エリア

市及び消防機関は、自らの安全を図りつつ、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、津波、土

砂災害の発生状況等の情報を収集する。

１．被害状況の緊急情報収集 

市職員は、収集した情報を総括連絡部に報告する。なお、勤務時間外に災害が発生した場合は、

非常招集で登庁する職員から登庁途中で確認した被災状況も併せて収集する。 

(1) 緊急情報収集に係る担当者と収集すべき情報 

ア 総括連絡部 

関係機関から概括的な被害情報収集を行うとともに、テレビ・ラジオ、新聞等の報道による

情報を収集する。また、情報連絡員及びブロック長からの現地の被害情報等を収集する。 

イ 情報連絡員 

所属する部の所管施設、関係機関及び関係者の被害情報等を収集する。 

ウ ブロック長 

担当地域の概括的な被害情報収集を行う。 

エ その他職員 

登庁途中で確認した被害状況等について情報の収集を行う。 

(2) 情報収集の手段 

ア 県総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）、災害情報共有システム（Ｌ－ＡＬＥＲＴ） 

イ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

ウ 震度情報ネットワーク

エ 緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ-Ｎｅｔエムエムネット） 

オ 潮位計（塩釜地区潮位観測システム） 

カ 雨量計（多賀城市役所） 

キ 登録制メール・インターネット・ＳＮＳ 

ク 防災行政無線（同報系・移動系）、衛星通信ネットワーク 

ケ 電話、携帯電話、ファクシミリ等の通信手段 

コ 自動車、バイク及び自転車等を用いた伝達 

(5) 潮位計（塩釜地区潮位観測システム） 

(6) 雨量計（多賀城市役所） 

(7) 登録制メール・インターネット・ＳＮＳ（LINE・Twitter・Facebook）

(8) 防災行政無線（同報系・移動系）、衛星通信ネットワーク 

(9) テレビ、ラジオ、電話、携帯電話（防災情報アプリ「多賀城防災」）、ファクシミリ等の通信手

  段 

(10)自動車、バイク及び自転車等を用いた伝達 

第６ 津波発生直後の被害情報の収集・伝達 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部(主)、総務部、企画経営部、保険福祉部、

都市産業部、上下水道部、教育部、エリア

市及び消防機関は、自らの安全を図りつつ、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、津波、土

砂災害の発生状況等の情報を収集する。

１．被害状況の緊急情報収集 

市職員は、収集した情報を総括連絡部に報告する。なお、勤務時間外に災害が発生した場合は、

非常招集で登庁する職員から登庁途中で確認した被災状況も併せて収集する。 

(1) 緊急情報収集に係る担当者と収集すべき情報 

ア 総括連絡部 

関係機関から概括的な被害情報収集を行うとともに、テレビ・ラジオ、新聞等の報道による

情報を収集する。また、情報連絡員及びブロック長からの現地の被害情報等を収集する。 

イ 情報連絡員 

所属する部の所管施設、関係機関及び関係者の被害情報等を収集する。 

ウ ブロック長 

担当地域の概括的な被害情報収集を行う。 

エ その他職員 

登庁途中で確認した被害状況等について情報の収集を行う。 

(2) 情報収集の手段 

ア 県総合防災情報システム（ＭＩＤＯＲＩ）、災害情報共有システム（Ｌ－ＡＬＥＲＴ） 

イ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

ウ 震度情報ネットワーク

エ 緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ-Ｎｅｔエムエムネット） 

オ 潮位計（塩釜地区潮位観測システム） 

カ 雨量計（多賀城市役所） 

キ 登録制メール・インターネット・ＳＮＳ（LINE・Twitter・Facebook） 

ク 防災行政無線（同報系・移動系）、衛星通信ネットワーク 

ケ テレビ、電話、携帯電話（防災情報アプリ「多賀城防災」）、ファクシミリ等の通信手段 
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２．一時被害調査 

市職員は、調査した被害状況を各々、ブロック長又は情報連絡員に報告する。

(1) 一時被害調査に係る担当者

ア 現地班

あらかじめ定められた地区の人的被害、住家被害の概数調査を行う。調査結果は、ブロック

長に報告する。

イ 各部各班等

分掌事務に係る概括的な被害調査を行う。調査結果は、情報連絡員に報告する。

(2) 調査の手段

自動車、バイク、自転車又は徒歩等とする。

３．二次被害調査

本調査では、災害の発生後の早い段階から、次に示す点について詳細な被害状況等の把握を行う。

二次被害調査時期については、一次被害調査が終了した地域より順次実施する。なお、市職員は、

調査した状況をそれぞれ、情報連絡員に報告する。

(1) 二次被害調査に係る担当者 

調査内容及び各担当者は以下のとおりとする。 

把  握  す  る  内  容 担当部・班

人 的 被 害 死者、行方不明者の状況 総括連絡部庶務班

負傷者の状況 総括連絡部庶務班

住 家 被 害 全壊・半壊・一部損壊の状況 市民経済部市民班

応急危険度判定 総務部庶務班

非 住 家 被 害 倉庫、土蔵、車庫、納屋 市民経済部市民班

そ の 他 被 害 田畑の被害状況 市民経済部経済班

文教施設(学校、公民館、図書館等)の被害状

況

教育部

医療機関の被害状況 保健福祉部保健班

その他の公共施設 所管する各部各班 

道路、橋りょうの被害状況 建設部道路班

公園・緑地の被害状況 建設部道路班 

急傾斜地の被害状況 建設部土木総務班

上水道施設の被害状況 上水道部総務情報班

下水道施設の被害状況 建設部下水道班

ごみ処理施設等の被害状況 市民経済部市民班

電気、ガス、電話、公共交通機関の被害状況 市長公室部管理班

り 災 状 況 り災世帯数、り災者数 市民経済部市民班

被 害 金 額 公共文教施設の被害金額 教育部

農業用施設の被害金額 市民経済部経済班

その他公共施設の被害金額 各部各班

農林、商工の被害金額 市民経済部経済班

コ 自動車、バイク及び自転車等を用いた伝達 

２．一時被害調査 

市職員は、調査した被害状況を各々、ブロック長又は情報連絡員に報告する。

(1) 一時被害調査に係る担当者

ア 現地班

あらかじめ定められた地区の人的被害、住家被害の概数調査を行う。調査結果は、ブロック

長に報告する。

イ 各部各班等

分掌事務に係る概括的な被害調査を行う。調査結果は、情報連絡員に報告する。

(2) 調査の手段

自動車、バイク、自転車又は徒歩等とする。

３．二次被害調査

本調査では、災害の発生後の早い段階から、次に示す点について詳細な被害状況等の把握を行う。

二次被害調査時期については、一次被害調査が終了した地域より順次実施する。なお、市職員は、

調査した状況をそれぞれ、情報連絡員に報告する。

(1) 二次被害調査に係る担当者 

調査内容及び各担当者は以下のとおりとする。 

把  握  す  る  内  容 担当部・班

人 的 被 害 死者、行方不明者の状況 総括連絡部庶務班

負傷者の状況 総括連絡部庶務班

住 家 被 害 全壊・半壊・一部損壊の状況 企画経営部市民班

応急危険度判定 都市産業部土木総務班

非 住 家 被 害 倉庫、土蔵、車庫、納屋 企画経営部市民班

そ の 他 被 害 田畑の被害状況 都市産業部経済班

文教施設(学校、公民館、図書館等)の被害状

況

教育部

福祉施設・医療機関の被害状況 保健福祉部福祉班・要配慮者支

援班、保健班

その他の公共施設 所管する各部各班 

道路、橋梁の被害状況 都市産業部道路公園班

公園・緑地の被害状況 都市産業部道路公園班 

急傾斜地の被害状況 都市産業部土木総務班

上水道施設の被害状況 上下水道部総務情報班

下水道施設の被害状況 上下水道部下水道班

ごみ処理施設等の被害状況 都市産業部資源環境班

電気、ガス、電話 企画経営部管理班

公共交通機関の被害状況 都市産業部土木総務課

り 災 状 況 り災世帯数、り災者数 企画経営部市民班

被 害 金 額 公共文教施設の被害金額 教育部施設班

農業用施設の被害金額 都市産業部経済班
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避難状況、応

急対策の状況

避難所の状況 エリア（現地班）

応急給水 上水道部応急給水班

学校給食の状況 教育部

救護所の開設状況、医療・救護活動の状況等 保健福祉部保健班

防災活動に必要な情報及びその他応急対策に

必要な状況
総括連絡部・総務部庶務班

(2) 調査の手段 

一次被害調査と同様に、自動車、バイク、自転車又は徒歩等による調査とする。また、電話等の

通信手段が確保されている場合は、それを用いて調査する。 

(3) 被害状況の集約 

ア 情報の集約 

総括連絡部は、各部から収集した情報及び資料を集約する。また、必要に応じて次に掲げる

資料を作成する。 

(ｱ) 災害関連情報、配備指令等の状況、被害状況等 

(ｲ) 被害分布図等の作成 

イ 被害情報等の整理 

総括連絡部は、取りまとめた情報を常に整理し、各部等や関係機関からの求めに応じて速や

かに報告できるよう準備する。 

(4) 被害状況に基づく判断 

市単独では詳細被害状況の把握が困難であると判断された場合、市は、県に対して応援要請を

行う。 

第７ 県への報告 

《実施担当－関係機関等》

総務部（庶務班）

県に対する被害状況等の報告については、災害対策基本法第53条第1項及び消防組織法第40条の規定

に基づく被害状況の報告について、県が定める市町村被害状況報告要領その他定められたところによ

る。ただし、県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を国（総務省消防庁）に変更するも

のとする。なお、県と連絡がとれるようになった後は、県に報告するものとする。 

１．地震発生直後 

(1) 地震発生直後に県に報告する内容 

ア 人的被害 

死者、行方不明者、負傷者（重傷者、軽傷者） 

なお、行方不明者として把握した者が、他の自治体に住民登録を行っていることが判明した場

合には、当該登録地の自治体（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は外務省）又は

県に連絡する。 

イ 住家被害 

全壊（全焼・流失）世帯数、半壊（半焼）世帯数、一部損壊世帯数、床上・床下浸水世帯数 

その他公共施設の被害金額 各部各班

農林、商工の被害金額 都市産業部経済班

避難状況、応

急対策の状況

避難所の状況 エリア（現地班）

応急給水 上下水道部応急給水班

学校給食の状況 教育部教育援護班

救護所の開設状況、医療・救護活動の状況等 保健福祉部保健班

防災活動に必要な情報及びその他応急対策に

必要な状況
総括連絡部・総務部庶務班

(2) 調査の手段 

一次被害調査と同様に、自動車、バイク、自転車又は徒歩等による調査とする。また、電話等の

通信手段が確保されている場合は、それを用いて調査する。 

(3) 被害状況の集約 

ア 情報の集約 

総括連絡部は、各部から収集した情報及び資料を集約する。また、必要に応じて次に掲げる

資料を作成する。 

(ｱ) 災害関連情報、配備指令等の状況、被害状況等 

(ｲ) 被害分布図等の作成 

イ 被害情報等の整理 

総括連絡部は、取りまとめた情報を常に整理し、各部等や関係機関からの求めに応じて速や

かに報告できるよう準備する。 

(4) 被害状況に基づく判断 

市単独では詳細被害状況の把握が困難であると判断された場合、市は、県に対して応援要請を

行う。 

第７ 県への報告 

《実施担当－関係機関等》

総務部（庶務班）

県に対する被害状況等の報告については、災害対策基本法第５３条第１項及び消防組織法第４０条

の規定に基づく被害状況の報告について、県が定める市町村被害状況報告要領その他定められたとこ

ろによる。ただし、県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を国（総務省消防庁）に変更

するものとする。なお、県と連絡がとれるようになった後は、県に報告するものとする。 

１．地震発生直後 

(1) 地震発生直後に県に報告する内容 

ア 人的被害 

死者、行方不明者、負傷者（重傷者、軽傷者） 

なお、行方不明者として把握した者が、他の自治体に住民登録を行っていることが判明した場

合には、当該登録地の自治体(外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は外務省)又は県

に連絡する。 

イ 住家被害 
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ウ 災害対策上必要と認められる事項の概要 

避難、救護の必要性、災害拡大のおそれ等 

エ 災害対策本部設置の報告 

災害対策本部を設置した場合は、設置した旨の報告 

(2) 報告の方法 

県総合防災情報システム、県防災行政無線、衛星通信ネットワーク、電話・ファクシミリ等に

よって報告する。 

２．被害状況等報告 

(1) 詳細状況の判明及び被害状況に変化があった場合の対応 

地震発生直後の県への報告後、被害状況の詳細が判明した場合、又は被害状況に大きな変化が

あった場合は、速やかにその内容を報告する。 

(2) 報告の方法 

県総合防災情報システム、県防災行政無線、衛星通信ネットワーク、電話・ファクシミリ等に

よって報告する。 

(3) 応急措置完了後の対応 

応急措置が完了した場合は、被害状況等報告様式（市町村被害状況報告要領）の全項目につい

て報告する。報告の方法は前記同様、県総合防災情報システム、県防災行政無線、衛星通信ネッ

トワーク、電話・ファクシミリ等で行うとともに、事後速やかに文書によって報告する。

第８ 通信手段の確保 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部 ― 県、塩釜地区消防事務組合消防本部､塩釜警察署、医師会、通信事業者

１．無線通信機能の点検及び復旧 

市は、地震発生後、直ちに防災行政無線（同報系）の通信機能を点検するとともに、無線施設の設

備に支障が生じた場合に備え、迅速に対応できるよう、専門業者との連絡を確保する。 

２．連絡担当者の配置 

各部等は、災害時に必要な情報の収集及び伝達など、関係機関相互の迅速かつ的確な連絡を確保

するために情報連絡員及びブロック長を連絡担当者とする。 

３．電気通信設備の利用 

大規模地震災害時においては、通信の途絶や輻輳が想定されることから、各防災関係機関では、

それぞれの特性を考慮し、的確な通信手段の確保に努める。 

なお、各種通信手段の状況や特徴は、次のとおりである。 

(1) 一般加入電話 

災害時においては、途絶や輻輳がある。 

(2) 災害時優先電話 

全壊（全焼・流失）世帯数、半壊（半焼）世帯数、一部損壊世帯数、床上・床下浸水世帯数 

ウ 災害対策上必要と認められる事項の概要 

避難、救護の必要性、災害拡大のおそれ等 

エ 災害対策本部設置の報告 

災害対策本部を設置した場合は、設置した旨の報告 

(2) 報告の方法 

県総合防災情報システム、県防災行政無線、衛星通信ネットワーク、電話・ファクシミリ等に

よって報告する。 

２．被害状況等報告 

(1) 詳細状況の判明及び被害状況に変化があった場合の対応 

地震発生直後の県への報告後、被害状況の詳細が判明した場合、又は被害状況に大きな変化があ 

った場合は、速やかにその内容を報告する。 

(2) 報告の方法 

県総合防災情報システム、県防災行政無線、衛星通信ネットワーク、電話・ファクシミリ等によ 

って報告する。 

(3) 応急措置完了後の対応 

応急措置が完了した場合は、被害状況等報告様式(市町村被害状況報告要領)の全項目について報 

告する。報告の方法は前記同様、県総合防災情報システム、県防災行政無線、衛星通信ネットワー

ク、電話・ファクシミリ等で行うとともに、事後速やかに文書によって報告する。

第８ 通信手段の確保 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部 ― 県、塩釜地区消防事務組合消防本部､塩釜警察署、医師会、通信事業者

１．無線通信機能の点検及び復旧 

市は、地震発生後、直ちに防災行政無線（同報系）の通信機能を点検するとともに、無線施設の設

備に支障が生じた場合に備え、迅速に対応できるよう、専門業者との連絡体制を確保する。 

２．連絡担当者の配置 

各部等は、災害時に必要な情報の収集及び伝達など、関係機関相互の迅速かつ的確な連絡を確保

するために情報連絡員及びブロック長を連絡担当者とする。 

３．電気通信設備の利用 

大規模地震災害時においては、通信の途絶や輻輳が想定されることから、各防災関係機関では、

それぞれの特性を考慮し、的確な通信手段の確保に努める。 

なお、各種通信手段の状況や特徴は、次のとおりである。 

(1) 一般加入電話 

災害時においては、途絶や輻輳がある。 
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防災関係機関と通信事業者が協議して、一般加入電話の中から指定する回線で、発信規制がか

けられても一般加入電話と比べて優先して使用できる。 

(3) 災害時優先携帯電話 

防災関係機関と通信事業者が協議して、携帯電話の中から指定する回線で、発信規制がかけら

れても、携帯電話に比べて優先して使用できる。

(4) 携帯電話（スマートフォン）・ＰＨＳの利用 

固定電話と別系統であり、無線回線を使用するので、移動して使用できるが、災害時に途絶や

輻輳もある。 

(5) 衛星携帯電話 

衛星を利用して通信するため、通信可能地域が広く、災害時に通信の途絶及び輻輳の可能性が

低い。ただし、相手によっては輻輳もある。 

(6) 孤立防止用衛星電話 

東日本電信電話(株)宮城事業部から市町村役場等に配備されている衛星電話。 

(7) 地域衛星通信ネットワーク 

全国の自治体、消防本部、防災関係機関を結ぶ衛星通信回線。 

(8) ＭＣＡ無線システム 

一般財団法人移動無線センター東北センターが運営するシステムで、業務用無線と同様に使用

できる車載型、携帯型無線システムで、中継所を経由するので広範囲のサービスエリアが確保で

きる。災害時には同センターやメーカー、総務省からの借用も考えられる。 

(9) インターネット 

データ通信としてのインターネットにより、各種データ、安否情報等の提供ができる。

また、輻輳を回避するための手段として、次の2つの情報提供が有効である。

(10)災害用伝言ダイヤル（１７１）・災害用伝言板（ｗｅｂ１７１） 

災害発生時、その規模により東日本電信電話株式会社が運用するサービス。災害用伝言ダイヤ

ル（１７１）は一般加入電話、公衆電話、携帯電話等から安否情報を確認するもの、災害用伝言板

（ｗｅｂ１７１）はインターネットを利用して安否情報を確認するもので、提供開始や提供条件

について東日本電信電話株式会社で決定しテレビ・ラジオ・ＮＴＴ東日本公式ホームページ等で

知らせる。 

(11)災害用伝言板 

大規模災害発生時、携帯電話・ＰＨＳ事業者各社が提供するサービスで、安否情報の登録・確

認ができる。 

４．有線電話途絶時の措置 

有線電話途絶のため、災害情報の収集・伝達に支障を来す場合は、次のような措置を講じる。

(1) 近隣自治体との連絡 

主として県防災行政無線を利用して行う。なお、県防災行政無線による通信が困難な場合は、

非常通信協議会構成員の回線（非常通信ルート）を活用する。また必要に応じ消防無線、警察無

線、衛星携帯電話等あらゆる無線通信を活用するとともに、状況によっては伝達の派遣を行う。 

(2) 関係機関との連絡

(2) 災害時優先電話 

防災関係機関と通信事業者が協議して、一般加入電話の中から指定する回線で、発信規制がか

けられても一般加入電話と比べて優先して使用できる。 

(3) 災害時優先携帯電話 

防災関係機関と通信事業者が協議して、携帯電話の中から指定する回線で、発信規制がかけら

れても、携帯電話に比べて優先して使用できる。

(4) 携帯電話（スマートフォン）の利用 

固定電話と別系統であり、無線回線を使用するので、移動して使用できるが、災害時に途絶や

輻輳もある。 

(5) 衛星携帯電話 

衛星を利用して通信するため、通信可能地域が広く、災害時に通信の途絶及び輻輳の可能性が

低い。ただし、相手によっては輻輳もある。 

(6) 孤立防止用衛星電話 

東日本電信電話(株)宮城事業部から市町村役場等に配備されている衛星電話。 

(7) 地域衛星通信ネットワーク 

全国の自治体、消防本部、防災関係機関を結ぶ衛星通信回線。 

(8) ＭＣＡ無線システム 

一般財団法人移動無線センター東北センターが運営するシステムで、業務用無線と同様に使用

できる車載型、携帯型無線システムで、中継所を経由するので広範囲のサービスエリアが確保で

きる。災害時には同センターやメーカー、総務省からの借用も考えられる。 

(9) インターネット 

データ通信としてのインターネットにより、各種データ、安否情報等の提供ができる。

また、輻輳を回避するための手段として、次の2つの情報提供が有効である。

(10)災害用伝言ダイヤル（１７１）・災害用伝言板（ｗｅｂ１７１） 

災害発生時、その規模により東日本電信電話株式会社が運用するサービス。災害用伝言ダイヤ

ル（１７１）は一般加入電話、公衆電話、携帯電話等から安否情報を確認するもの、災害用伝言板

（ｗｅｂ１７１）はパソコン、又は携帯電話からインターネットを利用して安否情報を確認する

もので、提供開始や提供条件について東日本電信電話株式会社で決定しテレビ・ラジオ・ＮＴＴ

東日本公式ホームページ等で知らせる。 

(11)災害用伝言板 

大規模災害発生時、携帯電話事業者各社が提供するサービスで、安否情報の登録・確認ができ

る。 

４．有線電話途絶時の措置 

有線電話途絶のため、災害情報の収集・伝達に支障を来す場合は、次のような措置を講じる。

(1) 近隣自治体との連絡 

主として県防災行政無線を利用して行う。なお、県防災行政無線による通信が困難な場合は、

非常通信協議会構成員の回線（非常通信ルート）を活用する。また必要に応じ消防無線、警察無

線、衛星携帯電話等あらゆる無線通信を活用するとともに、状況によっては伝達の派遣を行う。 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P198） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P199） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P38）R03.2 宮城県（津

P199） 
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関係機関に対して派遣を要請する場合、連絡員の配置を要請するとともに、所属機関との連絡

用無線機等を可能な限り携行するよう要請する。

(3) 専用通信施設の利用

市は、他に通信連絡の手段がなく緊急を要する場合、塩釜地区消防事務組合消防本部又は塩釜

警察署等の専用通信施設を使用することができる。

(4) 非常無線通信の利用

市は、有線電話が途絶し、かつ防災行政無線（同報系）による通信が困難な場合、災害対策基本

法第７９条に基づき、次に掲げる機関の無線通信施設を使用することができる。

ア 関係機関（塩釜警察署、鉄道会社）が保有する無線

イ 放送局の有する無線

ウ アマチュア無線等

(5) 災害現場等出動者との連絡

災害現場等に出動している各部職員との連絡は、防災行政無線（同報系）、携帯電話、伝達（自

転車、バイク、徒歩等）、派遣等の適切な手段によって行う。

(6) 東北総合通信局への要請

市は、防災行政無線等の通信手段に支障が生じた場合、東北総合通信局へ要請し、通信機器の

確保を図る。

５．郵便関係の措置 

日本郵便株式会社東北支社は、災害救助法が適用され、現に救助を必要とする被災者で、受入れ

施設（応急仮設住宅に受入れる場合を除く。）の供与又は被服、寝具その他生活必需品の給与又は

貸与を受けたときは、1世帯に郵便はがき5枚及び郵便書簡（ミニレター）1枚の範囲内で必要と認

める数量を交付する。また、被害の状況により、被災者（法人を除く。）が差し出す第一種郵便

物、通常葉書又は盲人用点字郵便物については、料金を免除する。 

なお、取り扱う郵便局等については、決定次第周知する。

(2) 関係機関との連絡

関係機関に対して派遣を要請する場合、連絡員の配置を要請するとともに、所属機関との連絡

用無線機等を可能な限り携行するよう要請する。

(3) 専用通信施設の利用

市は、他に通信連絡の手段がなく緊急を要する場合、塩釜地区消防事務組合消防本部又は塩釜

警察署等の専用通信施設を使用することができる。

(4) 非常無線通信の利用

市は、有線電話が途絶し、かつ防災行政無線（同報系）による通信が困難な場合、災害対策基本

法第79条に基づき、次に掲げる機関の無線通信施設を使用することができる。

ア 関係機関（塩釜警察署、鉄道会社）が保有する無線

イ 放送局の有する無線

ウ アマチュア無線等

(5) 災害現場等出動者との連絡

災害現場等に出動している各部職員との連絡は、防災行政無線（同報系）、携帯電話、伝達（自

転車、バイク、徒歩等）、派遣等の適切な手段によって行う。

(6) 東北総合通信局への要請

市は、防災行政無線等の通信手段に支障が生じた場合、東北総合通信局へ要請し、通信機器の

確保を図る。

５．郵便関係の措置 

日本郵便株式会社東北支社は、災害救助法が適用され、現に救助を必要とする被災者で、受入れ

施設（応急仮設住宅に受入れる場合を除く。）の供与又は被服、寝具その他生活必需品の給与又は

貸与を受けたときは、1世帯に郵便はがき5枚及び郵便書簡（ミニレター）1枚の範囲内で必要と認

める数量を交付する。また、被害の状況により、被災者（法人を除く。）が差し出す第一種郵便

物、通常葉書又は盲人用点字郵便物については、料金を免除する。 

なお、取り扱う郵便局等については、決定次第周知する。
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第２節 津波災害広報・広聴

《実施担当－関係機関等》

総務部、エリア ― 総括連絡部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、建設部、

上水道部、教育部、消防部

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２節「災害広報・広聴」を準用する。

津波災害の広報にあたっては、以下の4点に留意する。

何を知らせるべきか

（事前に雛形を作成して

お く ）

・津波注意報・警報の発表

・津波到達予想地域、津波到達予想時間、津波の最大高さ

・津波襲来の危険性

・避難勧告・指示

・実施すべき行動、対策

対 象 者 ・津波災害警戒区域の市民等か、それ以外の市民等に対してか

・避難指示発令区域の市民等の誰を対象とするか

（市民、要配慮者、滞在者（観光客、釣り客、外国人等）、通過者、漁業

関係者、河川関係者、船舶、海岸工事関係者 等）

・避難場所に避難している避難者

伝 達 手 段 ・防災行政無線（同報系）、サイレン、広報車

・マスメディア（テレビ、ラジオ、ケーブルテレビ）

・インターネット

・電話、ＦＡＸ

伝 達 の タ イ ミ ン グ ・地震直後（職員を介した放送、地震震度、津波の危険性、避難勧告・避

難指示）

・津波予報発表直後（津波予報、津波情報、被害状況等、避難所開設状況）

・津波終息後（津波警報・注意報の解除、避難勧告・指示の解除、避難所の

閉鎖）

第３節 組織動員

《実施担当－関係機関等》

第２節 津波災害広報・広聴

《実施担当－関係機関等》

総務部、エリア ― 総括連絡部、企画経営部、保健福祉部、都市産業部、

上下水道部、教育部、消防部

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２節「災害広報・広聴」を準用する。

津波災害の広報にあたっては、以下の４点に留意する。

何を知らせるべきか

（伝達内容について、あ

らかじめ想定し雛形を作

成しておく）

・津波注意報・警報の発表

・津波到達予想地域、津波到達予想時間、津波の最大高さ

・津波襲来の危険性

・避難指示

・実施すべき行動、対策

対象者（誰に対して知

らせるか）

・津波災害警戒区域の市民等か、それ以外の市民等に対してか

・避難指示発令区域の市民等の誰を対象とするか

（市民、要配慮者、滞在者（観光客、釣り客、外国人等）、通過者、漁業

関係者、河川関係者、船舶、海岸工事関係者 等）

・避難場所に避難している避難者

伝達手段（どのような

手段で）

・防災行政無線（同報系）、サイレン、津波フラッグ、広報車

・マスメディア（テレビ、ラジオ、ケーブルテレビ）

・インターネット

・電話、ＦＡＸ

伝達のタイミング（い

つ、どのタイミングで知

らせるか）

・地震直後（職員を介した放送、地震震度、津波の危険性、避難指示）

・津波予報発表直後（津波予報、津波情報、被害状況等、避難所開設状況）

・津波終息後（津波警報・注意報の解除、避難指示の解除、避難所の閉鎖）

第３節 組織動員

《実施担当－関係機関等》

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P258） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P259） 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P40）R03.2 宮城県（津

P259） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P259） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

総括連絡部、総務部、市長公室部

― 市民経済部、保健福祉部、建設部、上水道部、教育部、消防部、エリア

地震による津波災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合、多賀城市災害対策本部運営要綱

及び多賀城市災害警戒本部設置運営要綱の定めるところにより、自主性、連帯性及び総合性を基本に置

き、迅速かつ的確に災害応急対策活動を行うため、災害発生規模に応じた活動組織の設置、職員の動員

配備を行う。具体的な業務は、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第３節「組織動員」を準用する。

《応急対策の流れ》

多賀城市に地震発生・宮城県沿岸多賀城市に津波予報

津 波 注 意 報 津波警報（大津波、津波）

配備体制 初動体制
応急警戒配備体制

（災害警戒本部長の命による）

中枢組織 交通防災課、消防団 災害警戒本部の設置

津波観測・被害情報等収集

災 害 応 急 対 策

廃 止

必要に応じて災害状況に対応した活動体制見直し

《設置の基準》

総括連絡部、総務部、市長公室部

― 企画経営部、保健福祉部、都市産業部、上下水道部、教育部、消防部、エリア

地震による津波災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合、多賀城市災害対策本部運営要綱

及び多賀城市災害警戒本部設置運営要綱の定めるところにより、自主性、連帯性及び総合性を基本に置

き、迅速かつ的確に災害応急対策活動を行うため、災害発生規模に応じた活動組織の設置、職員の動員

配備を行う。具体的な業務は、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第３節「組織動員」を準用する。

《応急対策の流れ》

多賀城市に地震発生・宮城県沿岸多賀城市に津波予報

津 波 注 意 報 津波警報 (大津波、津波 )

配備体制 初動体制
応急警戒配備体制

（災害対策本部長の命による）

中枢組織 危機管理課、消防団 災害対策本部の設置

津波観測・被害情報等収集

災 害 応 急 対 策

廃 止

必要に応じて災害状況に対応した活動体制見直し

《設置の基準》

避難指示発令区域
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

宮 城 県 沿 岸 に 津 波 注 意 報 発 令 初 動 体 制

宮城県沿岸に津波警報（大津波、津波）発

令

災 害 警 戒 本 部 の 設 置 検 討

（ 防 災 緊 急 対 策 会 議 ）

そ の 他 防災緊急対策会議・市長の判断による

宮 城 県 沿 岸 に 津 波 注 意 報 発 令 初 動 体 制

宮城県沿岸に津波警報（大津波、津波）発令 災 害 対 策 本 部 の 設 置 検 討

そ の 他 市長及び災害対策本部長の判断による
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第４節 警戒活動

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、市長公室部、市民経済部、保健福祉部、建設部、上水道部、

教育部、消防部、エリア、県、関係機関

第１ 目 的 

大規模地震・津波が発生した場合、県沿岸域の広い範囲で市民等の生命、財産に被害を及ぼすおそ

れがある。このため、市、県、防災関係機関は、大規模地震・津波を覚知したならば一刻も早い初動

体制を確立し、情報の収集・応急対策等を実施することが重要であることから、各々の組織内で定め

た配備計画に基づき体制を敷き、災害応急活動を行う。 

また、復旧の過程で、これら本災害の後に発生が予想されるアウターライズ地震※や余震に対して

も、同様に基本的な対応を求めるものである。 

第２ 初動対応の基本的考え方 

市及び県、防災関係機関においては、発災当初の72時間は、救命・救助活動において極めて重要な

時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分す

る。 

第３ 津波予報、情報の伝達 

関係機関は、次の伝達系統により可能な限り迅速かつ的確に津波予報を伝達する。

１．伝達系統図 

＜津波情報の伝達＞ 

２．予報の周知及び発令 

津波予報を受けたとき又は市長が津波のおそれがあると認めたときは、市民等に対し、次の区分に

第４節 警戒活動

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部、企画経営部、保健福祉部、都市産業部、上下水道部、

教育部、消防部、エリア、県、関係機関

第１ 目 的 

大規模地震・津波が発生した場合、県沿岸域の広い範囲で市民等の生命、財産に被害を及ぼすおそ

れがある。このため、市、県、防災関係機関は、大規模地震・津波を覚知したならば一刻も早い初動

体制を確立し、情報の収集・応急対策等を実施することが重要であることから、各々の組織内で定め

た配備計画に基づき体制を敷き、災害応急活動を行う。 

また、復旧の過程で、これら本災害の後に発生が予想されるアウターライズ地震※や余震に対して

も、同様に基本的な対応を求めるものである。 

第２ 初動対応の基本的考え方 

市及び県、防災関係機関においては、発災当初の７２時間は、救命・救助活動において極めて重要

な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分

する。 

第３ 津波予報、情報の伝達 

関係機関は、次の伝達系統により可能な限り迅速かつ的確に津波予報を伝達する。

１．伝達系統図 

＜津波情報の伝達＞ 

２．予報の周知及び発令 

津波予報を受けたとき又は市長が津波のおそれがあると認めたときは、市民等に対し、次の区分に

仙台管区気象台 

宮城県総合防災情報システム 

（ＭＩＤＯＲＩ） 

専用線 

多賀城市 

地域衛星通信 
ネットワークシステム等

市民・来訪者 

防災行政無線等 

全国瞬時警報システム 

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 

消防庁送信システム 

人工衛星／ 

ＬＧＷＡＮ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 

携帯電話会社 

緊急地震速報、津波警報等 

エリアメール・ 

緊急速報メール 

※アウターライズ地震とは 

陸から見て海溝の外側（アウター）の海底の隆起している部分(ライズ)で発生する地震で、陸地での揺れは

比較的小さいものの、併発する津波は大規模なものになりやすい。 

仙台管区気象台 

宮城県総合防災情報システム 

（ＭＩＤＯＲＩ） 

専用線 

多賀城市 

地域衛星通信 
ネットワークシステム等

市民・来訪者 

防災行政無線等 

全国瞬時警報システム 

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 

消防庁送信システム 

人工衛星／ 

ＬＧＷＡＮ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 

携帯電話会社 

緊急地震速報、津波警報等 

エリアメール・ 

緊急速報メール 

※アウターライズ地震とは 

陸から見て海溝の外側（アウター）の海底の隆起している部分(ライズ)で発生する地震で、陸地での揺れは

比較的小さいものの、併発する津波は大規模なものになりやすい。 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

より津波予報の周知及び発令を行うものとする。

(1) 津波注意報標識

標識の種類
標    識

鐘  音 サイレン音

津波注意報

標   識

   (3点と2点との班打) 

   ●－●－● ●－● 

 (約10秒) 

   ○              ○ 

              (約2秒) 

津波注意報、

津波警報及び

大津波警報解

除標識

     (1点2個と2点との班打) 

      ● ● ●－● 

 (約10秒)           (約1分) 

   ○              ○ 

              (約3秒) 

(2) 津波警報及び大津波警報標識

標識の種類
標    識

鐘  音 サイレン音

津 波 警 報

標   識

      (2点) 

●－●－●－●－●－●

 (約5秒) 

  ○                 ○ 

           (約6秒) 

大津波警報

標   識

 (連点) 

 ●－●－●－●

 (約3秒) 

  ○               ○ 

          (約2秒) (短声連点) 

第４ 津波の配備体制 

１．職員の配備体制 

市内で震度5弱以上を観測する地震が発生した場合、又は、市内で相当規模以上の災害が発生

し、あるいは発生するおそれがある場合、災害対策本部を設置し、応急対策配備体制を敷く。 

また、応急対策配備体制に至らない場合であっても警戒体制、あるいは防災警戒配備体制を敷く

こととしており、各配備体制の基準等については次のとおりとし、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応

急対策 第３節「組織動員」に準ずるものとする。 

(1) 警戒体制 

市内で震度4を観測する地震が発生した場合、又は津波注意報が発表されたとき、又は警戒本

部設置前において、市長が必要と認めた場合、各部は、必要な人員をもって警戒配備体制を敷

く。 

(2) 防災警戒配備体制 

市内で震度4を観測する地震が発生した場合、又は宮城県に津波警報が発令された場合で、防

より津波予報の周知及び発令を行うものとする。

(1) 津波注意報標識

標識の種類
標    識

鐘  音 サイレン音

津波注意報

標   識    ●－●－● ●－● 

津波注意報、

津波警報及

び大津波警

報解除標識

      ● ● ●－● 

(2) 津波警報及び大津波警報標識

標識の種類
標    識

鐘  音 サイレン音

津 波 警 報

標   識 ●－● ●－● ●－●

大津波警報

標   識 ●－●－●－●

第４ 津波の配備体制 

１．職員の配備体制 

市内で震度5弱以上を観測する地震が発生した場合、又は、市内で相当規模以上の災害が発生

し、あるいは発生するおそれがある場合、災害対策本部を設置し、応急対策配備体制を敷く。 

また、応急対策配備体制に至らない場合であっても警戒体制、あるいは防災警戒配備体制を敷く

こととしており、各配備体制の基準等については次のとおりとし、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応

急対策 第３節「組織動員」に準ずるものとする。 

(1) 警戒体制 

市内で震度４を観測する地震が発生した場合、又は津波注意報が発表されたとき、又は警戒本

部設置前において、市長が必要と認めた場合、各部は、必要な人員をもって警戒配備体制を敷

く。 

(2) 防災警戒配備体制 

市内で震度5強の地震が発生した場合、又は宮城県に津波警報が発令された場合は、災害警戒

(3 点と 2点との斑打)

(1 点 2 個と 2点との斑打）

(2 点)

(連点)

(約 6秒)

(約 5秒)

(短声連点)(約 2秒)

(約 3秒)

(約 10 秒)

(約 2秒)

(約 1分)(約 10 秒)

(約 3秒)
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

災緊急対策会議の協議において、災害警戒本部の設置が必要であるとされた場合には、防災警戒

配備体制を敷く。 

(3) 勤務時間外の自主配備 

休日、夜間等勤務時間外に上記配備、本部設置等に該当する地震、津波等を覚知した場合、

各々所定の人員は自主的に登庁し、配備につく。 

第５ 市の活動 

市は、地震・津波による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第一義的な災害

応急対策を実施する機関として、法令及び本計画の定めるところにより、県、他自治体、防災関係機

関及び市民等の協力を得ながら、災害応急対策を実施する。また、災害の規模に応じて災害対策本

部、現地災害対策本部等を速やかに設置し、応急対策にあたる。 

１．活動体制 

(1) 組織、配備体制 

市は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ地震や津波災害に対処するための組織、配備

体制及び職員の動員等について定めておく。その際、市は、県と一体となった体制がとれるよ

う、県地域防災計画に定める配備基準、配備内容等と十分整合を図る。また、勤務時間外の災害

発生に備えて、あらかじめ地震・津波規模等に応じた登庁者等について定めておく。 

(2) 災害救助法が適用された場合の体制 

市は災害救助法が適用された場合、知事の指導を受けて、災害救助法に基づく救助事務を補助

する。 

(3) 自治体間の相互応援協定 

自治体間で相互応援協定を締結している場合、必要に応じて応援要請等を行う。 

２．市災害対策本部の所掌事務 

市災害対策本部が実施する主な所掌事務は次のとおりである。 

(1) 地震・津波情報その他災害応急対策に必要な情報の収集・伝達 

(2) 市民等の不安を除くために必要な広報 

(3) 消防、水防その他応急措置 

(4) 被災者の救助、救護、その他の保護 

(5) 施設、設備の応急復旧 

(6) 防疫その他の保健衛生 

(7) 避難の準備情報、勧告、指示 

(8) 被災者に対する食料、飲料水及び日用品の確保、供給 

(9) 県災害対策本部への報告、要請 

(10)県災害対策本部との災害応急対策関連事項についての連携 

(11)自主防災組織との連携及び指導 

(12)その他必要な災害応急対策の実施 

第６ 警察の活動 

本部を設置し、防災警戒配備体制を敷く。 

(3) 勤務時間外の自主配備 

休日、夜間等勤務時間外に上記配備、本部設置等に該当する地震、津波等を覚知した場合、

各々所定の人員は自主的に登庁し、配備につく。 

第５ 市の活動 

市は、地震・津波による災害時において、第一義的な災害応急対策を実施する機関として、法令及

び本計画の定めるところにより、県、他自治体、防災関係機関及び市民等の協力を得ながら、災害応

急対策を実施する。また、災害の規模に応じて災害対策本部、現地災害対策本部等を速やかに設置

し、応急対策にあたる。 

１．活動体制 

(1) 組織、配備体制 

市は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ地震や津波災害に対処するための組織、配備体 

制及び職員の動員等について定めておく。その際、市は、県と一体となった体制がとれるよう、県

地域防災計画に定める配備基準、配備内容等と十分整合を図る。また、勤務時間外の災害発生に備

えて、あらかじめ地震・津波規模等に応じた登庁者等について定めておく。 

(2) 災害救助法が適用された場合の体制 

市は災害救助法が適用された場合、知事の指導を受けて、災害救助法に基づく救助事務を補助す 

る。 

(3) 自治体間の相互応援協定 

自治体間で相互応援協定を締結している場合、必要に応じて応援要請等を行う。 

２．市災害対策本部の所掌事務 

市災害対策本部が実施する主な所掌事務は次のとおりである。 

(1) 地震・津波情報その他災害応急対策に必要な情報の収集・伝達 

(2) 市民等の不安を除くために必要な広報 

(3) 消防、水防その他応急措置 

(4) 被災者の救助、救護、その他の保護 

(5) 施設、設備の応急復旧 

(6) 防疫その他の保健衛生 

(7) 避難の指示 

(8) 被災者に対する食料、飲料水及び日用品の確保、供給 

(9) 県災害対策本部への報告、要請 

(10)県災害対策本部との災害応急対策関連事項についての連携 

(11)自主防災組織との連携及び指導 

(12)その他必要な災害応急対策の実施 

第６ 警察の活動 

警察は、地震・津波による重大な災害時は、非常招集の規定に基づき職員を招集し、災害警備本部

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P40）R03.2 宮城県（津

P210） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P40）R03.2 宮城県（津

P211） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P40）R03.2 宮城県（津

P211） 
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警察は、地震・津波による重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、非常招集の規

定に基づき職員を招集し、災害警備本部等の設置、被害情報の収集活動、被災者の救出・救助活動等

所要の災害警備活動を行う。 

第７ 消防機関の活動 

市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、非常招集の規定等に基づき消防職員、消防団員を招集

し、防災活動体制を確立する。その後、速やかに、被災者等の救出・救助活動や被害情報の収集活動

など所要の活動を行う。 

１．消防本部の活動 

塩釜地区消防事務組合消防本部は、地震・津波災害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、市災

害対策本部及び警察署等関係機関と相互に連携をとり、効果的な活動を行う。 

２．消防団の活動 

消防団は、災害が発生した場合、原則として塩釜地区消防事務組合消防本部の消防長、消防署長

の指揮下に入り、常備消防と協力して出火警戒、消火、避難誘導、救急・救助等の活動を行う。 

３．水防管理団体等の活動 

地震・津波が発生した場合は、水防管理団体等は次のような措置をとる。 

(1) 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

(2) 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

(3) 水防資機材の点検、整備、配備 

第８ 防災関係機関の活動 

防災関係機関は、災害応急対策を実施するため、各々の配備、動員計画等に従い、関係職員を呼集

し速やかに災害対処する。この際、必要に応じて各々の機関の本社(本部)、関係社等にも情報提供、

応援要請を行うなど、迅速かつ広範な活動体制を敷く。 

第９ 市及び県との連携 

市は、県による現地災害対策本部が設置された際には、連携を密にして円滑な応急対策の推進を図

る。 

第５節 応援の要請・受入れ

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第４節「応援の要請・受入れ」を準用する。

第６節 災害救助法の適用

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第５節「災害救助法の適用」を準用する。

等の設置、被害情報の収集活動、被災者の救出・救助活動等所要の災害警備活動を行う。 

第７ 消防機関の活動 

市及び塩釜地区消防事務組合消防本部は、非常招集の規定等に基づき消防職員、消防団員を招集

し、防災活動体制を確立する。その後、速やかに、被災者等の救出・救助活動や被害情報の収集活動

など所要の活動を行う。 

１．消防本部の活動 

塩釜地区消防事務組合消防本部は、地震・津波災害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、市災

害対策本部及び警察署等関係機関と相互に連携をとり、効果的な活動を行う。 

２．消防団の活動 

消防団は、災害が発生した場合、原則として塩釜地区消防事務組合消防本部の消防長、消防署長

の指揮下に入り、常備消防と協力して出火警戒、消火、避難誘導、救急・救助等の活動を行う。 

３．水防管理団体等の活動 

地震・津波が発生した場合は、水防管理団体等は次のような措置をとる。 

(1) 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

(2) 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

(3) 水防資機材の点検、整備、配備 

第８ 防災関係機関の活動 

防災関係機関は、災害応急対策を実施するため、各々の配備、動員計画等に従い、関係職員を呼集

し速やかに災害対処する。この際、必要に応じて各々の機関の本社(本部)、関係社等にも情報提供、

応援要請を行うなど、迅速かつ広範な活動体制を敷く。 

第９ 市及び県との連携 

市は、県による現地災害対策本部が設置された際には、連携を密にして円滑な応急対策の推進を図

る。 

第５節 応援の要請・受入れ

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第４節「応援の要請・受入れ」を準用する。

第６節 災害救助法の適用

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第５節「災害救助法の適用」を準用する。
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第７節 救急・救助活動

第１ 目的 

津波発生時の救急・救助活動は、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第６節「救急・救助活動」

を準用することとするが、海上の捜索などが必要となる場合も想定されるため、県や宮城海上保安部

等、関係機関と連携して被害状況の調査及び救助活動を行う。

《応急対策の流れ》

津 波 警 報 等 解 除

被 害 状 況 の 把 握
（市民経済部市民班、建設部道路班、関係機関）

応 急 対 策 等
（市民経済部市民班、建設部道路班、関係機関）

救 助 活 動 、 捜 査

（消防部､エリア（現地班）､関係機関）

応 援 要 請

（消防部）

第２ 被害状況調査等対応 

１．陸上対応 

《実施担当－関係機関等》

市民経済部（市民班）、建設部(道路班)、エリア、県、関係機関 ― 各部、自衛隊

(1) 市は、直ちに被害状況を把握し、県に報告する。

(2) 市、東北地方整備局及び宮城県仙台土木事務所は、津波予報解除後に津波の影響範囲の道路・橋

りょうについてパトロールを実施し、道路施設における被害状況の把握を実施し、対策を検討する。

(3) 仙台塩釜港湾事務所は、津波予報解除後に速やかに施設の調査を実施し、被害状況を把握すると

ともに、二次災害の危険性の有無等を検討する。 

(4) 県は、相当の被害が見込まれるときは、被害状況の把握について自衛隊に対して応援を要請する。

２．海上等対応 

《実施担当－関係機関等》

宮城海上保安部、河川管理者

(1)宮城海上保安部は、海上及び沿岸部における被害状況の把握について、関係機関と密接な連携を

図るとともに、船艇、航空機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施する。 

(2) 河川管理者は、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、防災関係機関に

第７節 救急・救助活動

第１ 目的 

津波発生時の救急・救助活動は、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第６節「救急・救助活動」

を準用することとするが、海上の捜索などが必要となる場合も想定されるため、県や宮城海上保安部

等、関係機関と連携して被害状況の調査及び救助活動を行う。

《応急対策の流れ》

津 波 警 報 等 解 除

被 害 状 況 の 把 握
（都市産業部市民班、道路公園班、関係機関）

応 急 対 策 等
（都市産業部市民班、道路公園班、関係機関）

救 助 活 動 、 捜 査

（消防部､エリア（現地班）､関係機関）

応 援 要 請

(消防部) 

第２ 被害状況調査等対応 

１．陸上対応 

《実施担当－関係機関等》

都市産業部市民班、道路公園班)、エリア、県、関係機関 ― 各部、自衛隊

(1) 市は、直ちに被害状況を把握し、県に報告する 

(2) 市、東北地方整備局及び宮城県仙台土木事務所は、津波予報解除後に津波の影響範囲の道路・橋

梁についてパトロールを実施し、道路施設における被害状況の把握を実施し、対策を検討する。 

(3) 仙台塩釜港湾事務所は、津波予報解除後に速やかに施設の調査を実施し、被害状況を把握すると

ともに、二次災害の危険性の有無等を検討する。 

(4) 県は、相当の被害が見込まれるときは、被害状況の把握について自衛隊に対して応援を要請する。

２．海上等対応 

《実施担当－関係機関等》

宮城海上保安部、河川管理者

(1)宮城海上保安部は、海上及び沿岸部における被害状況の把握について、関係機関と密接な連携を

図るとともに、船艇、航空機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施する。 

(2) 河川管理者は、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、防災関係機関に
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連絡するとともに、障害物除去等に努め、河川等の安全の確保を図る。

第３ 救助活動等

１．陸上における救助 

《実施担当－関係機関等》

消防部、エリア（現地班） ― 塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署、関係機関

市は、津波の規模、時間的余裕により救助が可能と判断したときは、多賀城消防署、塩釜警察署と

連携して救助を実施する。この場合、要配慮者を優先する。

２．公有水面における救助 

《実施担当－関係機関等》

消防部 ― 地元漁業関係者、自衛隊、宮城海上保安部、関係機関

(1) 消防団は、河川等における要救助者を発見した場合、直ちに多賀城消防署、塩釜警察署、地元漁

業関係者の協力を得ながら、救助及び捜査活動等を行うものとするが、救助活動が困難な場合は、

県に対して救助活動の実施を要請する。 

(2) 県は、要請を受けた場合、防災ヘリコプターにより救助にあたるものとするが、要救助者が相当

数見込まれる場合は、自衛隊、宮城海上保安部に速やかに救助活動を要請する。 

第８節 医療救護活動

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第７節「医療救護活動」を準用する。

第９節 消火活動

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第８節「消火活動」を準用する。

第１０節 交通の機能確保

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第９節「交通の機能確保」を準用する。

第１１節 緊急輸送活動

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１０節「緊急輸送活動」を準用する。

第１２節 避難活動 

《実施担当－関係機関等》

連絡するとともに、障害物除去等に努め、河川等の安全の確保を図る。

第３ 救助活動等

１．陸上における救助 

《実施担当－関係機関等》

消防部、エリア（現地班） ― 塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署、関係機関

市は、津波の規模、時間的余裕により救助が可能と判断したときは、多賀城消防署、塩釜警察署と

連携して救助を実施する。この場合、要配慮者を優先する。

２．公有水面における救助 

《実施担当－関係機関等》

消防部 ― 地元漁業関係者、自衛隊、宮城海上保安部、関係機関

(1) 消防団は、河川等における要救助者を発見した場合、直ちに多賀城消防署、塩釜警察署、地元漁

業関係者の協力を得ながら、救助及び捜査活動等を行うものとするが、救助活動が困難な場合は、

県に対して救助活動の実施を要請する。 

(2) 県は、要請を受けた場合、防災ヘリコプターにより救助にあたるものとするが、要救助者が相当

数見込まれる場合は、自衛隊、宮城海上保安部に速やかに救助活動を要請する。 

第８節 医療救護活動

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第７節「医療救護活動」を準用する。

第９節 消火活動

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第８節「消火活動」を準用する。

第１０節 交通の機能確保

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第９節「交通の機能確保」を準用する。

第１１節 緊急輸送活動

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１０節「緊急輸送活動」を準用する。

第１２節 避難活動 

《実施担当－関係機関等》
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総括連絡部、エリア

第１ 目 的 

津波警報等及び地震情報が発表された場合又は遠地津波等のおそれがある場合、津波から市民等の安

全を確保するため、関係機関は相互に連携し、避難勧告・指示、誘導等必要な措置を講じる。

なお、その他の避難活動については、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１１節「避難活動」

を準用する。

１．避難の原則 

「避難行動」とは、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行

動」であり、各人が自らの判断で行動をとることが原則である。 

２．避難勧告等の対象とする避難行動 

避難指示（緊急）又は避難勧告（以下本節において「避難勧告等」という。）の対象とする避難

行動については、これまで避難所と呼称されてきた場所に移動することのみではなく、次の全ての

行動を避難行動とする。 

(1) 指定避難場所への移動 

(2) 自宅等から移動しての安全な場所への移動（公園、親戚や友人の家等） 

(3) 近隣の高い建物等への移動 

(4) 建物内の安全な場所での待機 

《応急対策の流れ》

地 震 発 生・津 波 予 報 発 表

津波高さ・想定到達時間の把握

（総括連絡部）

勧 告 等 決 定

（本 部 長）

避難準備・高齢者等避難開始
（総括連絡部、エリア(現地班)） 避 難 勧 告

（総括連絡部、エリア(現地

班)） 避難指示（緊急）

（総括連絡部、エリア(現地班)）

総括連絡部、エリア

第１ 目 的 

津波警報等及び地震情報が発表された場合又は遠地津波等のおそれがある場合、津波から市民等の安

全を確保するため、関係機関は相互に連携し、避難指示、誘導等必要な措置を講じる。

なお、その他の避難活動については、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１１節「避難活動」

を準用する。

１．避難の原則 

「避難行動」とは、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行

動」であり、各人が自らの判断で行動をとることが原則である。 

２．市民がとるべき避難行動

津波による浸水が想定される区域の居住者等の避難行動は立退き避難が基本であり、高台、津波

避難ビル等の指定緊急避難場所等、可能な限り安全な場所への立退き避難が考えられる。 

   津波は突発的に発生することから、津波による浸水が想定される区域の居住者等は、地震に伴う

強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長の避

難指示等の発令を待たずに、自主的かつ直ちに可能な限り高く安全な場所に避難する。 

《応急対策の流れ》

地 震 発 生・津 波 予 報 発 表

津波高さ・想定到達時間の把握

（総括連絡部）

避難情報の決定

（本 部 長）

※遠地津波等

避難場所への避難
警戒区域の設定

（総括連絡部）

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P47）R03.2 宮城県（津

P255） 

(自主避難) 

(自主避難) 

高齢者等避難

(総括連絡部、エリア(現地班))
避 難 指 示

(総括連絡部、エリア(現地班)) 



91 

現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

避難場所への避難 警戒区域の設定

（総括連絡部）

受入れ避難所への誘導

（エリア（現地班））

規 制 の 実 施

（エリア（現地班））

第２ 避難勧告等

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班） ― 県、塩釜警察署、自衛隊

市は、地震・津波による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに的確な避難勧

告等を行い、関係機関の協力のもとに安全かつ効率的な避難誘導を行う。その際、市民のみならず、観

光客、工事関係者等にもれなく伝達されるよう、また、要配慮者にも配慮したわかりやすい伝達を行い、

生命又は身体の安全を確保する。

１．実施責任者、災害種別等 

避難勧告等の実施責任者と災害種別等については、次のとおりとする。

【避難勧告等の実施責任者と災害種別等】 

実施責任者 種別 勧告等を行う要件 根 拠 法 規

市  長

災害の発生により

市がその全部又は

大部分の事務を行

うことができなく

なったときは知事

災

害

全

般

(1) 市民等の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡

大を防止するため特に必要と認める場合は、避難のための

立ち退きの勧告等を行う。 

(2) 災害による市民等の生命・身体に対する危険を防止す

るため特に必要と認める場合は、警戒区域を設定し、災害

応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立

ち入りを制限若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を

命じる。 

災害対策基本法第

60条、63条 

警 察 官

(1) 市長から要請があった場合 

(2) 市長が避難の指示をすることができないと認めるとき 

(3) 人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重

大な損害を及ぼすおそれがあり、特に急を要する場合 

(1)(2)は災害対策

基本法第61条 

警察官職務執行法

第4条 

知事、その命を

受けた職員、

水防管理者

洪

水

洪水によって著しい危険が切迫していると認められる場

合は、必要と認める区域の市民等に対して避難の指示を実施 

水防法第22条 

知事、その命を

受けた職員

地
滑
り

地すべりによって著しい危険が切迫していると認められ

る場合は、必要と認められる区域の市民等に対して避難の指

示を実施 

地すべり等防止法

第25条 

受入れ避難所への誘導

（エリア（現地班））

規 制 の 実 施

（エリア（現地班））

第２ 避難指示等 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班） ― 県、塩釜警察署、自衛隊

市は、地震・津波による災害時には、速やかに的確な避難指示等を行い、関係機関の協力のもとに安

全かつ効率的な避難誘導を行う。その際、市民のみならず、観光客、工事関係者等にもれなく伝達され

るよう、また、要配慮者にも配慮したわかりやすい伝達を行い、生命又は身体の安全を確保する。

１．実施責任者、災害種別等 

避難指示等の実施責任者と災害種別等については、次のとおりとする。

【避難指示等の実施責任者と災害種別等】 

実施責任者 種別 指示等を行う要件 根 拠 法 規

市  長

災害の発生により

市がその全部又は

大部分の事務を行

うことができなく

なったときは知事

災

害

全

般

(1) 市民等の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡

大を防止するため特に必要と認める場合は、避難のための

立ち退きの指示等を行う。 

(2) 災害による市民等の生命・身体に対する危険を防止す

るため特に必要と認める場合は、警戒区域を設定し、災害

応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立

ち入りを制限若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を

命じる。 

災害対策基本法第

60条、63条 

警 察 官

(1) 市長から要請があった場合 

(2) 市長が避難の指示をすることができないと認めるとき 

(3) 人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重

大な損害を及ぼすおそれがあり、特に急を要する場合 

(1)(2)は災害対策

基本法第61条 

警察官職務執行法

第4条 

知事、その命を

受けた職員、

水防管理者

洪

水

洪水によって著しい危険が切迫していると認められる場

合は、必要と認める区域の市民等に対して避難の指示を実施 

水防法第22条 

知事、その命を

受けた職員

地
滑
り

地すべりによって著しい危険が切迫していると認められ

る場合は、必要と認められる区域の市民等に対して避難の指

示を実施 

地すべり等防止法

第25条 

○災害対策基本法の改正によ

る避難情報の一本化に伴う修

正 

○災害対策基本法の改正によ

る避難情報の一本化に伴う修

正 
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自 衛 官

災
害
全
般

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、危険な事態が生

じ、かつ警察官がその場にいない場合 

自衛隊法第94条 

海上保安官

災
害
全
般

(1) 市長から要請があった場合 

(2) 市長が避難の指示をすることができないと認めるとき 

災害対策基本法第

61条 

(1) 市長の役割 

強い揺れ（震度4以上）を感じたとき又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときには、

必要と認める場合、海浜にある者、沿岸付近の市民等に直ちに海浜から退避し、安全な場所に避難す

るよう指示等を行う。

地震発生後、報道機関等から津波警報等が放送されたときには、市長は、海浜にある者、沿岸付近

の市民等に直ちに海浜から退避し、安全な場所に避難するよう指示等を行う。なお、放送ルート以外

の法定ルート等により市長に津波警報等が伝達された場合にも、同様の措置をとる。

(2) 遠地地震の場合の避難勧告等 

本市から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当の時間があるものにつ

いては、気象庁が、津波警報等が発表される前から津波の到達予想時刻等の情報を「遠地地震に関す

る情報」の中で発表する場合がある。市は、この「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表

される可能性があることを認識し、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発

令を検討するものとする。

２．避難勧告等の実施要領 

地震の発生により津波が発生し、災害発生のおそれがある場合、避難勧告等を発令する。なお、緊

急を要する場合には、「災害対策基本法」第57条に基づき、市長は放送事業者に対して避難勧告等の

内容についての放送を依頼する。 

なお、どのような津波であれ、危険地域からの一刻も早い避難が必要であることから、避難準備・

高齢者等避難開始及び避難勧告は発令せず、基本的に避難指示（緊急）のみを発令する。

(1) 避難準備・高齢者等避難開始

区  分 基 準 及 び 方 法 

条  件 
災害発生のおそれがあり、事態の推移によっては、避難の勧告、指示等を実施

する必要が予想される場合 

趣  旨 
危険が予想される地域の市民等に事態の周知を図り、事前に避難するための準

備の促進要。要配慮者は避難を開始する目安とする。 

伝達内容 発令者、危険予想地域、避難準備すべき理由、避難すべき地域 

自 衛 官

災
害
全
般

災害派遣を命じられた部隊の自衛官は、危険な事態が生

じ、かつ警察官がその場にいない場合 

自衛隊法第94条 

海上保安官

災
害
全
般

(1) 市長から要請があった場合 

(2) 市長が避難の指示をすることができないと認めるとき 

災害対策基本法第

61条 

(1) 市長の役割 

強い揺れ（震度4以上）を感じたとき又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときには、

必要と認める場合、海浜にある者、沿岸付近の市民等に直ちに海浜から退避し、安全な場所に避難す

るよう指示等を行う。

地震発生後、報道機関等から津波警報等が放送されたときには、市長は、海浜にある者、沿岸付近

の市民等に直ちに海浜から退避し、安全な場所に避難するよう指示等を行う。なお、放送ルート以外

の法定ルート等により市長に津波警報等が伝達された場合にも、同様の措置をとる。

(2) 遠地地震の場合の避難指示等 

本市から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当の時間があるものにつ

いては、気象庁が、津波警報等が発表される前から津波の到達予想時刻等の情報を「遠地地震に関す

る情報」の中で発表する場合がある。市は、この「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表

される可能性があることを認識し、高齢者等避難、避難指示の発令を検討するものとする。

２．避難指示等の実施要領 

地震の発生により津波が発生し、災害発生のおそれがある場合、避難指示等を発令する。なお、緊

急を要する場合には、「災害対策基本法」第57条に基づき、市長は放送事業者に対して避難指示等の

内容についての放送を依頼する。 

なお、どのような津波であれ、危険地域からの一刻も早い避難が必要であることから、基本的に

避難指示を発令する。

(1)高齢者等避難 

区  分 基 準 及 び 方 法 

条  件 
災害発生のおそれがあり、事態の推移によっては、避難の指示等を実施する必要が

予想される場合 

趣  旨 
危険が予想される地域の市民等に事態の周知を図り、事前に避難するための準備の

促進要。要配慮者は避難を開始する目安とする。 

伝達内容 発令者、危険予想地域、避難準備すべき理由、避難すべき地域 

○災害対策基本法の改正によ

る避難情報の一本化に伴う修

正 

○災害対策基本法の改正によ

る避難情報の一本化に伴う修

正 
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(2) 避難勧告 

区  分 基 準 及 び 方 法 

条  件 当該地域、土地建物等に災害が発生するおそれがある場合 

趣  旨 

災害を覚知し、被害の拡大が予想され、事前に避難を要すると判断されるとき、その

地域の市民等がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立ち退きを勧

め又は促す行為をいう。市民等は災害の状況に応じて適切に避難する。 

伝達内容 勧告者、避難すべき理由 

(3) 避難指示（緊急）

区  分 基 準 及 び 方 法 

条  件 
状況が悪化し、避難すべき時期が切迫した場合、又は現に災害が発生しその現場に残

留者がいる場合 

趣  旨 

災害の危険が目前に切迫し、緊急に避難を要すると認められるとき、「勧告」よりも拘

束力が強く、市民等を避難のために立ち退かせるためのものをいう。市民等は直ちに

避難する。 

伝達内容 指示者、避難すべき理由 

３．避難勧告等により市民等に求める行動

立退き避難が必要な市民等に求める行動 

避難準備・高齢者 

等避難開始

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、

水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましい。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激な水

位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該災害に対

応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる。 

避難勧告

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない

と自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少しでも

命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」※2を行う。 

避難指示（緊急） 

・既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況となっており、

未だ避難していない人は、予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ

緊急に避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない

と自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少しでも

命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」※2を行う。 

※1 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 

※2 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

注 突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、身の

(2) 避難指示

区  分 基 準 及 び 方 法 

条  件 当該地域、土地建物等に災害が発生するおそれがある場合 

趣  旨 

災害を覚知し、被害の拡大が予想され、事前に避難を要すると判断されるとき、そ

の地域の市民等が避難のための立ち退きを勧め又は促す行為をいう。市民等は直ち

に避難する。

伝達内容 指示者、避難すべき理由 

３．避難指示等により市民等に求める行動

立退き避難が必要な市民等に求める行動

高齢者等避難 

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、

水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましい。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激な水

位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該災害に対

応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる。 

避難指示

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない

と自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少しでも

命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」※2を行う。 

※1 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 

※2 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

注 突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、身の

危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。特に、津波については強い揺れ又は長時間ゆっく

りとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長からの避難指示（緊急）の

発令を待たずに、居住者等が自発的かつ速やかに立退き避難をすることが必要である。 

資料：「避難情報に関するガイドライン」令和 3年 5月 内閣府（防災担当） ○災害対策基本法の改正によ

る避難情報の一本化に伴う修

正 
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危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。特に、津波については強い揺れ又は長時間ゆっく

りとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長からの避難指示（緊急）の

発令を待たずに、居住者等が自発的かつ速やかに立退き避難をすることが必要である。 

資料：「避難勧告等に関するガイドライン②（発令基準・防災体制編）」平成 29年 1月 内閣府（防災担当）

４．避難勧告等の伝達方法 

市は、市民のみならず、観光客、工事関係者等にもれなく伝達されるよう、以下に示すあらゆる

伝達手段の活用を図る。聴覚障害者に対しては緊急速報メールや一斉ＦＡＸにより周知を行うなど、

要配慮者に配慮した方法を併せて実施するよう努める。 

(1) 防災行政無線（同報系）（エリア内の屋外拡声装置）、防災広報装置からの伝達 

(2) テレビ、ラジオ等の報道機関を通じた伝達 

(3) 緊急速報メール・インターネット・ＳＮＳを通じた伝達 

(4) 広報車による伝達 

(5)サイレン（水防第4号信号）：避難指示の場合のみ 

(6) その他必要に応じて口頭・徒歩による伝達を併用 

５．避難勧告等の連絡 

(1) 市長が避難勧告等を行った場合 

市長は、避難勧告等を行った場合は、知事へ通知するとともに、関係機関へ通知する。解除する

場合も同様とする。 

(2) 市長以外が避難勧告等を行った場合 

市長以外が避難勧告等を行った場合は、直ちに総括連絡部に報告し、市長は上記に準じて関係機

関等へ連絡する。

第３ 警戒区域の設定 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班） ― 塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署、

       宮城海上保安部、自衛隊

市民等の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る場合は、警戒区域を設定

し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し又は当該区域からの退去を命じる。

１．警戒区域の設定 

津波による災害が想定される場合、又はまさに災害が発生しようとしている場合において、人の生

命又は身体に対する危険を防止する必要があると認める場合は、災害対策基本法第63条に基づき、警

戒区域を次の要領で設定する。なお、県への報告は、避難の措置及びその解除に準じて行う。

(1) 市長は、その職権によって警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する以外の者に対して当該区

域への立ち入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命じる。ただし、危険が切迫し市長が発令す

４．避難指示等の伝達方法 

市は、市民のみならず、観光客、工事関係者等にもれなく伝達されるよう、以下に示すあらゆる

伝達手段の活用を図る。聴覚障害者に対しては緊急速報メールや一斉ＦＡＸにより周知を行うなど、

要配慮者に配慮した方法を併せて実施するよう努める。 

(1) 防災行政無線（同報系）（エリア内の屋外拡声装置） 

(2) テレビ（各局）、ラジオ等の報道機関、電話、携帯電話（防災情報アプリ「多賀城防災」）を

通じた伝達 

(3) 緊急速報メール・インターネット・ＳＮＳ（LINE・Twitter・Facebook）を通じた伝達 

(4) 広報車による伝達 

(5) サイレン（水防第4号信号）：避難指示の場合のみ 

(6) その他必要に応じて口頭・徒歩による伝達を併用 

５．避難指示等の連絡 

(1) 市長が避難指示等を行った場合 

市長は、避難指示等を行った場合は、知事へ通知するとともに、関係機関へ通知する。解除する

場合も同様とする。 

(2) 市長以外が避難指示等を行った場合 

市長以外が避難指示等を行った場合は、直ちに総括連絡部に報告し、市長は上記に準じて関係機

関等へ連絡する。

第３ 警戒区域の設定 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班） ― 塩釜地区消防事務組合消防本部、塩釜警察署、

       宮城海上保安部、自衛隊

市民等の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る場合は、警戒区域を設定

し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し又は当該区域からの退去を命じる。

１．警戒区域の設定 

津波による災害が想定される場合、又はまさに災害が発生しようとしている場合において、人の生

命又は身体に対する危険を防止する必要があると認める場合は、災害対策基本法第６３条に基づき、

警戒区域を次の要領で設定する。なお、県への報告は、避難の措置及びその解除に準じて行う。

(1) 市長は、その職権によって警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する以外の者に対して当該区

域への立ち入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命じる。ただし、危険が切迫し市長が発令す

○法改正による名称変更によ

る修正 

○避難勧告・避難指示の一本

化による修正 

○避難勧告・避難指示の一本

化による修正 
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るいとまのない場合は、ブロック長、その他の関係部長等が行う。この場合、事後直ちにその旨を

市長に報告しなければならない。 

(2) 警察官、海上保安官又は派遣された部隊等の自衛官は、前記の職員が現場にいない場合、又はこ

れらの者から要求があった場合は、この職権を行うことができる。この場合、事後直ちにその旨を

市長に通知しなければならない。 

(3) 警戒区域の設定に必要な措置は、総括連絡部、塩釜地区消防事務組合消防本部、その他関係部等

が連携し、塩釜警察署等の協力を得て行う。

２．規制の実施 

(1) 市長は、警戒区域の設定について塩釜警察署長等関係者との連絡調整を行う。 

(2) 市長は、警戒区域を設定した場合、塩釜警察署長に協力を要請して警戒区域から退去又は立入禁

止の措置をとる。 

(3) 市長は、塩釜警察署、消防団、自主防災組織等の協力を得て、市民等の退去を確認するとともに、

可能な限り防犯、防火の警戒を行う。 

第４ 避 難 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班）、防火管理者等、交通機関

津波から市民等の安全を確保するため、関係機関相互の連携のもと、要配慮者に配慮しつつ、避難勧

告・指示、誘導等必要な措置を講じる。

１．自主避難 

市民等の避難は、自主避難を基本とする。 

２．避難誘導 

市長等が避難勧告等を行った場合は、市民等の避難誘導を行う。

誘導に当たっては、安全を確認しつつ、避難行動要支援者の安全の確保を図り、必要な援助を行う。

また、優先避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者の避難を優先して行う。さらに、避難場所

及び避難路や避難先、災害危険箇所等の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。

なお、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動がかえって危険を伴う場合等やむ

を得ないと市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動等の安全確保措置を講じ

るよう努める。

(1) 指定避難所への市民等の避難誘導 

現地班は、自治会役員及び自主防災組織の協力を得て、必要に応じて指定避難所への市民等の避

難誘導を行う。 

るいとまのない場合は、ブロック長、その他の関係部長等が行う。この場合、事後直ちにその旨を

市長に報告しなければならない。 

(2) 警察官、海上保安官又は派遣された部隊等の自衛官は、前記の職員が現場にいない場合、又はこ

れらの者から要求があった場合は、この職権を行うことができる。この場合、事後直ちにその旨を

市長に通知しなければならない。 

(3) 警戒区域の設定に必要な措置は、総括連絡部、塩釜地区消防事務組合消防本部、その他関係部等

が連携し、塩釜警察署等の協力を得て行う。

２．規制の実施 

(1) 市長は、警戒区域の設定について塩釜警察署長等関係者との連絡調整を行う。 

(2) 市長は、警戒区域を設定した場合、塩釜警察署長に協力を要請して警戒区域から退去又は立入禁

止の措置をとる。 

(3) 市長は、塩釜警察署、消防団、自主防災組織等の協力を得て、市民等の退去を確認するとともに、

可能な限り防犯、防火の警戒を行う。 

第４ 避 難 

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班）、防火管理者等、交通機関

津波から市民等の安全を確保するため、関係機関相互の連携のもと、要配慮者に配慮しつつ、避難指

示、誘導等必要な措置を講じる。

１．自主避難 

市民等の避難は、自主避難を基本とする。 

２．避難誘導 

市長等が避難指示等を行った場合は、市民等の避難誘導を行う。

誘導に当たっては、安全を確認しつつ、避難行動要支援者の安全の確保を図り、必要な援助を行う。

また、優先避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者の避難を優先して行う。さらに、避難場所

及び避難路や避難先、災害危険箇所等の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。

なお、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動がかえって危険を伴う場合等やむ

を得ないと市民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な待避場所への移動等の安全確保措置を講じ

るよう努める。

(1) 指定収容避難所への市民等の避難誘導 

現地班は、自治会・町内会等の役員及び自主防災組織の協力を得て、必要に応じて指定収容避難

所への市民等の避難誘導を行う。 〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正
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(2) 津波避難ビルへの市民等の避難誘導 

現地班は、指定避難所への避難が間に合わないと判断した場合、事前に指定した津波避難ビルの

管理者の協力を得て、津波避難ビルへの市民等の避難誘導を行う。

(3) 学校、事業所等における誘導 

学校、幼稚園、保育所、事業所、その他多数の人が集まる場所においては、原則として施設の防

火管理者等が、避難誘導を行う。 

(4) 交通機関等における誘導 

交通機関等における避難誘導は、その交通機関があらかじめ定めた防災業務計画に基づいて行

う。 

(5) 要配慮者の誘導 

災害発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、

避難は徒歩を原則とするが、要配慮者やその避難支援を行う者で徒歩による円滑な避難が困難な場

合、市職員、警察官、消防職員等は、自動車でも安全かつ確実な避難を行えるよう、地域や道路の

事情に応じた対応に努める。 

第１３節 避難所・避難ビルの開設・管理

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班）

第１ 目 的 

津波注意報又は警報が発表され、津波からの避難が必要と認められた場合は、市民等の受入れ施設と

して指定避難所（以下｢避難所｣という。）及び津波の待避場所となる高層堅牢建物（以下「津波避難ビ

ル」という。）を開設し、避難所内自治組織を中心とした市民組織の協力を得て、避難所・津波避難ビ

ルを運営する。

なお、その他の避難所・避難ビルの管理については、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１２

節「避難所の開設・管理」を準用する。

《応急対策の流れ》

地 震 発 生・津 波 予 報 発 表

津波警報（大津波、津波） 津波注意報

(2) 津波避難ビルへの市民等の避難誘導 

現地班は、指定収容避難所への避難が間に合わないと判断した場合、事前に指定した津波避難ビ

ルの管理者の協力を得て、津波避難ビルへの市民等の避難誘導を行う。

(3) 学校、事業所等における誘導 

学校、幼稚園、保育所、事業所、その他多数の人が集まる場所においては、原則として施設の防

火管理者等が、避難誘導を行う。 

(4) 交通機関等における誘導 

交通機関等における避難誘導は、その交通機関があらかじめ定めた防災業務計画に基づいて行

う。 

(5) 要配慮者の誘導 

災害発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、

避難は徒歩を原則とするが、要配慮者やその避難支援を行う者で徒歩による円滑な避難が困難な場

合、市職員、警察官、消防職員等は、自動車でも安全かつ確実な避難を行えるよう、地域や道路の

事情に応じた対応に努める。 

第１３節 避難所・避難ビルの開設・管理

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、エリア（現地班）

第１ 目 的 

津波注意報又は警報が発表され、津波からの避難が必要と認められた場合は、市民等の受入れ施設と

して指定避難所（以下｢避難所｣という。）及び津波の待避場所となる高層堅牢建物（以下「津波避難ビ

ル」という。）を開設し、避難所内自治組織を中心とした市民組織の協力を得て、避難所・津波避難ビ

ルを運営する。

なお、その他の避難所・避難ビルの管理については、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１２

節「避難所の開設・管理」を準用する。

《応急対策の流れ》

地 震 発 生・津 波 予 報 発 表

津波警報（大津波、津波） 津波注意報

（津P260） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

避難所・津波避難ビルの点検

（施設管理者）
避難所・津波避難ビルの点検・開設準備

（施設管理者）

避難所・津波避難ビルの開設

（エリア（現地班）、施設管理者）

避難所以外の避難場所への対応

（エリア（現地班））

避難所・津波避難ビルの管理

（エリア（現地班）、施設管理者）

避難所・津波避難ビルの管理

（エリア（現地班）、施設管理者）

津波警報・注意報解除

避難所・津波避難ビルの統廃合・閉鎖

（エリア（現地班））

第２ 避難所・津波避難ビルの開設 

《実施担当－関係機関等》

エリア（現地班）、施設管理者、総務部、保健福祉部 ― 自主防災組織

市は、地震・津波による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに避難所・津波避

難ビルを開設するとともに、市民等に対して周知する。

１．開設基準 

(1) 宮城県沿岸に津波警報（大津波、津波）（仙台管区気象台発表）が発表され、災害が発生するお

それがある場合は、施設管理者は、避難所の全てを開設する。また、避難地域の市民等が津波の襲

来前に避難所に避難できないおそれがある場合、あらかじめ指定した津波避難ビルについても、管

理者へ連絡し開設する。 

(2) 津波注意報が発表された場合は、施設管理者は、状況に応じて避難所・津波避難ビルを開設する。

２．避難受入れの対象者 

(1) 避難勧告・指示が発令された場合等によって緊急避難の必要がある者 

(2) 自主的に避難した者 

(3) 地震により住居が被害を受け、居住の場を失った者 

３．開設方法 

施設管理者又はエリア配備職員の派遣によって各避難所・津波避難ビルを開設する。

避難所・津波避難ビルの点検

（施設管理者）
避難所・津波避難ビルの点検・開設準備

（施設管理者）

避難所・津波避難ビルの開設

（エリア（現地班）、施設管理者）

避難所以外の避難場所への対応

（エリア（現地班））

避難所・津波避難ビルの管理

（エリア（現地班）、施設管理者）

避難所・津波避難ビルの管理

（エリア（現地班）、施設管理者）

津波警報・注意報解除

避難所・津波避難ビルの統廃合・閉鎖

（エリア（現地班））

第２ 避難所・津波避難ビルの開設 

《実施担当－関係機関等》

エリア（現地班）、施設管理者、総務部、保健福祉部 ― 自主防災組織

市は、地震・津波による災害時は、速やかに避難所・津波避難ビルを開設するとともに、市民等に対

して周知する。

１．開設基準 

(1) 宮城県沿岸に津波警報（大津波、津波）(仙台管区気象台発表)が発表され、災害が発生するおそ

れがある場合は、施設管理者は、避難所の全てを開設する。また、避難地域の市民等が津波の襲来

前に避難所に避難できないおそれがある場合、あらかじめ指定した津波避難ビルについても、管理

者へ連絡し開設する。 

(2) 津波注意報が発表された場合は、施設管理者は、状況に応じて避難所・津波避難ビルを開設する。

２．避難受入れの対象者 

(1) 避難指示が発令された場合等によって緊急避難の必要がある者 

(2) 自主的に避難した者 

(3) 地震により住居が被害を受け、居住の場を失った者 

３．開設方法 

施設管理者又はエリア配備職員の派遣によって各避難所・津波避難ビルを開設する。

○Ｒ04 防災基本計画の修正に

よる訂正 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

(1) 宮城県沿岸に津波警報（大津波、津波）（仙台管区気象台発表）が発表され、災害が発生するお

それがある場合は、施設管理者又は現地班長は、速やかに施設を点検のうえ開設する。 

(2) 津波注意報が発表された場合は、その状況に応じて施設管理者又は現地班長は、施設を点検のう

え開設の準備を行う。 

(3) 避難所の受入れ能力に不足が生じるときは、予想される津波の高さに対し十分な高さを有する施

設の管理者に受入れ施設を求める。

４．避難所以外の避難場所への対応 

避難所・津波避難ビル以外の施設に避難者が集結した場合、当該施設及び避難者で対応できない部

分については、避難所に準じて対応することとする。

５．関係機関への通知 

市は、直ちに避難所開設の状況を知事に報告する。

第３ 避難所・津波避難ビルの管理

《実施担当－関係機関等》

エリア（現地班） ― 保健福祉部（福祉班）、総務部（庶務班）

市は、避難所運営マニュアルなどを踏まえ、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、

避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、市民、自主防

災組織等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の自治体に対して協力を求める。

１．管理者の設置 

避難所・津波避難ビルの管理者は、現地班長とする。

２．運営主体 

市は、避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつ

つ、被災者が主体となって相互に助け合う運営体制に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援す

る。

３．避難者の移動禁止 

(1) 津波は、第1波よりも、第2、3波の方が高い場合がある。従って、「津波警報解除」の発表までは、

避難所・津波避難ビルからの移動はしない。 

(2) 地震の本震によって破壊しなかった建物は、その後の地震動で破壊する確率は小さい。従って、

避難所・津波避難ビルに建物を用いた場合は、火災による危険がない限り津波警報が解除されるま

(1) 宮城県沿岸に津波警報（大津波、津波）（仙台管区気象台発表）が発表され、災害が発生するお

それがある場合は、施設管理者又は現地班長は、速やかに施設を点検のうえ開設する。 

(2) 津波注意報が発表された場合は、その状況に応じて施設管理者又は現地班長は、施設を点検のう

え開設の準備を行う。 

(3) 避難所の受入れ能力に不足が生じるときは、予想される津波の高さに対し十分な高さを有する施

設の管理者に受入れ施設を求める。

４．避難所以外の避難場所への対応 

避難所・津波避難ビル以外の施設に避難者が集結した場合、当該施設及び避難者で対応できない部

分については、避難所に準じて対応することとする。

５．関係機関への通知 

市は、直ちに避難所開設の状況を知事に報告する。

第３ 避難所・津波避難ビルの管理

《実施担当－関係機関等》

エリア（現地班） ― 保健福祉部（福祉班）、総務部（庶務班）

市は、避難所運営マニュアルなどを踏まえ、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、

避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、市民、自主防

災組織等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の自治体に対して協力を求める。

１．管理者の設置 

避難所・津波避難ビルの管理者は、現地班長とする。

２．運営主体 

市は、避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつ

つ、被災者が主体となって相互に助け合う運営体制に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援す

る。

３．避難者の移動禁止 

(1) 津波は、第１波よりも、第２、３波の方が高い場合がある。従って、「津波警報解除」の発表ま

では、避難所・津波避難ビルからの移動はしない。 

(2) 地震の本震によって破壊しなかった建物は、その後の地震動で破壊する確率は小さい。従って、

避難所・津波避難ビルに建物を用いた場合は、火災による危険がない限り津波警報が解除されるま

○避難勧告・避難指示の一本

化による修正 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

では移動しないことを原則とする。

４．避難所の管理 

(1) 避難者の把握 

避難所管理者は、定められた用紙を配布・回収のうえ、これを基に避難者名簿をできる限り早期

に作成し、毎日更新する。 

(2) 食料、生活必需品の請求 

避難所管理者は、避難所全体で集約された食料、生活必需品、その他物資の必要数について市に

報告する。市はその報告を取りまとめた後、必要物資を調達する。

また、避難所管理者は、到着した食料や物資を受け取った場合は、その都度避難所物品受払簿に

記入のうえ、ボランティア等の協力を得て配布する。

５．要配慮者への対応 

(1) 避難所管理者は、避難所・津波避難ビルを開設した場合、現地班職員を中心に、自治組織やボラ

ンティア等の協力を得て、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者を把握し、これらの者の

健康状態等について配慮する。 

(2) 避難所管理者は、要配慮者が必要とする食料、生活必需品等の調達について市に要請するほか、

避難所内の別の場所を提供するなどの配慮を行う。 

(3) 必要に応じて社会福祉施設、病院等への入所、被災地外への避難等が行えるよう保健福祉部と相

談する。 

(4) 避難が長期化した場合には、要配慮者の対応について十分配慮する。 

６．自主防災組織及びボランティアの役割 

避難所・津波避難ビル内における市民等の自主防災組織やボランティア組織は、避難者と協力し、

避難所の効率的な管理運営がなされるよう努める。

７．プライバシー保護 

避難所管理者は、避難所生活の長期化に対応して、避難者の世帯間を仕切るための簡易間仕切りの

導入等、避難者のプライバシー確保に留意する。

８．在宅避難者、車中生活を送る避難者等への支援 

市は、避難所で生活せず食事のみ受け取りに来ている在宅避難者、及びやむを得ず車中生活を送

る避難者等に係る情報の早期把握に努め、県等への報告を行うとともに必要な支援を行う。

また、民生委員･児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安

否の確認に努め、把握した情報について市に提供する。

では移動しないことを原則とする。

４．避難所の管理 

(1) 避難者の把握 

避難所管理者は、定められた用紙を配布・回収のうえ、これを基に避難者名簿をできる限り早期

に作成し、毎日更新する。 

(2) 食料、生活必需品の請求 

避難所管理者は、避難所全体で集約された食料、生活必需品、その他物資の必要数について市に

報告する。市はその報告を取りまとめた後、必要物資を調達する。

また、避難所管理者は、到着した食料や物資を受け取った場合は、その都度避難所物品受払簿に

記入のうえ、ボランティア等の協力を得て配布する。

５．要配慮者への対応 

(1) 避難所管理者は、避難所・津波避難ビルを開設した場合、現地班職員を中心に、自治組織やボラ

ンティア等の協力を得て、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者を把握し、これらの者の

健康状態等について配慮する。 

(2) 避難所管理者は、要配慮者が必要とする食料、生活必需品等の調達について市に要請するほか、

避難所内の別の場所を提供するなどの配慮を行う。 

(3) 必要に応じて社会福祉施設、病院等への入所、被災地外への避難等が行えるよう保健福祉部と相

談する。 

(4) 避難が長期化した場合には、要配慮者の対応について十分配慮する。 

６．自主防災組織及びボランティアの役割 

避難所・津波避難ビル内における市民等の自主防災組織やボランティア組織は、避難者と協力し、

避難所の効率的な管理運営がなされるよう努める。

７．プライバシー保護 

避難所管理者は、避難所生活の長期化に対応して、避難者の世帯間を仕切るための簡易間仕切りの

導入等、避難者のプライバシー確保に留意する。

８．在宅避難者、車中生活を送る避難者等への支援 

市は、避難所で生活せず食料や水等を受取に来ている在宅避難者、及びやむを得ず車中生活を送

る避難者等に係る情報の早期把握に努め、県等への報告を行うとともに必要な支援を行う。

また、民生委員･児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、避難行動要支援者等の

要配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について市に提供する。
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９．避難者への情報提供 

市は、避難者が必要とする情報を適宜提供できるよう、次の措置を実施する。

(1) 避難所に設置した掲示板により災害情報を掲示する。 

(2) ＮＨＫ仙台放送局に対して、避難所へのテレビの設置を依頼する。 

(3) 電気通信事業者に対して、避難所への特設公衆電話の設置を依頼する。 

(4) 津波避難ビルについては、情報提供の方法について事前に管理者と協議する。 

(5) 臨時ＦＭ局を開設する。 

第４ 避難所の環境維持

１．良好な生活環境の維持 

市は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。そのため、食事供与の状況、

トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。

２．健康状態・衛生状態の把握 

市は、必要に応じ、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及

び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対

策の必要性、食料の過不足、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛

生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。

３．男女共同参画 

(1) 避難所運営への女性の参画促進 

市は、避難所の運営において、男女を問わず参加する打合せ会を持つなど、女性の参画を推進

する。 

(2) 多様なニーズへの配慮 

市は、避難所の運営において、男女及び性的マイノリティのニーズの違い等多様な視点に配慮

する。 

特に、生理用品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミルク、哺乳ビン、離乳食等の物資提供、

女性専用の物干し場、仕切り、更衣室、授乳室、入浴設備の設置、男女別トイレの確保や、生理用

品、女性用下着の女性による配布、避難所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定又は専用避

難所・救護所の確保、乳幼児が安全に遊べる空間の確保、安全性の確保など、女性や子育て家庭

のニーズに配慮した避難場所の運営に努める。 

(3) 運営参加者（自治組織）への配慮 

市は、避難者が運営に参加する場合は、固定的な性別役割分担意識によることなく、避難者の

９．避難者への情報提供 

市は、避難者が必要とする情報を適宜提供できるよう、次の措置を実施する。

(1) 避難所に設置した掲示板により災害情報を掲示する。 

(2) ＮＨＫ仙台放送局に対して、避難所へのテレビの設置を依頼する。 

(3) 電気通信事業者に対して、避難所への特設公衆電話の設置を依頼する。 

(4) 津波避難ビルについては、情報提供の方法について事前に管理者と協議する。 

(5) 臨時ＦＭ局を開設する。 

第４ 避難所の環境維持

１．良好な生活環境の維持 

市は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。そのため、食事供与の状況、

トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。

また、市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の

健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措

置を講じるよう努めるものとする。

２．健康状態・衛生状態の把握 

市は、必要に応じ、プライバシーの確保状況、段ボールベッド、簡易ベッド、パーティション等の

活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等

による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の過不足、配食等の状況、し尿及びごみの処理状

況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。

３．男女共同参画 

(1) 避難所運営への女性の参画促進 

市は、避難所の運営において、男女を問わず参加する打合せ会を持つなど、女性の参画を推進

し、男性に偏った運営体制とならないよう配慮する。

(2) 男女及び性的マイノリティ（LGBT等）のニーズの違いへの配慮 

市は、避難所の運営において、男女及び性的マイノリティ（LGBT等）のニーズの違い等に配慮

する。 

特に、生理用品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミルク、哺乳ビン、離乳食等の物資提供、

女性専用の物干し場、仕切り、更衣室、授乳室、入浴設備の設置、男女及び多目的トイレの確保

や、生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定

又は専用避難所・救護所の確保、乳幼児が安全に遊べる空間の確保、男女ペアによる巡回警備や

防犯ブザーの配付等による安全性の確保など、女性や子育て家庭など多様なニーズに配慮した避

難所の運営に努める。 

(3) 女性・子供等への配慮 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P262） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P52）R03.2 宮城県（津

P262） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P52）R03.2 宮城県（津

P262） 



101 

現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

自主性を尊重するとともに、役割の固定化により、一部の避難者に負担が偏らないよう配慮する。

第５ 避難所・津波避難ビルの統廃合及び閉鎖

津波警報の解除等、津波の危険性がなくなった場合、避難者の状況を勘案しつつ、避難所・津波避難

ビルの統廃合及び閉鎖を行う。

(1) 市は、津波警報が解除された時、津波避難ビルを速やかに閉鎖する。 

(2) 津波警報が解除された後、津波による自宅の被害を免れた市民等は、それぞれの自宅に帰宅する。

(3) 津波警報が解除された後、津波等で自宅をなくした市民等は、市が指定する避難所に移動する。 

(4) 市は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難所

の早期解消に努める。 

(5) 本部長（市長）が統廃合及び閉鎖をする前に現地班長は避難者に説明する。 

(6) 閉鎖しようとするときは、事前に避難者の自立予定調査を行うとともに、応急仮設住宅等への入

居を待ちながら大部分を自力で生活する場所として「待機所」を開設する。

第１４節 建築物・住宅応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１３節「建築物・住宅応急対策」を準用する。

第１５節 応急仮設住宅等の確保

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１４節「応急仮設住宅等の確保」を準用する。

第１６節 要配慮者等の対応

第１ 目 的

大規模地震災害時において、市は、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者に

対するさまざまな応急対策が必要となるため、県、防災関係機関及び社会福祉団体と連携して、必要

な諸施策について速やかに実施する。 

《応急対策の流れ》 

市は、避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男

性用のトイレを離れた場所に設置する。トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用

できる場所に設置する、照明を設置する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを

掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支

援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

(4) 運営参加者（自治組織）への配慮 

市は、避難者が運営に参加する場合は、固定的な性別役割分担意識によることなく、避難者の

自主性を尊重するとともに、役割の固定化により、一部の避難者に負担が偏らないよう配慮する。

第５ 避難所・津波避難ビルの統廃合及び閉鎖

津波警報の解除等、津波の危険性がなくなった場合、避難者の状況を勘案しつつ、避難所・津波避難

ビルの統廃合及び閉鎖を行う。

(1) 市は、津波警報が解除された時、津波避難ビルを速やかに閉鎖する。 

(2) 津波警報が解除された後、津波による自宅の被害を免れた市民等は、それぞれの自宅に帰宅する。

(3) 津波警報が解除された後、津波等で自宅をなくした市民等は、市が指定する避難所に移動する。 

(4) 市は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難所

の早期解消に努める。 

(5) 本部長(市長)が統廃合及び閉鎖をする前に現地班長は避難者に説明する。 

(6) 閉鎖しようとするときは、事前に避難者の自立予定調査を行うとともに、応急仮設住宅等への入

居を待ちながら大部分を自力で生活する場所として「待機所」を開設する。

第１４節 建築物・住宅応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１３節「建築物・住宅応急対策」を準用する。

第１５節 応急仮設住宅等の確保

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１４節「応急仮設住宅等の確保」を準用する。

第１６節 要配慮者等の対応

第１ 目 的

大規模地震災害時において、市は、特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者に

対するさまざまな応急対策が必要となるため、県、防災関係機関及び社会福祉団体と連携して、必要

な諸施策について速やかに実施する。 

《応急対策の流れ》 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P52）R03.2 宮城県（津

P262） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P52）R03.2 宮城県（津

P262） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P52）R03.2 宮城県（津

P263） 
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【高齢者、障害者等】       【園児、児童生徒】    【外国人、旅行者等】

第２ 要配慮者（高齢者、障害者、児童等）の被災状況の把握

《実施担当－関係機関等》

保健福祉部（福祉班、保健班）、教育部、エリア（現地班） ― 民生委員・児童委員、その他

関係機関等

１．要配慮者の安否確認及び被災状況の把握 

(1) 社会福祉施設等在所者 

市は、施設在所者（入所者、従事者等）の安否確認を迅速に行う。施設の構造や利用者の身体

的特徴を考慮した避難誘導等を行うとともに、施設の危険箇所等の応急修理を行う。 

(2) 社会福祉施設等以外の要配慮者 

市は、現地班、民生委員・児童委員、市民、多賀城市社会福祉協議会、ボランティア等の協力

を得ながら、速やかに要配慮者（高齢者、障害者等）の安否確認を行うとともに、被災状況の把

握を行うほか、状況に応じ避難誘導等を行う。 

未登録の要配慮者に対しても、自治会や町内会などとの連携により把握に努める。 

(3) 要配慮者（園児・児童生徒等）の早期発見、保護 

市は、保護者を失う等した要配慮者（園児・児童生徒等）の早期発見、保護を行う。

２．福祉ニーズの把握 

 市は、被災した要配慮者（高齢者、障害者等）の福祉ニーズの把握を行う。

【高齢者、障害者等】       【園児、児童生徒】    【外国人、旅行者等】

第２ 要配慮者（高齢者、障害者、児童等）の被災状況の把握

《実施担当－関係機関等》

保健福祉部（福祉班、保健班）、教育部、エリア（現地班） ― 民生委員・児童委員、その他

関係機関等

１．要配慮者の安否確認及び被災状況の把握 

(1) 社会福祉施設等在所者 

市は、施設在所者(入所者、従事者等)の安否確認を迅速に行う。施設の構造や利用者の身体的

特徴を考慮した避難誘導等を行うとともに、施設の危険箇所等の応急修理を行う。 

(2) 社会福祉施設等以外の要配慮者 

市は、現地班、民生委員・児童委員、市民、多賀城市社会福祉協議会、ボランティア等の協力

を得ながら、速やかに要配慮者（高齢者、障害者等）の安否確認を行うとともに、被災状況の把

握を行うほか、状況に応じ避難誘導等を行う。 

未登録の要配慮者に対しても、自治会や町内会などとの連携により把握に努める。 

(3) 要配慮者（園児・児童生徒等）の早期発見、保護 

市は、保護者を失う等した要配慮者（園児・児童生徒等）の早期発見、保護を行う。

２．福祉ニーズの把握 

 市は、被災した要配慮者（高齢者、障害者等）の福祉ニーズの把握を行う。

地 震 ・ 津 波 発 生

要配慮者、旅行者等の安否・状況の確認
（各 部、エリア）

施 設 へ の 緊 急 入 所

）

）

要配慮者（園児・

児童生徒）の保護

( 、

教育部、エリア)

心のケア対策

情 報 提 供

）

（総務部庶務班）

旅行者等に対する

災害情報提供

（総務部庶務班）

旅行者の保護

（各 部）

地 震 ・ 津 波 発 生

要配慮者、旅行者等の安否・状況の確認
(各 部、エリア) 

施 設 へ の 緊 急 入 所

）

）

要配慮者（園児・

児童生徒）の保護

( 、

教育部、エリア)

心のケア対策

情 報 提 供

）

(総務部庶務班) 

旅行者等に対する

災害情報提供

 (総務部庶務班) 

旅行者の保護

(各 部) 
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第３ 被災した要配慮者（高齢者、障害者、児童等）への支援活動

《実施担当－関係機関等》

保健福祉部（福祉班、保健班） ― 社会福祉施設、自主防災組織

１．在宅福祉サービスの継続的提供 

(1) 市は、被災した要配慮者（高齢者、障害者等）に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等におい

て、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供

を行う。 

(2) デイサービスセンター等の社会福祉施設を早期に再開し、要配慮者（高齢者、障害者等）に対

する福祉サービスの継続的な提供を行う。 

(3) 市は、被災した要配慮者（児童）とその家族を対象とした心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）

等に対応するため、心のケア対策を行う。 

２．要配慮者の避難補助 

市は、自主防災組織等の協力を得て、避難勧告・指示が発令された区域の要配慮者（高齢者・障害

者等）に対し、避難所、津波避難ビルに安全に避難できるよう補助を行う。 

３．要配慮者の施設への緊急入所 

居宅、避難所等では生活ができない要配慮者（高齢者・障害者等）については、本人の意思を尊重

したうえで、津波のおそれのない区域の社会福祉施設への緊急入所の措置を迅速かつ的確に行う。 

(1) 受け入れ可能施設の把握 

市は、関係機関と連携し、被災による要配慮者の受入れ可能な社会福祉施設等を把握する。 

(2) 福祉ニーズの把握と援護の実施 

市及び県は、要配慮者の福祉ニーズを把握し、本人の同意を得た場合には、関係機関と施設へ

の入所等に係る調整を行う。また、本人が在宅での福祉サービスを望む場合は、関係機関と調整

しホームヘルパー等（ボランティア含む）を派遣、車椅子等の手配等を社会福祉団体、ボランテ

ィア団体等の協力を得て計画的に実施する。 

(3) 福祉避難所の受入れ確認 

市は、福祉避難所の対象となる避難者がいる場合は、協定に基づき、福祉施設の受入れ体制を

確認する。 

(4) 相互協力体制 

市は、社会福祉協議会、民生・児童委員等の福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係

者、要配慮者の近隣住民（自主防災組織等）、ボランティア組織等との連携により、要配慮者の

安全確保に関する相互協力体制により援護を行う。 

４．要配慮者の避難所での援護 

(1) 援護体制と支援 

第３ 被災した要配慮者（高齢者、障害者、児童等）への支援活動

《実施担当－関係機関等》

保健福祉部（福祉班、保健班） ― 社会福祉施設、自主防災組織

１．在宅福祉サービスの継続的提供 

(1) 市は、被災した要配慮者（高齢者、障害者等）に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等におい

て、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供

を行う。 

(2) デイサービスセンター等の社会福祉施設を早期に再開し、要配慮者（高齢者、障害者等）に対

する福祉サービスの継続的な提供を行う。 

(3) 市は、被災した要配慮者（児童）とその家族を対象とした心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）

等に対応するため、心のケア対策を行う。 

２．要配慮者の避難補助 

市は、自主防災組織等の協力を得て、避難指示が発令された区域の要配慮者（高齢者・障害者等）

に対し、避難所、津波避難ビルに安全に避難できるよう補助を行う。 

３．要配慮者の施設への緊急入所 

居宅、避難所等では生活ができない要配慮者（高齢者・障害者等）については、本人の意思を尊重

したうえで、津波のおそれのない区域の社会福祉施設への緊急入所の措置を迅速かつ的確に行う。 

(1) 受け入れ可能施設の把握 

市は、関係機関と連携し、被災による要配慮者の受入れ可能な社会福祉施設等を把握する。 

(2) 福祉ニーズの把握と援護の実施 

市及び県は、要配慮者の福祉ニーズを把握し、本人の同意を得た場合には、関係機関と施設へ

の入所等に係る調整を行う。また、本人が在宅での福祉サービスを望む場合は、関係機関と調整

しホームヘルパー等(ボランティア含む)を派遣、車椅子等の手配等を社会福祉団体、ＮＰＯ・ボ

ランティア等の協力を得て計画的に実施する。 

(3) 福祉避難所の受入れ確認 

市は、福祉避難所の対象となる避難者がいる場合は、協定に基づき、福祉施設の受入れ体制を

確認する。 

(4) 相互協力体制 

市は、社会福祉協議会、民生・児童委員等の福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係

者、要配慮者の近隣住民(自主防災組織等)、ボランティア組織等との連携により、要配慮者の安

全確保に関する相互協力体制により援護を行う。 

４．要配慮者の避難所での援護 

(1) 援護体制と支援 

○避難勧告・避難指示の一本

化による修正 
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市は、要配慮者が避難所に避難した場合には、福祉団体関係者や福祉ボランティアに加え、必

要に応じガイドヘルパーや手話通訳者等による援護体制を確立する。特に、障害者用の装具・医

薬品、育児用品、介護用品等の福祉用品は代替が難しく、被災直後は確保が難しい面もあること

から、近隣福祉施設へ支援を要請するなど速やかに対処する。 

(2) 健康状態への配慮 

アレルギー症状や糖尿病・高血圧等の食事療法が必要な要配慮者に対しては、事前の聞き取り

調査等から得られる情報をもとに個別に対処する。 

特に避難場所での健康状態を把握し、応急仮設住宅や高齢者・障害者向け応急仮設住宅等への

優先的入居に努める。また、要配慮者に向けた情報の提供についても、十分配慮する。 

(3) 専門職による相談対応 

市及び県は、被災地及び避難所における要配慮者等に対し、災害によるショック及び避難生活

の長期化に対応するため、社会福祉士、介護福祉士及び児童相談員等の専門職による相談等の対

応を行う。 

(4) 福祉避難所への移送 

市は、指定避難所に避難した要配慮者について、福祉避難所への移送が必要と判断する場合

は、開設した福祉避難所に移送を行う。 

５．情報提供

市は、関係団体やボランティア等の協力を得て、要配慮者（高齢者・障害者等）に対する避難所に

おける福祉サービスの情報提供を行う。 

６．応急仮設住宅への受入れ 

応急仮設住宅への入居にあたっては、要配慮者に十分配慮し、特に高齢者・障害者は避難所等で

の健康状態に応じて、応急仮設住宅への優先的入居や、高齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅の

設置等に努める。 

また、入居者が従来のコミュニティを維持できるよう配慮する。 

第４ 被災した要配慮者（外国人等）への支援活動

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部（庶務班） ― 市長公室管理班、関係機関

１．要配慮者（外国人）への対応 

市及び県は、次のとおり災害時に迅速に外国人の被災状況、避難状況に関する情報収集を行うと

ともに、外国人が孤立しないよう必要な情報を収集し、提供を行う。 

なお、支援活動においては外国人旅行客についても念頭に置いた対応を行う。 

(1) 市は、把握している在住外国人の現状やニーズを的確に捉え、適切な配慮を行う。

(2) 市は、市民や自主防災組織、関係団体等と連携し、外国人の被災状況、避難状況に関する情報収

市は、要配慮者が避難所に避難した場合には、福祉団体関係者や福祉ボランティアに加え、必

要に応じガイドヘルパーや手話通訳者等による援護体制を確立する。特に、障害者用の装具・医

薬品、育児用品、介護用品等の福祉用品は代替が難しく、被災直後は確保が難しい面もあること

から、近隣福祉施設へ支援を要請するなど速やかに対処する。 

(2) 健康状態への配慮 

アレルギー症状や糖尿病・高血圧等の食事療法が必要な要配慮者に対しては、事前の聞き取り

調査等から得られる情報をもとに個別に対処する。 

特に避難場所での健康状態を把握し、応急仮設住宅や高齢者・障害者向け応急仮設住宅等への

優先的入居に努める。また、要配慮者に向けた情報の提供についても、十分配慮する。 

(3) 専門職による相談対応 

市及び県は、被災地及び避難所における要配慮者等に対し、災害によるショック及び避難生活

の長期化に対応するため、社会福祉士、介護福祉士及び児童相談員等の専門職による相談等の対

応を行う。 

(4) 福祉避難所への移送 

市は、指定避難所に避難した要配慮者について、福祉避難所への移送が必要と判断する場合

は、開設した福祉避難所に移送を行う。 

５．情報提供

市は、関係団体やボランティア等の協力を得て、要配慮者（高齢者・障害者等）に対する避難所に

おける福祉サービスの情報提供を行う。 

６．応急仮設住宅への受入れ 

応急仮設住宅への入居にあたっては、要配慮者に十分配慮し、特に高齢者・障害者は避難所等で

の健康状態に応じて、応急仮設住宅への優先的入居や、高齢者・障害者に配慮した応急仮設住宅の

設置等に努める。 

また、入居者が従来のコミュニティを維持できるよう配慮する。 

第４ 被災した要配慮者（外国人等）への支援活動

《実施担当－関係機関等》

総括連絡部、総務部（庶務班） ― 企画経営部管理班、関係機関

１．要配慮者（外国人）への対応 

市及び県は、次のとおり災害時に迅速に外国人の被災状況、避難状況に関する情報収集を行うと

ともに、外国人が孤立しないよう必要な情報を収集し、提供を行う。 

なお、支援活動においては外国人旅行客についても念頭に置いた対応を行う。 

(1) 市は、把握している在住外国人の現状やニーズを基に作成した防災計画に従い必要な対策を講じ

る。

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P42）R03.2 宮城県（津

P274） 



105 

現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

集を迅速に行う。 

(3) 市は、災害情報等を掲示する場合、災害時多言語表示シート等による外国語での掲示も行い、外

国人の不安の解消を図る。 

(4) 市は、市内の外国人の安否、被災状況等の確認を行い、在日外国大使館や日本赤十字等からの

照会に対応する。 

２．旅行者等への対応 

前記以外の要配慮者として、言葉に不自由又は地理に不案内な旅行者等が考えられる。市は、こ

れらの旅行者等に対しても、災害発生時において十分な配慮を行う。

(1) 旅行者等については、避難勧告・指示が発令され、交通機関の不通等により、帰宅の手段を失っ

た場合には、避難所に受入れする等、市民と同様の措置をとる。 

(2) 市外に在住し市内へ通勤、通学する者が、避難勧告・指示が発令され、帰宅の手段を失った場合

は、必要に応じて(1)と同様の措置をとる。 

(3) 市は、津波情報を収集し、旅行者、関係機関からの問い合わせ等に迅速に対応する。 

第１７節 家庭動物等の収容対策

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１６節「家庭動物等の収容対策」を準用する。

第１８節 食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１７節「食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動」

を準用する。

第１９節 防疫・保健衛生活動 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１８節「防疫・保健衛生活動」を準用する。

第２０節 遺体の収容・処理及び埋火葬 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１９節「遺体の収容・処理及び埋火葬」を準用する。

第２１節 廃棄物の処理 

第１ 目 的

(2) 市は、市民や自主防災組織、関係団体等と連携し、外国人の被災状況、避難状況に関する情報収

集を迅速に行う。 

（3）市は、状況に応じ広報車や防災行政無線等により、外国語による広報も行い、外国人の安全かつ

迅速な避難誘導を行う。

(4) 市は、災害情報等を掲示する場合、災害時多言語表示シート等による外国語での掲示も行い、外

国人の不安の解消を図る。 

(5) 市は、市内の外国人の安否、被災状況等の確認を行い、在日外国大使館や日本赤十字等からの

照会に対応する。 

２．旅行者等への対応 

前記以外の要配慮者として、言葉に不自由又は地理に不案内な旅行者等が考えられる。市は、こ

れらの旅行者等に対しても、災害発生時において十分な配慮を行う。

(1) 旅行者等については、避難指示が発令され、交通機関の不通等により、帰宅の手段を失った場合

には、避難所に受入れする等、市民と同様の措置をとる。 

(2) 市外に在住し市内へ通勤、通学する者が、避難指示が発令され、帰宅の手段を失った場合は、必

要に応じて(1)と同様の措置をとる。 

(3) 市は、津波情報を収集し、旅行者、関係機関からの問い合わせ等に迅速に対応する。 

第１７節 家庭動物等の収容対策

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１６節「家庭動物等の収容対策」を準用する。

第１８節 食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１７節「食料、飲料水及び生活必需品の調達・供給活動」

を準用する。

第１９節 防疫・保健衛生活動 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１８節「防疫・保健衛生活動」を準用する。

第２０節 遺体の収容・処理及び埋火葬 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第１９節「遺体の収容・処理及び埋火葬」を準用する。

第２１節 廃棄物の処理 

第１ 目 的

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P275） 

○避難勧告・避難指示の一本

化による修正 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

大規模な津波発生時には、建築物の倒壊、流出、火災等による災害廃棄物のほか、被災自動車や家

具、家電、草木類など多種の災害廃棄物が発生し、一般災害での対応では不十分な場合も考えられる

ことから、災害対策本部内に災害廃棄物等対策室を設置し対応するものとする。 

なお、し尿処理及び一般廃棄物処理、環境保全対策については、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対

策 第２０節「廃棄物の処理」を準用する。

第２ 災害廃棄物等処理

《実施担当－関係機関等》

災害対策本部災害廃棄物等対策室 ― 市民経済部（市民班）、建設部（道路班、下水道

班）、宮城東部衛生処理組合、道路管理者、その他関係機関

１．初期対応

関係各部及び関係機関は災害廃棄物処理に必要となる情報を把握する。

(1) 市は、災害廃棄物の発生量を把握する。

(2) 市は、災害廃棄物の選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保すると

ともに、災害廃棄物の最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

２．災害廃棄物等の処理 

市は、災害により破損した家具・家電製品等の粗大ごみや、建物の倒壊及び解体等によって発生

する廃木材及びコンクリートがら等を速やかに処理する。 

(1)災害廃棄物等（家屋等解体ごみを除く）の処理 

ア 災害廃棄物等の処理については、管理者、所有者等が分別を行ったうえで、処理施設等へ搬

入する。 

イ 防疫上または防災上、早期の収集・処理が必要な腐敗性・可燃性の高い災害廃棄物は、必要

に応じ委託業者の協力を得て、最優先で収集し、処理施設等へ搬入する。 

(2)家屋等解体ごみの処理 

ア 家屋等解体ごみについては、解体・撤去の作業現場で管理者、所有者等が分別を行ったうえ

で、処理施設等へ搬入する。 

イ アスベストを含有している廃棄物の処理については、平成29年9月29に改訂版マニュアルが公

表されましたので、「災害時における石綿飛散防止に係る取り扱いマニュアル（改訂版）」（平

成29年9月環境省水・大気環境課）に従い、適正に処理する。に従い、適正に処理する。 

(3)道路上の災害廃棄物等の処理 

市は、震災時における市管理道路の巡視を行い、市管理道路に障害を及ぼしている災害廃棄物等

を除去・処理する。なお、市管理以外の道路については、その道路管理者に処理を要請する。 

(4)河川関係の災害廃棄物等の処理 

市は、河川・公共下水道・排水路等の巡視を行い、橋脚、暗渠流入口等において障害となっている

大規模地震・津波災害時には、建築物の倒壊、流出、火災等によって多量の災害廃棄物のほか、被災

自動車や家具、家電、草木類など多種の災害廃棄物が発生し、一般災害での対応では不十分な場合も

考えられることから、災害対策本部内に災害廃棄物等対策室を設置し対応するものとする。 

なお、し尿処理及び一般廃棄物処理、環境保全対策については、Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対

策 第２０節「廃棄物の処理」を準用する。

第２ 災害廃棄物等処理

《実施担当－関係機関等》

災害対策本部災害廃棄物等対策室 ― 都市産業部（市民班、道路公園班、下水道班）、 

宮城東部衛生処理組合、道路管理者、その他関係機

１．初期対応

関係各部及び関係機関は災害廃棄物処理に必要となる情報を把握する。

(1) 市は、災害廃棄物の発生量を把握する。

(2) 市は、災害廃棄物の選別・保管・焼却等のために、長期間の仮置きが可能な場所を確保すると

ともに、災害廃棄物の最終処分までの処理ルートの確保を図る。 

２．災害廃棄物等の処理 

市は、災害により破損した家具・家電製品等の粗大ごみや、建物の倒壊及び解体等によって発生

する廃木材及びコンクリートがら等を速やかに処理する。 

(1)災害廃棄物等（家屋等解体ごみを除く）の処理 

ア 災害廃棄物等の処理については、管理者、所有者等が分別を行ったうえで、処理施設等へ搬

入する。 

イ 防疫上または防災上、早期の収集・処理が必要な腐敗性・可燃性の高い災害廃棄物は、必要

に応じ委託業者の協力を得て、最優先で収集し、処理施設等へ搬入する。 

(2)家屋等解体ごみの処理 

ア 家屋等解体ごみについては、解体・撤去の作業現場で管理者、所有者等が分別を行ったうえ

で、処理施設等へ搬入する。 

イ アスベストを含有している廃棄物の処理については、「災害時における石綿飛散防止に係る

取り扱いマニュアル（改訂版）」（平成29年9月環境省水・大気環境課）に従い、適正に処理す

る。 

(3)道路上の災害廃棄物等の処理 

市は、震災時における市管理道路の巡視を行い、市管理道路に障害を及ぼしている災害廃棄物等

を除去・処理する。なお、市管理以外の道路については、その道路管理者に処理を要請する。 

(4)河川関係の災害廃棄物等の処理 

市は、河川・公共下水道・排水路等の巡視を行い、橋脚、暗渠流入口等において障害となっている

○R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P293） 
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

災害廃棄物等を関係機関への要請又は自らによって除去・処理する。 

(5)鉄道上の災害廃棄物等の処理 

東日本旅客鉄道株式会社は、鉄道上の災害廃棄物を除去・処理する。 

３．被災自動車の対応 

被災自動車は、一般の災害廃棄物（がれき）と異なることから、拾得物として取り扱い、「被災自

動車処理指針」（平成23年5月）に基づき、処理する。 

４．除去した災害廃棄物の処理 

(1) 多量の災害廃棄物が発生した場合は、宮城東部衛生処理組合と処理体制等について協議すると

ともに、公共地等を仮置場として選定する。

(2) 集積された災害廃棄物は、不燃、可燃等に分別する。

(3) 災害廃棄物の処理にあたっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。 

５．応援要請 

市は、市単独で災害廃棄物の除去・処理が困難な場合は、必要に応じ総務部を通じて県、他の自治

体、関係団体に応援を要請する。 

第２２節 社会秩序の維持

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２１節「社会秩序の維持」を準用する。

第２３節 応急教育等 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２２節「応急教育等」を準用する。

第２４節 防災資機材及び労働力の確保

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２３節「防災資機材及び労働力の確保」を準用する。

第２５節 津波水防応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２４節「地震水防応急対策」を準用する。

第２６節 公共土木施設等の応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２５節「公共土木施設等の応急対策」を準用する。

第２７節 ライフライン施設等の応急復旧 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２６節「ライフライン施設等の応急復旧」を準用する。

災害廃棄物等を関係機関への要請又は自らによって除去・処理する。 

(5)鉄道上の災害廃棄物等の処理 

東日本旅客鉄道株式会社は、鉄道上の災害廃棄物を除去・処理する。 

３．被災自動車の対応 

被災自動車は、一般の災害廃棄物（がれき）と異なることから、拾得物として取り扱い、「被災自

動車処理指針」（平成23年5月）に基づき、処理する。 

４．除去した災害廃棄物の処理 

(1) 多量の災害廃棄物が発生した場合は、宮城東部衛生処理組合と処理体制等について協議すると

ともに、公共地等を仮置場として選定する。

(2) 集積された災害廃棄物は、不燃、可燃等に分別する。

(3) 災害廃棄物の処理にあたっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。 

５．応援要請 

市は、市単独で災害廃棄物の除去・処理が困難な場合は、必要に応じ総務部を通じて県、他の自治

体、関係団体に応援を要請する。 

第２２節 社会秩序の維持

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２１節「社会秩序の維持」を準用する。

第２３節 応急教育等 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２２節「応急教育等」を準用する。

第２４節 防災資機材及び労働力の確保

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２３節「防災資機材及び労働力の確保」を準用する。

第２５節 津波水防応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２４節「地震水防応急対策」を準用する。

第２６節 公共土木施設等の応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２５節「公共土木施設等の応急対策」を準用する。

第２７節 ライフライン施設等の応急復旧 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２６節「ライフライン施設等の応急復旧」を準用する。
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第２８節 農業関係応急対策

《実施担当－関係機関等》

市民経済部（経済班）

第１ 目的 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、農業用施設の被害の発生を防御し、又は被害の

拡大を防止する。

《応急対策の流れ》

第２ 農地、農業施設の応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２７節「農業関係応急対策」第２「農地、農業用施設の応急

対策」を準用する。

第３ 農作物応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２７節「農業関係応急対策」第３「農作物応急対策」を準用

する。

第４ 応急技術対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２７節「農業関係応急対策」第４「応急技術対策」を準用す

る。

第５ 漁業施設の応急対策 

《実施担当－関係機関等》

市民経済部（経済班） ― 河川管理者

１．漁船の応急対策 

漁船が転覆・沈没により船舶の航行が危険と認められる場合には、防災関係機関に連絡するととも

に、障害物除去等に努め、海上交通安全の確保を図る。障害物除去時には、油流出に十分配慮する。

第２８節 農業関係応急対策

《実施担当－関係機関等》

都市産業部（経済班）

第１ 目的 

災害時に、農業用施設の被害の発生を防御し、又は被害の拡大を防止する。

《応急対策の流れ》

第２ 農地、農業施設の応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２７節「農業関係応急対策」第２「農地、農業用施設の応急

対策」を準用する。

第３ 農作物応急対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２７節「農業関係応急対策」第３「農作物応急対策」を準用

する。

第４ 応急技術対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２７節「農業関係応急対策」第４「応急技術対策」を準用す

る。

第５ 漁業施設の応急対策 

《実施担当－関係機関等》

都市産業部（経済班） ― 河川管理者

１．漁船の応急対策 

漁船が転覆・沈没により船舶の航行が危険と認められる場合には、防災関係機関に連絡するととも

に、障害物除去等に努め、海上交通安全の確保を図る。障害物除去時には、油流出に十分配慮する。

○R04 防災基本計画の修正に

よる訂正 

地 震 発 生

農業施設等の被害の調査 

（市民経済部経済班）

農業用施設応急対策の実施

（市民経済部経済班、

仙台農業協同組合）

農作物応急対策の実施

（市民経済部経済班）
漁業施設応急対策の実施

（市民経済部経済班）

地 震 発 生

農業施設等の被害の調査 

（都市産業部経済班）

農業用施設応急対策の実施

（都市産業部経済班、

仙台農業協同組合）

農作物応急対策の実施

（都市産業部経済班） 
漁業施設応急対策の実施

（都市産業部経済班）
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現 行 計 画 新 計 画（案） 備  考

２．公共施設の応急対策 

河川管理者は、堤防等漁船係留施設等が被災した場合、被害の調査を早急に行う。また、これらの

施設に被害のおそれがある場合は、その箇所の補強工事を至急行う。

３．応急対策 

水産物の生産者・団体等は，その生産施設等に生じた被害について応急対策を行う。 

４．資機材の確保 

必要に応じ補修資機材の購入斡旋等の速やかな供給体制の整備を行う。 

５．応急技術対策 

(1) 施設の早期修理と水産物の生産管理及び種苗の再生産に努める。 

(2) 補充種苗保有量の調査と情報交換及び種苗の供給体制の整備を行う。 

第２９節 二次災害・複合災害防止対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２８節「二次災害・複合災害防止対策」を準用する。

第３０節 応急公用負担等 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２９節「応急公用負担等」を準用する。

第３１節 ボランティア活動 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第３０節「ボランティア活動」を準用する。

なお、本計画に示す部課名は平成30年4月1日時点のものとする。その後組織改編があった場合には、

これに準じた対応を行う。

２．公共施設の応急対策 

河川管理者は、堤防等漁船係留施設等が被災した場合、被害の調査を早急に行う。また、これらの

施設に被害のおそれがある場合は、その箇所の補強工事を至急行う。

３．応急対策 

水産物の生産者・団体等は，その生産施設等に生じた被害について応急対策を行う。 

４．資機材の確保 

必要に応じ補修資機材の購入斡旋等の速やかな供給体制の整備を行う。 

５．応急技術対策 

(1) 施設の早期修理と水産物の生産管理及び種苗の再生産に努める。 

(2) 補充種苗保有量の調査と情報交換及び種苗の供給体制の整備を行う。 

第２９節 二次災害・複合災害防止対策 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２８節「二次災害・複合災害防止対策」を準用する。

第３０節 応急公用負担等 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第２９節「応急公用負担等」を準用する。

第３１節 ボランティア活動 

Ⅰ地震対策編・第３章 災害応急対策 第３０節「ボランティア活動」を準用する。 
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現  行  計  画 新 計 画（案） 備  考

第４章 災害復旧・復興対策 第４章 災害復旧・復興対策 
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現  行  計  画 新 計 画（案） 備  考

第１節 災害復旧・復興

第１ 目 的

地震・津波発生時に一刻も早い被災者の生活安定及び社会基盤の再構築を図るとともに、長期的な視

点から地震・津波に強い多賀城市を構築していくことを目的とする。

第２ 災害復旧・復興の基本方向の決定 

《実施担当－関係機関等》

市長公室 ― 総務部総務課

１．基本方針

市は、被災地の再建を行うため、被害状況及び地域特性並びに応急復旧後の状況等を考慮し、必要

に応じ県等関係機関と協議を行い、原状復旧を目指すか、あるいは、地震に強いまちづくり等の中長

期的、計画的復興を目指すかについて早急に検討し基本方向を定める。

２．市民意向の尊重

被災地の復旧・復興については、市が主体となり、市民の意向を尊重しつつ協働して計画的に行

う。 

また、男女共同参画の観点から女性の参画を促進するとともに、障害者、高齢者等の要配慮者に

ついても、参画を促進するよう努める。 

第３ 災害復旧計画

《実施担当－関係機関等》

市長公室 ― 各部

１．基本方針

市は、被災者の生活再建はもとより、被災施設等の復旧においては、原状復旧にとどまらず、地震・

津波に強いまちづくりを視野に入れ、必要に応じて改良復旧を行うものとする。これらの災害復旧を

効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じ災害復旧計画を速やかに策定し、実施する。

２．事業計画の策定

災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分に調査し、それぞれの所管する公共施設に関する復

旧計画を速やかに策定する。その計画は概ね次の計画とする。

なお、計画の策定にあたっては、関係機関と連絡調整を図りながら被災原因、被災状況等を的確に

把握し、基本方針との整合を図りながら策定するものとする。

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法法（昭和26年法律第97号）) 

第１節 災害復旧・復興

第１ 目 的

地震・津波発生時に一刻も早い被災者の生活安定及び社会基盤の再構築を図るとともに、長期的な視

点から地震・津波に強い多賀城市を構築していくことを目的とする。

第２ 災害復旧・復興の基本方向の決定 

《実施担当－関係機関等》

企画経営部 ― 総務部総務課

１．基本方針

市は、被災地の再建を行うため、被害状況及び地域特性並びに応急復旧後の状況等を考慮し、必要

に応じ県等関係機関と協議を行い、現状復旧を目指すか、あるいは、地震・津波に強いまちづくり等

の中長期的、計画的復興を目指すかについて早急に検討し基本方向を定める。

２．市民意向の尊重

被災地の復旧・復興については、市が主体となり、市民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行

う。 

また、男女共同参画の観点から女性の参画を促進するとともに、障害者、高齢者等の要配慮者に

ついても、参画を促進するよう努める。 

第３ 災害復旧計画

《実施担当－関係機関等》

企画経営部 ― 各部

１．基本方針

市は、被災者の生活再建はもとより、被災施設等の復旧においては、現状復旧にとどまらず、地震・

津波に強いまちづくりを視野に入れ、必要に応じて改良復旧を行うものとする。これらの災害復旧を

効率的かつ効果的に実施するため、必要に応じ災害復旧計画を速やかに策定し、実施する。

２．事業計画の策定

災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分に調査し、それぞれの所管する公共施設に関する復

旧計画を速やかに策定する。その計画は概ね次の計画とする。

なお、計画の策定にあたっては、関係機関と連携を図りながら被災原因、被災状況等を的確に把握

し、基本方針との整合を図りながら策定するものとする。

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）) 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P340） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P340） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P340） 

〇R03.2 宮城県地域防災計画

との整合性を図るため修正

（津 P341） 
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現  行  計  画 新 計 画（案） 備  考

ア 河川 

イ 林地荒廃防止施設 

ウ 急傾斜地崩壊防止施設

エ 道路 

オ 港湾 

カ 下水道 

キ 公園 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律） 

(3) 都市災害復旧事業計画 

（都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業費事務取扱方針） 

(4) 水道施設並びに清掃施設等災害復旧事業計画 

（水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

(5) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、売春防止法） 

(6) 公立学校施設災害復旧事業計画 

（公立学校施設災害復旧費国庫負担法） 

(7) 公営住宅災害復旧事業計画 

（公営住宅法） 

(8) 公立医療施設災害復旧事業計画 

（医療法、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） 

(9) その他災害復旧事業計画 

３．事業の実施 

(1) 市、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等と連携し、復旧を迅速に進め

るため、必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等について、必要な措置を講じる。 

(2) 市、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等と連携し、あらかじめ定めた

物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設

等の復旧事業及び災害廃棄物の処理事業を行い、又は支援する。 

ア 河川 

イ 林地荒廃防止施設 

ウ 急傾斜地崩壊防止施設

エ 道路 

オ 港湾 

カ 下水道 

キ 公園

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律）） 

(3) 都市災害復旧事業計画 

（都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業費事務取扱方針） 

(4) 水道施設並びに清掃施設等災害復旧事業計画 

（水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

(5) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、売春防止法） 

(6) 公立学校施設災害復旧事業計画 

（公立学校施設災害復旧費国庫負担法） 

(7) 公営住宅災害復旧事業計画 

（公営住宅法） 

(8) 公立医療施設災害復旧事業計画 

（医療法、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） 

(9) その他災害復旧事業計画 

３．事業の実施 

(1) 市、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等と連携し、復旧を迅速に進め

るため、必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等について、必要な措置を講じる。 

(2) 市、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等と連携し、あらかじめ定めた

物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、関係機関が緊密に連携し、

迅速かつ円滑に被災施設等の復旧事業、災害廃棄物及び堆積土砂の処理事業を行い、又は支援する。

（3）市及び県は、県道又は市町村道の災害復旧に対して、実施に高度な技術又は機械力を要する工事

で国の権限代行制度による支援が必要な場合には、国に要請を行う。 

(4) 市は、市が管理を行う、二級河川以外の河川で市長が指定したもの（以下「準用河川」とい

う。）における河川の改良工事若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事について、実施に高度

な技術又は機械力を要する工事で、国の権限代行制度による支援が必要な場合には、国に要請を

行う。 

○R3.2.15 新旧対照表に伴う

修正（津 P53）R03.2 宮城県（津

P342） 

○H31.2.8 新旧対照表に伴う

修正（津 P34）R03.2 宮城県（津

P342） 

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P63）R03.2 宮城県（津

P342） 
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(3) 津波災害は、沿岸部の農林漁業者に対して壊滅的な被害をもたらす場合があることから、市及

び県は、農地の塩害対策、漁場及び水産業の一体的復旧等に十分留意する。 

(4) 市は津波浸水に伴い土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次的な土砂災害防止の

観点から、県に対し土砂災害防止対策を要請する。 

４．災害復旧事業に伴う財政援助

法律に基づき一部負担又は補助を受けるもの

(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) 都市災害復旧げｎ事業国庫補助に関する基本方針

(9) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

(10)その他 

第４ 災害復興計画

《実施担当－関係機関等》

市長公室 ― 各部

災害復興は、被害を受けた施設の従来の機能回復はもとより、各地域における災害の教訓や地域的特

色を活かし、地震・津波に強いまちづくり等の将来的なビジョンを明確にし、復興を図るものとする。

災害復興事業を効率的かつ効果的に実施するため、被災後、必要に応じ速やかに県と協議しながら災

害復興に関する基本方針及び復興計画を作成し、計画的な復興事業を推進する。

１．復興計画の基本方針

市は、津波復興の必要性を確認したとき、復興方針を策定する。

２．復興計画の策定

市は、津波災害復興方針に基づき、具体的な津波災害復興計画を策定する。

策定にあたっては、被災前の地域の課題等を把握し、被災を契機に都市構造や地域産業をより良い

ものに改変するよう関係機関等と調整を図り事業を推進するとともに、地域のコミュニティの維持・

回復や再構築に十分配慮する。

また、市民等に対して、事業に係る説明責任を果たすものとする。

(5) 市及び県は、県が管理の一部を行う指定区域内の一級河川若しくは二級河川又は市が管理を行

う準用河川に係る維持（河川の埋塞に係るものに限る。）について、実施に高度な技術又は機械力

を要する維持で、国の権限代行制度による支援が必要な場合には、国に要請を行う。 

(6) 津波災害は、沿岸部の農林漁業者に対して壊滅的な被害をもたらす場合があることから、市及

び県は、農地の塩害対策、漁場及び水産業の一体的復旧等に十分留意する。 

(7) 市は津波浸水に伴い土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次的な土砂災害防止の

観点から、県に対し土砂災害防止対策を要請する。 

４．災害復旧事業に伴う財政援助

法律に基づき一部負担又は補助を受けるもの

(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) 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針

(9) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

(10)その他 

第４ 災害復興計画

《実施担当－関係機関等》

企画経営部 ― 各部

災害復興は、被害を受けた施設の従来の機能回復はもとより、各地域における災害の教訓や地域的特

色を活かし、地震・津波に強いまちづくり等の将来的なビジョンを明確にし、復興を図るものとする。

災害復興事業を効率的かつ効果的に実施するため、被災後、必要に応じ速やかに県と協議しながら災

害復興に関する基本方針及び復興計画を作成し、計画的な復興事業を推進する。

１．復興計画の基本方針

市は、津波復興の必要性を確認したとき、復興方針を策定する。

２．復興計画の策定

市は、津波災害復興方針に基づき、具体的な津波災害復興計画を策定する。

策定にあたっては、被災前の地域の課題等を把握し、被災を契機に都市構造や地域産業をより良い

ものに改変するよう関係機関等と調整を図り事業を推進するとともに、地域のコミュニティの維持・

回復や再構築に十分配慮する。また、市民等に対して、事業に係る説明責任を果たすものとする。

○R4.1.14 新旧対照表に伴う

修正（津 P63）R03.2 宮城県（津

P342） 
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３．復興事業の実施

復興事業を早期に実施するため、市は、必要な職員の配備及び職員の応援並びに派遣等について必

要な措置を講じる。

第５ 災害復興基金の設立等 

《実施担当－関係機関等》

市長公室 ― 各部

市及び県は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ細かに、

かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的、弾

力的推進の手法について検討する。 

第６ 復興組織体制の整備 

《実施担当－関係機関等》

市長公室 ― 各部

市は、災害の規模等必要に応じて、復興組織体制の整備を図り、被災者を支援する。

第２節 被災者の生活再建等への支援

Ⅰ地震対策編・第４章 復旧対策・復興対策 第２節「被災者の生活再建等への支援」を準用する。

第３節 住宅復旧支援

Ⅰ地震対策編・第４章 復旧対策・復興対策 第３節「住宅復旧支援」を準用する。

第４節 産業復興の支援

Ⅰ地震対策編・第４章 復旧対策・復興対策 第４節「産業復興の支援」を準用する。

３．復興事業の実施

復興事業を早期に実施するため、市は、必要な職員の配備及び職員の応援並びに派遣等について必

要な措置を講じる。

第５ 災害復興基金の設立等 

《実施担当－関係機関等》

企画経営部 ― 各部

市及び県は、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をきめ細かに、

かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的、弾

力的推進の手法について検討する。 

第６ 復興組織体制の整備 

《実施担当－関係機関等》

企画経営部 ― 各部

市は、災害の規模等必要に応じて、復興組織体制の整備を図り、被災者を支援する。

第２節 被災者の生活再建等への支援

Ⅰ地震対策編・第４章 復旧対策・復興対策 第２節「被災者の生活再建等への支援」を準用する。

第３節 住宅復旧支援

Ⅰ地震対策編・第４章 復旧対策・復興対策 第３節「住宅復旧支援」を準用する。

第４節 産業復興の支援

Ⅰ地震対策編・第４章 復旧対策・復興対策 第４節「産業復興の支援」を準用する。



116

現  行  計  画 新 計 画（案） 備  考

第５節 都市基盤の復興対策

《実施担当－関係機関等》

市 長 公 室

第１ 目 的 

市民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道等の主要交通施設、ライフライン

等を緊急に復旧し、今まで以上に災害に強い地域に再生するために都市基盤の復興計画を必要に応じ

て策定することとする。 

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被災

地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に十分に配慮

する。 

第２ 防災・減災まちづくり 

１．市は、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、市民等の安全と環境保全等にも配慮した防

災・減災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の市民等のみならず将来の市民等のた

めのものという理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないま

ちづくりを目指すこととし、市民等の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、女性等

の意見が反映されるよう、環境整備に努めるものとする。 

２．復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用するととも

に、市民等の早急な生活再建の観点から、防災・減災まちづくりの方向について、できるだけ速や

かに市民等の合意を得るように努め、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

３．津波による被害を受けた被災地について、津波に強いまちづくりを図る観点から、市民等の参加

の下、総合的な市街地の再整備を行う。その際、時間の経過とともに被災地域への再移転が行われ

ないよう、津波災害特別警戒区域等による土地利用制限や建築制限等を行うことについても検討す

る。 

４．防災・減災まちづくりにあたっては、必要に応じ、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点

ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全地区の整備、ラ

イフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化等を基本的な目標とする。この際、都市

の防災機能の強化のみならず、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資する

ものであり、その点を市民等に対し十分に説明し、理解と協力を得るように努める。 

５．市民等の生命や財産に及ぼす被害を最小限に止めるためには、市民、事業者等が連携し、自助・

共助といった地域コミュニティレベルでの防災体制の構築が不可欠であることから、防災教育や防

災訓練などを実施し、防災意識を高めるとともに、市民相互の連携を通じ、地域コミュニティの防

災体制の充実を図る。 

６．新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの種々の選択

肢等の施策情報等を、市民等に対し提供する。 

第５節 都市基盤の復興対策

《実施担当－関係機関等》

企画経営部

第１ 目 的 

市民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道等の主要交通施設、ライフライン

等を緊急に復旧し、今まで以上に災害に強い地域に再生するために都市基盤の復興計画を必要に応じ

て策定することとする。 

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被災

地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に十分に配慮

する。 

第２ 防災・減災まちづくり 

１．市は、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、市民等の安全と環境保全等にも配慮した防

災・減災まちづくりを実施する。その際、まちづくりは現在の市民等のみならず将来の市民等のた

めのものという理念のもとに、計画作成段階で都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないま

ちづくりを目指すこととし、市民等の理解を求めるよう努める。併せて、障害者、高齢者、女性等

の意見が反映されるよう、環境整備に努めるものとする。 

２．復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用するととも

に、市民等の早急な生活再建の観点から、防災・減災まちづくりの方向について、できるだけ速や

かに市民等の合意を得るように努め、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

３．津波による被害を受けた被災地について、津波に強いまちづくりを図る観点から、市民等の参加

の下、総合的な市街地の再整備を行う。その際、時間の経過とともに被災地域への再移転が行われ

ないよう、津波災害特別警戒区域等による土地利用制限や建築制限等を行うことについても検討す

る。 

４．防災・減災まちづくりに当たっては、必要に応じ、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点

ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全地区の整備、ラ

イフラインの耐震化等、建築物や公共施設の耐震・不燃化等を基本的な目標とする。この際、都市

の防災機能の強化のみならず、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資する

ものであり、その点を市民等に対し十分に説明し、理解と協力を得るように努める。 

５．市民等の生命や財産に及ぼす被害を最小限に止めるためには、市民、事業者等が連携し、自助・

共助といった地域コミュニティレベルでの防災体制の構築が不可欠であることから、防災教育や防

災訓練などを実施し、防災意識を高めるとともに、市民相互の連携を通じ、地域コミュニティの防

災体制の充実を図る。 

６．新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者サイドでの種々の選択

肢等の施策情報等を、市民等に対し提供する。 

○表現修正
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第３ 想定される計画内容例 

《実施担当－関係機関等》

市 長 公 室 ― 各 部

想定される計画内容は次のとおりである。

１．主要交通施設の整備 

道路、鉄道等の主要交通施設の早期復旧と耐震化・ネットワーク化による機能強化等 

２．被災市街地の整備 

面的整備事業等による被災市街地の復興と災害に強いまちづくりの早期実現 

３．ライフラインの整備 

上・下水道の早期復旧と耐震性強化や情報通信システムの信頼性・安全性の向上 

４．河川等の整備 

河川、ため池等の施設の早期復旧と耐震性の強化及び防災拠点・防災帯の整備による防災空間確保

等 

第６節 義援金の受入れ・配分

Ⅰ地震対策編・第４章 災害復旧・復興対策 第６節「義援金の受入れ・配分」を準用する。

第７節 激甚災害の指定

Ⅰ地震対策編・第４章 災害復旧・復興対策 第７節「激甚災害の指定」を準用する。

第８節 災害対応の検証

Ⅰ地震対策編・第４章 災害復旧・復興対策 第８節「災害対応の検証」を準用する。

第３ 想定される計画内容例 

《実施担当－関係機関等》

企画経営部 ― 各 部

想定される計画内容は次のとおりである。

１．主要交通施設の整備 

道路、鉄道等の主要交通施設の早期復旧と耐震化・ネットワーク化による機能強化等 

２．被災市街地の整備 

面的整備事業等による被災市街地の復興と災害に強いまちづくりの早期実現 

３．ライフラインの整備 

上・下水道の早期復旧と耐震性強化や情報通信システムの信頼性・安全性の向上 

４．河川等の整備 

河川、ため池等の施設の早期復旧と耐震性の強化及び防災拠点・防災帯の整備による防災空間確保

等 

第６節 義援金の受入れ・配分

Ⅰ地震対策編・第４章 災害復旧・復興対策 第６節「義援金の受入れ・配分」を準用する。

第７節 激甚災害の指定

Ⅰ地震対策編・第４章 災害復旧・復興対策 第７節「激甚災害の指定」を準用する。

第８節 災害対応の検証

Ⅰ地震対策編・第４章 災害復旧・復興対策 第８節「災害対応の検証」を準用する。
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