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　県では、東日本大震災の教訓や経験等をもとに、防災対策の更なる充実・強化を図るため、平
成26年3月に「秋田県地域防災計画」を全面的に見直しました。
　今後は、県民の皆さんをはじめ、市町村や関係機関と連携しながら、この計画を着実に実施し、
安全に安心して暮らせる災害に強い地域社会の実現に向け、これまで以上に防災対策を強化して
まいります。

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、
被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とします。

◦東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化
◦大規模広域災害時における被災者対応等の強化
◦最近の災害等を踏まえた防災対策の見直し

◦最大規模の災害への対応を考慮すること
◦自助・共助・公助の視点を踏まえ地域防災力を充実すること
◦きめ細やかな女性の視点を反映させること

基本
理念

柱

留意点

1　計画実施により目指す姿  

2　計画の修正方針

災害に強い地域社会を目指して
〜新たな地域防災計画により防災対策を強化します〜

共助
自分たちの地域は
自分たちが守る

自助
自らの命は自らが守る

公助
行政等の公的機関による
予防対策・救助等
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最大クラスの津波を想定して、緊急避難場所の指定、
避難訓練の実施など、避難を中心としたソフト対策を
講じます。

他県から被災者を受け入れた際は、被災者のニーズに
応じて健康や就労、就学などきめ細かく支援します。

自治会や集落単位での「危険箇所マップ」の作成や看
板の設置、住民への説明等による土砂災害危険箇所
の周知を進めます。

女性の視点を取り入れるとともに、高齢者、障害者など
に配慮した避難所運営を行います。

特別警報発表時等は、速やかに災害対策本部を設置
し、即応体制を強化するほか、業務継続計画（BCP）に
基づき重要業務への影響を最小限に抑えます。

「火山防災協議会」を設置するなど、平常時から関係
機関の連携を強化するとともに、噴火時等の避難対策
等を定めた「火山防災計画」を策定します。

防災行政無線や携帯電話メールなど、さまざまな情報
伝達手段を活用し、確実に防災情報を伝達します。

県外からの自衛隊や警察、消防等、応援部隊の集結
や、救援物資の受入、仕分け等を円滑に行うため「広
域防災拠点」を整備します。

教育現場における発達段階に応じた副読本等の提供や
「地震体験車」等の活用による防災教育の充実強化に
加え、自主防災組織の活動を強化します。

物資は県民、県、市町村で分担して備蓄するほか、事
業者と協定を結び、確保する体制を強化します。

「広域災害救急医療情報システム」等を活用した情報共
有体制の整備や、災害医療活動の立案・実施の調整役
として「災害医療コーディネーター」等を配置します。

消防団員の確保や消防施設・資機材等の整備による
消防力の強化や「住宅用火災警報器」の設置促進等に
よる火災予防の強化を図ります。

Ⅱ 大規模広域災害時における被災者対応等の強化

Ⅰ 東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化

Ⅲ 最近の災害等を踏まえた防災対策の見直し

❶  津波避難対策の強化

❶  県境等を越えた被災者の受入

❶  最近の風水害・雪害等を踏まえた対策

❸  火山対策の強化

❷  防災教育の推進と自主防災組織の強化

❹  火災予防の強化

❸  行政機能の維持・確保

❷  広域防災拠点等の整備

❹  医療体制の整備

❸  避難所の機能強化

❷  多様な情報伝達手段の確保

❹  備蓄体制等の強化
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3　計画における主な対策

1 東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化

❶  津波避難対策の強化

《教訓・課題》
◦迅速に高台等へ避難した方々は助かり、避難が遅れた方々が犠牲となった。
◦大規模停電等により電話等が不通となり、正確な情報提供ができなくなった。
◦避難所によっては、高齢者や障害者、女性への配慮が不十分であった。
◦救援物資が不足し被災地への円滑な供給ができなかった。

◦最大クラスの津波を想定した防災対策の推進
◦緊急避難場所・避難路の事前確認や避難訓練の実施等、ソフト対策の充実
◦津波浸水想定等を踏まえた緊急避難場所や避難所の指定
◦「津波ハザードマップ」の作成と住民への周知徹底
◦沿岸市町において避難場所等の表示板や海抜表示シート等の設置

◆指定緊急避難場所・指定避難所
　災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための

「緊急避難場所」と一定期間滞在し避難者の生活環境を確保するための
「避難所」が明確に区分されました。
　特に、緊急避難場所については、災害の種類毎に指定することに加え
て、津波又は洪水については、安全区域外であっても構造条件を満たし
ている場合は、津波避難ビル・タワーの指定が可能となりました。

◉まず、すること
◦ 大きな揺れの最中は、無理にコンロなどの火を消したりせず、

まず身を守りましょう。
◦大きな揺れがおさまったら、素早く火を止めましょう。

◉隣近所の助け合い
◦隣近所で協力し、消火活動、救出活動を行いましょう。
◦高齢者、障害者等の安全を確保しましょう。

◉津波からの避難
◦ 沿岸部や河川沿いにいる場合は、地震による大きな揺れを感じたり、津波警報などの

情報を得たときは、直ちに避難しましょう。
◦ 指定緊急避難場所である「安全な高台」や「津波避難ビル」に避難しましょう。

【津波ハザードマップ】
　各市町村が作成するもので、想定さ
れる最大津波による「浸水域」、「浸水
の深さ」、また津波来襲時における安全
な「指定緊急避難場所」及び「指定避
難所」等を地図上に示したもの

地震発生直後の行動
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❷  多様な情報伝達手段の確保

❸  避難所の機能強化

◆主な情報伝達手段

◦�防災行政無線、テレビ・ラジオ、登録制メール、
コミュニティFM等、多様な情報手段を活用した
確実な情報伝達体制の整備�
◦次期秋田県総合防災情報システムの整備�
◦�国の「安否情報システム」や「災害用伝言ダイヤル
（171）」の活用による安否情報の収集・伝達�
◦各種防災システムへの非常用電源の確保

◦�高齢者や障害者など避難行動要支援者への支援の充実
◦�男女別トイレの設置等、女性の視点を踏まえた避難者への対応
◦�避難生活が長期化した場合の飲料水や衛生用品等の確保
◦�非常用電源の配置、燃料の備蓄、応急活動（医療救護、給食等）に必要な設備の整備

情報伝達手段 内　容

防災行政無線
市町村役場から一斉放送すると、市町村
内に設置された屋外拡声器、又は各住居
に設置された戸別受信機から防災情報を
伝達するもの

登録制メール
市町村で独自にメールサーバを構築するこ
と等により、そこにアドレス登録した住民の
携帯電話端末へ防災情報を伝達するもの

コミュニティFM 民間のコミュニティ放送局が発信する防災
情報等を、ラジオ等を通じて伝達するもの

SNS
パソコンや携帯電話端末で利用されてい
るFacebookやTwitterなどのソーシャル
ネットワークサービスを通じて防災情報を
伝達するもの

災害時は、「171」を利用して、
家族の安否を確認
しましょう。

伝言の録音

171➡1➡自宅電話番号（市外局番から）�
伝言の再生

171➡2➡自宅電話番号（市外局番から）

災害用伝言ダイヤル（171）
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◆避難行動要支援者名簿の作成
　要介護高齢者や障害者など、災害発生時の避難に特に支援を要する人（避難行動要支援
者）に対して、迅速な避難支援が行えるよう、市町村において要介護状態区分、障害支援区分、
家族の状況等を示す名簿を作成します。

◆福祉避難所の設置
　既存の福祉施設等を活用し、災害発生時に一般の避難所では生活に支障がある避難行動
要支援者に対して、ケアを行うほか、手すりや仮設スロープなどバリアフリー化が図られた「福祉
避難所」を設置します。

◆県の備蓄倉庫（8箇所）
◦県北地区（大館能代空港敷地内）
◦中央地区（県航空隊基地敷地内） 
◦県南地区（秋田ふるさと村隣接地）
◦県消防学校敷地内
◦鹿角・山本・仙北・雄勝地域振興局庁舎

◦北由利断層地震（避難者約13.9万人）を想定し、備蓄の役割分担を設定
◦県・市町村の「共同備蓄品目」の指定と数量の決定
◦自助・共助の観点から家庭や地域における備蓄目標を3割に設定し、普及啓発を強化
◦�公助の役割である7割のうち、県・市町村が1/3を共同で備蓄し、2/3を事業者との協定に基づ
く流通備蓄等により確保
◦県は各地域振興局管内に、市町村は学校や地区センターなど避難所となる施設に備蓄

【公助】7/10 【自助・共助】
3/101/3 2/3

県・市町村の共同備蓄
3.2万人分

流通備蓄等
6.5万人分

家庭や地域の備え
4.2万人分

❹  備蓄体制等の強化

　災害発生直後は、食料や日用品の調達が難しくなるので、
備蓄品・非常持出品を準備しておきましょう。（3日分が目安）

◦飲料水（1人1日3リットル）・給水用ポリタンク
◦防寒用品（毛布、タオルケット、寝袋）
◦食品（レトルト食品、カップみそ汁など）
◦簡易食器（紙皿、紙コップ、割り箸）
◦簡易トイレ
◦燃料（カセットコンロ、固形燃料など）
◦シャンプー（水のいらないもの）
◦懐中電灯・ラジオ・予備の電池
◦預金通帳・健康保険証の写し　等

備蓄品・非常持出品の準備
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《教訓・課題》
◦県外からの被災者受入体制の整備や避難の長期化による多様なニーズへの対応が必要となった。
◦応援部隊の受入や救援物資等の集積など、広域応援活動の拠点となる施設を整備する必要がある。
◦�津波による庁舎の倒壊や職員の被災、住民データの流出などにより、行政機能が著しく低下し、災害対応や住民サービス
の提供が困難であった。

◦全国知事会の調整の下、被災県に対する広域応援等の実施�
◦�災害救助法に基づく被災者の受入要請があった場合、被
災都道府県と連携し被災者を受入れ�
◦�戸別訪問等による被災者の生活状況の把
握やニーズに沿った支援・相談会等の実施�
◦�被災者に対する健康診断、経済的な理由で
就学困難となった児童生徒への就学支援、
ハローワーク等と連携した就労支援

◦�自衛隊や警察、消防等の集結場所、救援物資の受け入れ等の機能を果たす広域防災拠点
の整備
◦広域防災拠点における所在市町村の後方支援等の実施

地域 施設の名称 機能

大館北秋

長根山運動公園
集結場所・ベースキャンプ長木川河川緑地

北欧の森公園
大館樹海ドーム 一次物資集積拠点
大館能代空港 SCU

秋田中央
県立中央公園運動場 集結場所・ベースキャンプ
県立中央公園スカイドーム 一次物資集積拠点
秋田空港 SCU

横手大仙

大仙市総合公園（農業科学館・大曲西中学校を含む）
集結場所・ベースキャンプ

横手市赤坂総合公園（横手南中学校を含む）
神岡中央公園「嶽ドーム」（B&G海洋センターを含む）

一次物資集積拠点協和多目的交流施設「樹パル」
秋田ふるさと村ドーム劇場

※SCU:広域搬送拠点臨時医療施設

3　計画における主な対策

2 大規模広域災害時における被災者対応等の強化

❶  県境等を越えた被災者の受入

❷  広域防災拠点等の整備
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◦�広域災害救急医療情報システム（EMIS）等の整備による災害医療情報の収集・共有
◦�災害医療活動の立案・実施の調整役である「災害医療コーディネーター」の配置�
◦��県災害医療対策本部による情報収集や災害派遣医療チーム（DMAT）の待機・出動要請等、
県内災害医療の一元的な統率
◦�備蓄医薬品等の災害時における供給体制の確保�

【県災害対策本部の設置】

【業務継続計画（BCP）】
　BCPはBusiness Continuity Planの略で、
災害や事故など不測の事態を想定して、事業
継続の視点から対応策をまとめたもの。危機
発生の際、重要業務への影響を最小限に抑
え、仮に中断しても可及的速やかに復旧・再
開できるようにあらかじめ策定しておく行動計
画のことです。

【災害派遣医療チーム（DMAT）】
　Disaster Medical Assistance Teamの頭字
語「DMAT」（ディーマット）で呼ばれる。
　医師、看護師、業務調整員（救急救命士、薬
剤師、コメディカル、事務員等）で構成され、地
域の救急医療体制だけでは対応できないほど
の大規模災害や事故などの現場に急行する医
療チームのことです。

◦�県内で震度6弱以上の地震が発生した場合や特別警報等が発表された場合、県災害対策
本部の即時設置
◦被災市町村への県職員派遣（現地派遣班）による積極的な情報収集の実施�
◦業務継続計画（BCP）に基づく非常時における適切な業務の遂行
◦�関係機関の協力体制のもと、大規模災害時における適切な遺体処置や円滑な埋火葬等の実施

❸  行政機能の維持・確保

❹  医療体制の整備

◦平成25年8月30日に運用開始
◦ 特別警報は、数十年に1度しか

ないような非常に危険な場合に
発表されます。

◦「特別警報」が発表されたら、直
ちに避難するなど、命を守る行
動をとりましょう！

特別警報
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◦�降水量、河川水位等の客観的指標に基づく避難勧告等の発令基
準の設定�
◦�県・市町村の連携のもと、「土砂災害危険箇所」のウェブサイトで
の公表や危険箇所マップの作成、看板設置等による周知徹底�
◦雪下ろし中の転落事故等防止のための「雪下ろし注意情報」の発表�
◦地域コミュニティーの機能強化等による除排雪体制の構築

《教訓・課題》
◦�風水害、雪害、土砂災害、竜巻など、毎年多数の被害が発生しており、自然災害から県民の生命・財産を守るために、防
災対策の充実が求められている。
◦�地震・津波等に対する正しい知識を身につけるため、教育機関における防災教育や、地域での防災研修など、県民の防
災意識向上の取組が重要である。

◉前ぶれはすぐに連絡を
　次のような土砂災害の前ぶれに気づいたら、速やかな
避難を心がけ、市町村や消防機関に連絡しましょう。
◦ガケから小石がパラパラ落ちてくる
◦川や沢の流れがにごり、木が混ざり始める
◦斜面がひび割れたり、斜面から水がわき出る
◦山鳴りや異常なにおい、地鳴りがする
◦雨が続いているのに沢の水位が急激に減少する

◉避難勧告等の発令後はすぐに避難を
　市町村からの避難勧告・指示等の発令に注意し、ただ
ちに避難しましょう。屋外に移動することが危険な場合は、
2階や斜面と反対側の部屋などに待避しましょう。

◉雪害の状況
　昨冬の県内の雪による人的被害は、死者、負傷者とも
に、屋根の雪下ろし等の除排雪作業中の事故が9割近く
を占めています。

◉雪下ろしの安全確認ポイント
◦2名以上で作業
◦はしごはしっかり固定
◦命綱・ヘルメットを使用
◦体調の悪いときは行わない
◦雪のゆるみに注意

3　計画における主な対策

3 最近の災害等を踏まえた防災対策の見直し

❶  最近の風水害・雪害等を踏まえた対策

土砂災害 雪害
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◦�各学校等における幼児・児童・生徒の発達段階に即した「副読本」の配付など、教育活動全
体を通じた計画的な防災教育の推進
◦�県消防学校「防災学習館」や地震体験車の配備等による
防災知識・意識の普及啓発�
◦�自主防災アドバイザーの派遣やリーダー講習会の開催等に
よる自主防災組織の活動強化

◦ 災害時の危険な場所、安全な場所、一人暮らしの方の家など、それぞれの地域の実情を最もよく知っているのは、地域住民の
皆さんです。住民が互いに助け合う「自主防災組織」を結成し、日頃から、災害に備えた取り組みを進めましょう。

◦ また、高齢化のため避難困難者が増えたり、道路や宅地開発などで避難路が変わるなど、地域の防災をめぐる環境は変化して
います。すでに結成されている組織にあっても、みんなで地域を点検し、定期的に訓練するなどの活動を継続しましょう。

◉町内会等での話し合い
　町内会などで、どのような災害が予想されるか、危険箇所はどこか、
避難が難しい体の弱い人はどのくらい住んでいるか等、災害が起きた
ときにどのようにすべきか話し合いましょう。

◉市町村への相談
　市町村の防災担当課では、自主防災組織をどのように結成し、どの
ように活動すべきか、教えてくれます。活動の費用等を助成する市町
村もありますので、積極的に相談しましょう。

自主防災組織の結成「自分たちの地域は自分たちで守る」

❷  防災教育の推進と自主防災組織の強化

◆「防災リーフレット」の作成・配付
　発達の段階に応じて、小学校低学年・高学年用、中学校用、高等
学校用のリーフレットを作成し、全児童生徒へ配付しています。

◆県消防学校「防災学習館」
◦ 平成26年3月1日リニューアルオープン
◦ 防災シアター、学習コーナーを新設
◦ 消火体験、地震体験、

煙体験、通報体験など
を最新機器に

◦ 専従説明員の配置に
よる防災教育・学習機
能の強化

◆地震体験車
◦ 地震の揺れを体験で

きる地震体験車を消
防学校に配備

◦ 県内各地の防災訓練
等で活用し、防災知識
の普及啓発

◦ 震度2〜7の震度階級毎の地震、東日本大震災や日本
海中部地震などを再現

◦各消防本部で利用申込受付

秋田県　防災　リーフレット
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◦��東日本大震災以降の火山活動活発化の兆候を受け、噴火発生時等における避難等の防災
対応についての検討等を行うための「火山防災協議会」を設置
◦�噴火時等の避難対策などを定めた「火山防災計画」の策定

◦�火災予防体制の充実のための消防団員確保の推進や消防施設及び資機
材の整備拡充による消防力の強化
◦�学校、病院、工場等の各施設における防火管理者制度の徹底�
◦�就寝時間帯等の住宅火災逃げ遅れ防止のための「住宅用火災警報器」の
設置促進

◆自主防災組織の活動
◦ 自主防災組織は、町内会単位で結成されることが多く、平

常時には、危険箇所の把握や町内会館等への食料・資機
材の備蓄、防災訓練などを行い、災害発生時には簡単な
消火や避難誘導、救助活動等に従事します。

◦ 東日本大震災では、多くの自主防災組織が避難誘導や安
否確認、避難所運営の支援などの活動を行っており、あら
ためて重要性が認識されています。

◆火山観測体制
◦ 火山噴火予知連絡会により、火山防災のための監視・観測体制の充実等が必要な火山として全

国47火山が選定され、本県では、「秋田駒ヶ岳」「秋田焼山」「鳥海山」「栗駒山」の4火山が選定
されています。

◦ 仙台管区気象台では、火山活動の異常を検知した場合には、速やかに噴火警報等の情報を発
表します。

3　計画における主な対策

❸  火山対策の強化

❹  火災予防の強化
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地震災害対策

火山災害対策

一般災害対策

津波災害対策

災害復旧計画

1

地域防災計画の位置づけ 

防災関係機関

計画の構成

　秋田県地域防災計画は、災害対策基本法に
基づき秋田県防災会議が作成するもので、防災
関係機関がその全機能を発揮して県民の生命や
身体、財産を災害から守り、安心して暮らせる秋
田県をつくるための計画です。

　秋田県地域防災計画は、共通事項としての「総
則」や「災害復旧計画」のほか、災害の種類に応
じた対策の全6編で構成されています。災害対策
の各編は、災害を未然に防止又は被害を軽減す
る「予防計画」、災害発生時に県民を救出・救援
する「応急対策計画」により構成されています。

秋田県総務部総合防災課
〒010-8572 秋田市山王3-1-1

［電話］018-860-4562
［FAX］018-824-1190
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