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平成２５年度 災害対策及び被害状況 
 

○ 福岡市災害対策（警戒）本部の設置・運営及び被害状況（総括表） 

   

  ※ 災害対策本部設置回数 ６回 ，災害警戒本部設置回数 ０回 

 

設 置 日 時 

 

廃 止 日 時 

原因種別 

最大累積雨量 

最大瞬間風速 

最大震度 

住家被害 非
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水 

床
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１ 

災害対策本部 

7月 3日(水)13時22分 

7月 3日(水)16時50分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
70.0mm             

２ 

災害対策本部 

7月 6日(土)11時30分 

7月 6日(土)16時15分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
104.0mm       西１      

３ 

災害対策本部 

8月24日(土) 8時20分 

8月24日(土)16時30分 

大雨 

(大雨・洪水警報) 
94.0㎜             

４ 

災害対策本部 

8月25日(日) 2時55分 

8月25日(日)15時50分 

大雨 

(大雨・洪水警報) 
143.5㎜        早１     

５ 

災害対策本部 

8月30日(金)12時09分 

8月31日(土)19時50分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
389.0㎜    

中１ 

城１ 

早１ 

博３ 

中７ 

早２ 

東１ 

博６ 

中１３ 

南１ 

早５ 

 
東１ 

中１ 
  城１ 

博１ 

中１ 

南４ 

城２ 

早５ 

６ 

情報収集態勢 

10月 8日(火)0時00分 

10月 9日(水)8時00分 

台風 

(暴風･波浪警報) 
27.4m/s            

博２ 

中１ 

７ 

災害対策本部 

11月10日(日) 3時58分 

11月10日(日) 6時35分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
81.0㎜             

８ 
情報収集態勢 

3月14日(金)2時7分から 
地震 震度３             

 最大累積雨量は，市内１９箇所の観測点の中で，最大雨量の数値を掲載した。 
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

被害なし

４　雨量情報（７月３日１２：００～１６：５０）

５　河川情報

市内の河川で氾濫注意水位に達した河川なし

44.0ｍｍ（脊振ダム）3日12:00～13:00

7月3日

7月3日

大雨・洪水警報　解除

市　　　　　　内

第１配備　４８４名福岡市災害対策本部　設置

平成２５年７月３日の大雨について

福岡市災害対策本部　廃止

内　　　　　容
大雨・洪水警報　発表

最大累積雨量

月　　日 時　　　　間
13:22
16:35

最大時間雨量
　　 70.0ｍｍ（脊振ダム）

月　　日 時　　　間

16:50
13:22

内　　　　　　容
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

４　雨量情報（６日６：００～１６：００）

５　河川情報

最大累積雨量  104.0mm（今宿青木公園）
最大時間雨量

金屑川 大原橋 １６２ｃm ８：２５～８：４５
河川名 観測地点 はん濫注意水位（㎜） 超過時間

45.5mm（西戸崎出張所）6日11:00～12:00

市　　　　　　内

河川護岸ブロックの一部崩壊　１件　（西区田尻１丁目５番　周船寺川）

11:30 福岡市災害対策本部　設置
7月6日

第１配備 391名
16:15 福岡市災害対策本部　廃止

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

15:55 大雨・洪水警報　解除
11:30 大雨・洪水警報　発表

平成２５年７月６日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

7月6日
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

被害なし

４　雨量情報（２３日１７：００～１６：３０）

５　河川情報

市内の河川で氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量 40.0mm（玄界島公民館）24日10:00～11:00
最大累積雨量  94.0mm（玄界島公民館）

16:30 福岡市災害対策本部　廃止

市　　　　　　内

大雨・洪水警報　解除
8月24日

8:20 大雨・洪水警報　発表

8:20 福岡市災害対策本部　設置 第１配備 435名
8月24日

平成２５年８月２４日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

16:13
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

４　雨量情報（２５日０：００～１５：００）

５　河川情報

超過時間

    143.5mm（北崎連絡所）最大累積雨量

金屑川 大原橋 162cm 25日　6:45～6:55
河川名 観測地点 はん濫注意水位（cm）

2:55

がけ崩れ　１件　（早良区大字脇山） 

最大時間雨量 37.0mm（早良本署）25日9:00～10:00

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

8月25日

市　　　　　　内

11:33 洪水警報　解除　（大雨警報継続）

福岡市災害対策本部設置 第1配備　439　名
15:50 福岡市災害対策本部廃止

平成２５年８月２５日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

15:30 大雨警報　解除
8月25日

2:55 大雨・洪水警報　発表
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

７頁のとおり

４　避難等の状況

自主避難（８月３０日）

　東区　　１世帯　１名　(香陵公民館）

５　雨量情報（３０日８：００～３１日１９：３５）

６　河川情報

多々良川 多々良橋 356 31日　　3:20～ 5:15

31日　　2:45～ 3:00
田島橋 210 31日　　2:50～ 3:00

室見川 橋本橋 350 31日　　3:00～ 4:10

須恵川 津屋本町橋 200 30日　17:20～17:30

樋井川
樋井川橋 311 31日　　2:45～ 2:50

草香江新橋 229

宇美川 二又瀬橋 160
30日　16:45～19:10
30日　20:15～21:45
31日　　3:20～ 4:05

31日　　2:45～ 3:20

御笠川 隅田橋 100
30日　16:40～17:00
30日　20:00～21:10

河川名 観測地点 はん濫注意水位（cm） 超過時間

金屑川 大原橋 162
30日　14:30～15:20

最大累積雨量  389.0mm（脊振ダム）
最大時間雨量  70.5mm（アメダス福岡）30日14:00～15:00

市　　　　　　内

〃 19:50 福岡市災害対策本部廃止
7:30 水防第1配備に縮小 第1配備　511 名

8月30日 12:09 福岡市災害対策本部　設置（水防第1配備） 第１配備　455 名
〃 17:40 水防第2配備に強化 第2配備　 930 名

8月31日

〃 19:35 大雨警報　解除　

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

8月31日 3:26 暴風警報（海域）　発表　　※台風15号は3時に温帯低気圧へ
〃 11:35 洪水・暴風警報（海域）　解除

〃 16:42 洪水警報　解除　
〃 19:17 洪水警報　発表

8月30日 12:09 大雨・洪水警報　発表

平成２５年８月３０日からの大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容
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１　住家被害 　３件 中央区 1件 舞鶴一丁目
　 （床下浸水） 城南区 1件 七隈二丁目

早良区 1件 早良六丁目

２　非住家被害 １２件 博多区 3件 中州二丁目（２カ所・浸水）、千代五丁目（浸水）
中央区 7件

今泉一丁目（浸水）、薬院一丁目（浸水）、薬院三丁目（浸水）
荒戸二丁目（浸水）

早良区 2件 曙一丁目（浸水）、小田部四丁目（地下駐車場冠水）

４　道路被害 ２６件
損壊 ７件 東　 区 1件 下原五丁目

博多区 1件 上川端町
中央区 4件 天神一丁目、天神二丁目、渡辺通一丁目、六本松四丁目
早良区 1件 大字板屋

冠水 １９件 博多区 5件
中央区 9件 天神二丁目、舞鶴一丁目、警固一丁目、警固二丁目

今泉一丁目（３カ所）、今川一丁目、六本松一丁目
南　 区 1件
早良区 4件

３　がけ崩れ ２件 東　 区 1件 若宮二丁目
中央区 1件 谷一丁目

５　人的被害 １件 マンホール破損による転倒，男性１名軽傷　　城南区茶山五丁目

６　その他 １３件 機械式駐車場冠水　 １件 博多区博多駅前三丁目
雨水屋内流入　 １件 南区那の川二丁目
用水路のはん濫　 ２件 早良区賀茂一丁目（２カ所）
倒木　 １件 早良区大字板屋
落石　 １件 早良区重留五丁目
道路上への土砂堆積　 １件 早良区大字板屋

６件 中央区平尾浄水町
南区柏原六丁目、南区和田二丁目、南区折立町五丁目
城南区長尾四丁目（２カ所）

被害状況

天神一丁目（浸水）、渡辺通五丁目（浸水）、警固二丁目（浸水）

ブロック塀倒壊

沖浜町（２カ所）、竹丘町一丁目、堅粕三丁目、堅粕四丁目

大橋二丁目
飯倉三丁目、飯倉五丁目、田隈二丁目、祖原
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　気象の推移と満潮時刻

４　被害状況

博多区　２件 電柱倒壊，建築現場の鉄パイプなどの散乱による交通障害

中央区　１件 街路灯倒壊

５　避難等の状況

自主避難（１０月８日～９日）
　東区 　２箇所　　３世帯　　３名　（西戸崎公民館・筥松公民館）
　博多区 　１箇所　　２世帯　　２名　（大浜公民館）
　南区 　１箇所　　１世帯　　１名　（東若久公民館）
　早良区　　５箇所　１０世帯　１３名　（西新公民館・飯倉公民館・四箇田公民館・原西公民館・早良公民館）

　西区 　１箇所　　１世帯　　１名　（内浜公民館）

23.0mm（脇山門戸口堰堤）8日0：00～9日 8：00
市内最大雨量(時間)    9.0mm（脇山門戸口堰堤）8日19：00～20：00

強風域出
最大瞬間風速 27.4ｍ（中央区）8日20：16

　　※このほか消防局警戒出動事案が６件（看板の固定など）

内　　　　　容
強風・波浪注意報　発表
暴風・波浪警報　発表
暴風・波浪警報　解除（陸域）
強風・波浪注意報　発表（暴風・波浪警報解除）

市内最大雨量(累積)

強風域入り 8日 15時頃
最接近 8日 21時頃

9日　 4時頃

項　　目 日　　時　　等

10月9日 8:00 情報収集態勢解除

10月8日 0:00 情報収集態勢開始
〃 17:30 各区役所においても情報収集態勢開始

14:10

〃 7:08

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

強風注意報　解除（陸域）

平成２５年１０月の台風第２４号について

月　　日 時　　　　間

10月9日 0:55
〃 3:15

10月7日 16:07
10月8日
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

被害なし

４　雨量情報（９日２２：００～１０日６：００　）

５　河川情報

市内の河川で氾濫注意水位に達した河川なし

最大累積雨量   ８１.0mm（玄界島公民館）       
最大時間雨量   ３８.0mm（玄界島公民館）10日4:00～5:00

市　　　　　　内

11月10日 3:58 福岡市災害対策本部　設置 第１配備　344 名
11月10日 6:35 福岡市災害対策本部　廃止

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

11月10日 6:30 大雨・洪水警報　解除
11月10日 3:58 大雨・洪水警報　発表

平成２５年１１月１０日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容
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１　地震の概要

発生時刻 　　 平成２６年３月１４日（金）　２時７分ごろ

震源 伊予灘（北緯３３．７度　東経１３１．９度）

震源の深さ 約８０ｋｍ

地震の規模 マグニチュード６．１

最大震度 ５強（愛媛県西予市）

津波 なし

２　緊急地震速報（警報）の発表状況

提供時刻 平成２６年３月１４日（金）　２時７分１０．６秒
※地震波検知から７．７秒後

３　福岡市の震度

震度３ 　　 中央区 天神、大濠、舞鶴　
博多区 福岡空港、博多駅前
南区 塩原
西区 今宿

震度２ 東区 千早
城南区 神松寺
早良区 百道浜

震度１ 早良区 板屋

４　被害状況

被害なし

平成26年3月14日の地震について

10



 

 1 

平成２６年度版 

「福岡市地域防災計画（震災対策編・風水害対策編・原子力災害対策編）」修正案（概要） 

「福岡市地域防災計画」については，災害対策基本法第４２条に基づき，毎年，必要な修正を行っている

が，平成２６年度版の修正については，東日本大震災の状況を踏まえた継続的な見直しに取り組むとともに，

学識経験者や住民自治組織代表等による「福岡市地域防災計画」見直し検討委員会での議論や，「福岡市防

災会議」の関係機関・団体からの意見等を反映させた修正を行った。 

 特に今回は，災害対策基本法の改正や防災基本計画の修正を受けて，避難支援対策や被災者支援対策など

各種対策の充実・強化を図るとともに，原子力災害対策指針の改定等を踏まえ，安定ヨウ素剤の備蓄等につ

いて拡充・整備を行うこととした。 

 平成２６年度以降も，国の基本的な方針等を踏まえつつ，県や近隣自治体と緊密に連携しながら検討を行

い，必要な見直しを進めていく。 

２ 修正案での主な見直し項目 

  

＜ 第１章 総則 ＞ 

◆ 防災の基本理念及び施策の方向性    【新旧対照表 ２頁(震災)，１８頁(風水害)】 

◆ 災害の想定              【新旧対照表 ５頁(震災)，２１頁(風水害)】 

◆ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進（地区防災計画）【新設】         

                      【新旧対照表 ５頁(震災)，２１頁(風水害)】 

＜ 第２章 災害予防計画 ＞ 

◆ 災害予防                【新旧対照表２１頁(風水害)】 

◆ 自主防災体制の整備          【新旧対照表 ６頁(震災)，２６頁(風水害)】 

 

＜ 第３章 災害応急対策計画 ＞ 

◆ 応急活動体制             【新旧対照表１０頁(震災)，２９頁(風水害)】 

◆ 情報の収集・伝達           【新旧対照表３１頁(風水害)】 

◆ 災害時の広報             【新旧対照表１３頁(震災)，３２頁(風水害)】 

◆ 避難対策               【新旧対照表１３頁(震災)，３３頁(風水害)】 

◆ 生活救援対策             【新旧対照表１５頁(震災)，３６頁(風水害)】 

 

＜ 第４章 災害復旧・復興計画 ＞ 

◆ 災害復旧・復興計画の基本方針     【新旧対照表１６頁(震災)，３７頁(風水害)】 

１ 平成２６年度版「福岡市地域防災計画」の修正の目的 

震災対策編・風水害対策編  
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＜ 第１章 総則 ＞  

◆ 玄海原子力発電所の概要及び原子力災害対策を重点的に実施すべき地域等の範囲 

             【新旧対照表３９頁】 

＜ 第２章 原子力災害事前対策 ＞ 

◆ 緊急事態応急体制の整備              【新旧対照表４０頁】 

◆ 救助・救急，医療及び防護資機材等の整備     【新旧対照表４０頁】 

 

＜ 第３章 緊急事態応急対策 ＞ 

◆ 基本方針                  【新旧対照表４１頁】 

◆ 活動体制の確立           【新旧対照表４１頁】 

◆ 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保   【新旧対照表４１頁】 

◆ 屋内退避，避難収容等の防護活動        【新旧対照表４２頁】 
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３ 主な見直しの概要 

  

《第１章 総則》 

災害対策基本法の改正及び防災基本計画の見直しに伴い，「市民及び事業者による地区内の防災活動の推

進」（地区防災計画）について新設するとともに，「防災の基本方針」，「災害の想定」の一部変更，追

記した。 

◆ 防災の基本理念及び施策の方向性【震災対策編：第 2節，風水害対策編：第 2節】 

○ 災害予防，災害応急対策，災害復旧・復興の項目ごとに基本理念と取るべき施策の方向性に分けて

記述。 

◆ 災害の想定【震災対策編：第 5節，風水害対策編第 5節】 

○ 福岡市において独自にエリアや時間帯ごとに調査した，想定される帰宅困難者数を追記。 

○ 風水害で想定される災害の要因及び種類を整理。 

◆ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進（地区防災計画）【震災対策編：第 8節，風水害対策

編：8節】（新設） 

○ 自助・共助による自発的な防災活動を促進し，ボトムアップ型で地域における防災力を高めるため，

市内の居住者等から地区防災計画の提案等があった場合，必要に応じ，福岡市地域防災計画に定める

ことを新設。 

 

《第２章 災害予防計画》 

水防法，災害対策基本法の改正に伴い，「浸水想定区域における避難措置」，「企業防災の促進」，「水防

協力団体の指定」など災害予防に向けた各種対策の充実・強化について新設，追記した。 

◆ 災害予防【風水害対策編：第 1節】 

○ 浸水想定区域における円滑な避難や浸水防止を図る必要がある施設の対象に，大規模工場等を追加。 

○ 洪水予防等を伝達する者の中に自衛水防組織の構成員を追加。 

◆ 自主防災体制の整備【震災対策編：第 2節，風水害対策編：第 3節】 

  ○ 食料，飲料水，生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する

企業は，市が実施する企業との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努め

ることを追記。 

○ 青年層・女性層の団員への参加促進等水防団の活性化を推進するとともに，ＮＰＯ，民間企業，自

治会等多様な主体を水防協力団体として指定することで水防活動の担い手を確保し，その育成，強化

を図ることを新設。 

 

《第３章 災害応急対策》 

気象業務法，災害対策基本法の改正に伴い「特別警報」，「安否情報の提供」，「被災者台帳の整備」 

震災対策編・風水害対策編 

  



 

 4 

など災害応急に向けた各種対策の充実・強化について新設，追記した。 

◆ 応急活動体制【震災対策編：第１節，風水害対策編：第１節】 

○ 災害対策本部の配備態勢の発令基準に特別警報の項目を追記。 

○ 被災により福岡市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合，国または県は，

応急措置を実施するため福岡市に与えられた権限の一部をもって，実施すべき応急措置の全部または

一部を代行することを新設。 

○ 福岡市及び福岡県が被災により自ら広域一時滞在のための協議を行うことが不可能な場合，国が広

域一時滞在のための協議を代行することを新設。 

◆ 情報の収集・伝達【風水害対策編：第 2節】 

○ 大雨，暴風，高潮等の特別警報の伝達を受けた場合，直ちに住民等へ伝達することを追記。 

◆ 災害時の広報【震災対策編：第 3節，風水害対策編：第 3節】 

○ 被害状況，応急対策状況，復旧状況，生活関連情報等を発信するとともに，インターネットの優先

利用等に「ポータルサイト・サーバー運営業者の協力」を得ることを追記。 

○ 市民等から照会があったときは，被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ，

消防，救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で，可

能な限り安否情報を回答するよう努めることを新設。 

◆ 避難対策【震災対策編：第 7節，風水害対策編：第 6節】 

○ 避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむを

得ないときは，居住者等に対し屋内での退避等の安全確保措置を指示することができることを追記。 

○ 避難所の組織体制等の整備，避難所運営の手引きの作成など，避難所における生活環境の整備等に

留意すべき事項を見直し。 

○ 個々の被災者の被害状況，各種の支援措置の実施状況，配慮を要する事項等を一元的に集約した被

災者台帳を作成し，被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めることを新設。 

◆ 生活救援対策【震災対策編：第10節，風水害対策編：第9節】 

○ 「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」に基づき，被災者と愛玩動物の同行避難が円滑

に行われるよう対策を講じることを追記。 

○ 災害時にり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう，住家被害の調査の担当者の育成，他の自治体

や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど，り災証明書の交付に必要な業務の実施体制

の整備に努めることを追記。 

 

《第４章 災害復旧・復興計画》 

大規模災害からの復興に関する法律を踏まえ，復旧・復興計画の策定など各種対策の充実・強化につい

て追記した。 

◆ 災害復旧・復興計画の基本方針【震災対策編：第1節，風水害対策編：第1節】 

○ 市民の意向を尊重し，福岡市が主体的に取り組むとともに，国がそれを支援する等適切な役割分

担の下，可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図ることを追記。 

○ 復旧・復興計画の策定について，必要に応じ，大規模災害からの復興に関する法律の枠組みを活

用することを追記。 
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《第１章 総則》 

原子力災害対策指針の見直しに伴い，「玄海原子力発電所の概要及び原子力災害対策を重点的に実 

施すべき地域等の範囲」ＥＡＬ（緊急時活動レベル）について変更を行った。 

 

◆ 玄海原子力発電所の概要及び原子力災害対策を重点的に実施すべき地域等の範囲【第 5節】 

○ 原子力災害対策指針で定められているＥＡＬ（緊急時活動レベル）の見直しが行われたことから，

「表１ 緊急事態区分とＥＡＬ」を変更。 

 

《第２章 原子力災害事前対策》 

原子力災害対策指針等の見直しに伴い，「緊急事態応急体制の整備」について変更を行った。また，「救

助・救急，医療及び防護資機材等の整備」について充実を行った。 

 

◆ 緊急事態応急体制の整備【第 3節】 

○ 原子力災害対策指針の「緊急事態区分」の見直しに伴う変更。 

○ 緊急時モニタリングについて，国が主体的に実施することを踏まえた「モニタリング体制等」に変

更。 

◆ 救助・救急，医療及び防護資機材等の整備【第 7節】 

○ 原子力規制庁が定めた「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（地方公共団体）」より，服用の対

象を全年齢とされたことから，「安定ヨウ素剤の備蓄」について変更。 

 

《第３章 緊急事態応急対策》 

原子力災害対策指針等の見直しに伴い，「基本方針」，「活動体制の確立」等について変更を行った。 

 

◆ 基本方針【第１節】 

○ 原子力災害対策指針の「緊急事態区分」の見直しに伴う変更。 

◆ 活動体制の確立【第 2 節】 

○ 原子力災害対策指針で「緊急事態区分」が３区分とされたことから，「災害対策本部体制等」を変

更。 

◆ 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保【第 3節】 

○ 原子力災害対策指針の「緊急事態区分」の見直しに伴う変更。 

◆ 屋内退避，避難収容等の防護活動【第 6節】 

○ 国の地域防災計画（原子力災害対策編）作成マニュアルが改正されたこと等により，「屋内退避，

避難誘導等の防護活動の実施」について変更。 

○ 原子力規制庁が「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（地方公共団体）」を定め，服用に伴う医

師の関与に考え方を示したことから，「安定ヨウ素剤の予防服用」について変更。 

原子力災害対策編  



 
 
 
 
 

 
平成２６年度版 

 

 福岡市地域防災計画 修正案 
 

 

１ 震   災   対   策  編  （ １頁～１６頁） 
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３ 原 子 力 災 害 対 策 編 （３８頁～４５頁） 
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

目次 第1章　総則
  第1節　震災対策編の目的
　第2節　防災の基本方針
　第3節　防災関係機関の防災上の事務又は事務の大綱
  第4節　市民及び事業者等の責務
　第5節　災害の想定
　第6節　防災計画の修正
　第7節　計画の周知徹底

第1章　総則
　第1節　震災対策編の目的
　第2節　防災の基本理念及び施策の方向性
　第3節　防災関係機関の防災上の事務又は事務の大綱
  第4節　市民及び事業者等の責務
　第5節　災害の想定
　第6節　防災計画の修正
　第7節　計画の周知徹底
  第8節　市民及び事業者による地区内の防災活動の推進（地区防災
         計画）

計画の見直しに伴い変更

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

1



章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

第1章　総則
　第2節　防災の基本理念及び施策の
　　　 　方向性

2 第2節　防災の基本方針
（省略）
  また，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
の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし，たとえ被
災したとしても人命が失われないことを最重視し，また経済的被害がで
きるだけ少なくなるよう，さまざまな対策を組み合わせて災害に備えな
ければならない。

第2節　防災の基本理念及び施策の方向性
（省略）
　また，大規模な災害の発生をハード対策で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，たとえ被災したとしても人命が失
われないことを最重視し，また経済的被害ができるだけ少なくなるよ
う，さまざまな対策を組み合わせて災害に備え，災害時の社会経済活動
への影響を最小限にとどめなければならない。
　災害対策の実施に当たっては，国，指定公共機関等と相互に密接な連
携を図るものとする。併せて，市民一人一人が自ら行う防災活動や，地
域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う
防災活動を促進することで，福岡市，公共機関，事業者，市民等が一体
となって最善の対策をとらなければならない。

災害対策基本法の改正

1 周到かつ十分な災害予防

○ 最新の科学的知見を総動員し，起こり得る災害及びその災害によっ
て引き起こされる被害を的確に想定し，それに対する可能な限りの備え
を行う。一つの災害が他の災害を誘発し，それぞれが原因となり，ある
いは結果となって全体としての災害を大きくすることを意識し，より厳
しい事態を想定した対策を講じなければならない。

1 周到かつ十分な災害予防
(1) 基本理念
○ 最新の科学的知見を総動員し，起こり得る災害及びその災害によっ
て引き起こされる被害を的確に想定するとともに，過去に起こった大規
模災害の教訓を踏まえ，絶えず災害対策の改善を図ることとする。

○ 災害の規模によっては，ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場
合もあることから，ソフト施策を可能な限りすすめ，ハード・ソフトを
組み合わせることが必要である。

○ 災害の規模によっては，ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場
合もあることから，ソフト施策を可能な限りすすめ，ハード・ソフトを
組み合わせて一体的に災害対策を推進する。

○ 住民一人一人が防災に対する意識を高め，自らの命と生活を守れる
よう「自助」への取り組みを後押しする必要がある。また，住民等の協
働による組織・団体が積極的に地域を守るような「共助」への取り組み
を推進する。

削除 第2節柱書きに移動

○ 企業・組織の事業継続や供給網の管理，保険制度や相互支援の取組
等を通じて，災害リスクにしたたかな市場の構築を推進する。

削除 基本理念に記載のない事項で
あり，第2節柱書きと施策概要
に分割して趣旨を記載

(現行の計画では，「施策の方向性」について規定はない。) (2) 施策の方向性
○ 災害に強いまちづくりを実現するため，主要交通・通信機能の強
化，避難路の整備等地震に強い都市構造の形成，学校，医療施設等の公
共施設や住宅等の建築物の安全化，代替施設の整備等によるライフライ
ン施設等の機能の確保策を講じる。

防災基本計画の修正

○ 事故災害を予防するため，事業者や施設管理者による情報収集・連
絡体制の構築，施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る。

○ 市民の防災活動を促進するため，防災教育等による市民への防災思
想・防災知識の普及，防災訓練の実施等を行う。併せて，自主防災組織
等の育成強化，防災ボランティア活動の環境整備，事業継続体制の構築
等企業防災の促進，災害教訓の伝承により，市民の防災活動の環境を整
備する。

○ 防災に関する研究及び観測等を推進するため，防災に関する基本的
なデータの集積，工学的，社会学的分野を含めた防災に関する研究の推
進，予測・観測の充実・強化を図る。また，これらの成果の情報提供及
び防災施策への活用を図る。

○ 発災時の災害応急対策，その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に
行うため，災害応急活動体制や情報伝達体制の整備，施設・設備・資機
材等の整備・充実を図るとともに，必要とされる食料・飲料水等を備蓄
する。また，関係機関が連携した実践的な防災訓練を実施する。

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第1章　総則
　第2節　防災の基本理念及び施策の
　　　 　方向性

2 2 迅速かつ円滑な災害応急対策

○ 迅速かつ正確な情報収集・伝達・共有を可能とする平時からの備
え・訓練を行い，的確に状況を把握・想定し，適時に判断・対応できる
ようにする。

2 迅速かつ円滑な災害応急対策
(1) 基本理念
○ 発災直後は，可能な限り被害規模を早期に把握するとともに，正確
な情報収集に努め，収集した情報に基づき，生命及び身体の安全を守る
ことを最優先に，人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分
する。

災害対策基本法の改正

○ 被災者のニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応する。 ○ 被災者のニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応するととも
に，高齢者，障がい者その他の特に配慮を要する者に配慮するなど，被
災者の年齢，性別，障がいの有無といった被災者の事情から生じる多様
なニーズに適切に対応する。

(現行の計画では，「施策の方向性」について規定はない) (2) 施策の方向性
○ 災害応急段階においては，関係機関は，災害応急対策に従事する者
の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。

防災基本計画の修正

○ 災害発生の兆候が把握された際には，警報等の伝達，市民の避難誘
導及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う。

○ 発災直後においては，被害規模を早期に把握するとともに，災害情
報の迅速な収集及び伝達，通信手段の確保，災害応急対策を総合的，効
果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域
応援体制を確立する。

○ 被災者に対する救助・救急活動，負傷者に対する迅速かつ適切な医
療活動，消火活動を行う。

○ 円滑な救助・救急，医療及び消火活動等を支え，また被災者に緊急
物資を供給するため，交通規制，施設の応急復旧，障害物除去等により
交通を確保し，優先度を考慮した緊急輸送を行う。

○ 被災者の速やかな避難誘導と安全な避難所への収容，避難所の適切
な運営管理を行う。また，被災状況に応じ，応急仮設住宅等の提供，広
域的避難収容活動を行う。

○ 被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達すると
ともに，相談窓口の設置等により，住民等からの問合せに対応する。

○ 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達
し，被災地のニーズに応じて供給する。

○ 被災者の健康状態の把握等避難所を中心とした被災者の健康保持の
ために必要な活動を行うとともに，仮設トイレの設置等被災地域の保健
衛生活動，防疫活動を行う。また，迅速な遺体の処理等を行う。

○ 防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施を行う。

○ 応急対策を実施するための通信施設の応急復旧，二次災害を防止す
るための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事，被災者の生活確保の
ためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う。

○ 二次災害の防止策については，危険性の見極め，必要に応じた市民
の避難及び応急対策を行う。

○ ボランティア，義援物資・義援金，海外等からの支援を適切に受け
入れる。

3



章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第1章　総則
　第2節　防災の基本理念及び施策の
　　　 　方向性

2 3 適切かつ速やかな災害復旧・復興

○ 被災地域の特性等を踏まえ，よりよい地域社会を目指した復旧・復
興対策を推進する。

3 適切かつ速やかな災害復旧・復興
(1) 基本理念
○ 発災後は，速やかに施設を復旧し，被災者に対して適切な援護を行
うことにより，被災地の復興を図る。

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「施策の方向性」について規定はない) (2) 施策の方向性
○ 被災の状況や被災地域の特性等を勘案し，被災地域の復旧・復興の
基本方向を早急に決定し，事業を計画的に推進する。

防災基本計画の修正

○ 物資，資材の調達計画等を活用して，迅速かつ円滑に被災施設の復
旧を行う。

○ 災害廃棄物の広域処理を含めた処分方法の確立と，計画的な収集，
運搬及び処理により，迅速かつ適切な廃棄物処理を行う。

○ 再度災害の防止とより快適な都市環境を目指して，防災まちづくり
を実施する。

○ 被災者に対する資金援助，住宅確保，雇用確保等による自立的生活
再建を支援する。

○ 被災中小企業の復興等，地域の自立的発展に向けて経済復興を支援
する。

第1章　総則
　第3節　防災関係機関の防災上の事
     　　務又は業務の大綱
　
　

4 2 事務の大綱
(2) 指定地方行政機関

2 事務の大綱
(2) 指定地方行政機関

厚生労働省防災業務計画に定
められている地方厚生局の災
害発生時の対応には，地方厚
生局職員を現地に派遣する旨
の規定がない

5 (2) 指定地方行政機関 (2) 指定地方行政機関 特別警報に関する項目追記

6 (7) 指定公共機関 (7) 指定公共機関

(7) 指定公共機関 (7) 指定公共機関
　
削除

組織改編

7 (7) 指定公共機関 (7) 指定公共機関

(8) 指定地方公共機関 (7) 指定公共機関 指定公共機関として指定

①　災害状況の情報収集

②　関係職員の現地派遣

③　関係機関との連絡調整

九州厚生局

①　災害状況の情報収集

②　削除

②　関係機関との連絡調整

九州厚生局

福岡管区気象台

② 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限
る），水象の予報及び警報･注意報，並びに台風，大雨，竜巻等突風に関す
る情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに，これらの機関や報
道機関を通じて住民に周知できるよう努める。

福岡管区気象台

② 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限
る），水象の予報及び特別警報・警報･注意報，並びに台風，大雨，竜巻等
突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに，これら
の機関や報道機関を通じて住民に周知できるよう努める。

西日本電信電話株式会社 ①　津波警報，気象警報の伝達に関する事項

　福岡支店 ②　電信電話施設の保全，災害非常通話の調整に関する事項

西日本電信電話株式会社 ①　大津波警報・津波警報，気象特別警報等の伝達に関する事項

　福岡支店 ②　電信電話施設の保全，災害非常通話の調整に関する事項

日本郵便局株式会社
福岡中央郵便局

省略

省略郵便事業株式会社福岡支店

省略
郵便局株式会社
福岡中央郵便局

西部ガス株式会社
①　ガス施設の整備と防災対策に関する事項
②　災害時におけるガス供給確保に関する事項

西部ガス株式会社
①　ガス施設の整備と防災対策に関する事項
②　災害時におけるガス供給確保に関する事項

4



章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第1章　総則
　第3節　防災関係機関の防災上の事
     　　務又は業務の大綱
　
　

7 (9) その他の防災関係機関 (8) 指定地方公共機関 指定地方公共機関として指定

(現行の計画では，「公益社団法人福岡県看護協会」について規定はな
い)

(8) 指定地方公共機関

(現行の計画では，「社団法人福岡市薬剤師会」について規定はない) (8) 指定地方公共機関

第1章　総則
　第4節　市民及び事業所の責務
　

8 1 市民の責務
  市民は，自らの安全は自らが守るとの観点に立って，日常から災害時
の家族の連絡方法，避難先，避難経路等を確認し，非常時の食料・水・
日用品等の非常持ち出し品を確保しておくとともに，地域での自主防災
組織などによる防災訓練等に参加するなど，地震災害への備えに努め
る。

1 市民の責務
　市民は，自らの安全は自らが守るとの観点に立って，日常から災害時
の家族の連絡方法，避難先，避難経路等を確認し，非常時の食料・水・
日用品等の非常持ち出し品の確保，飼い主による家庭動物との同行避難
や避難所での飼養についての準備をしておくとともに，地域での自主防
災組織などによる防災訓練等に参加するなど，地震災害への備えに努め
る。

防災基本計画の改正

2 事業者の責務
　事業者は，日常から災害時の防火対策など防災体制の整備，従業員な
どの安全確保に関して準備しておくほか，事業所内での消火や避難等に
関する訓練等を行っておくなど，地震災害への備えに努める。

2 事業者の責務
  事業者は，日常から災害時の防火対策など防災体制の整備，従業員な
どの安全確保に関して準備しておくほか，事業所内での消火や避難等に
関する訓練等を行っておくなど，地震・津波災害への備えに努める。
 また，帰宅困難者の一時滞在への協力などの地域への貢献といった役
割を認識し，災害時行動マニュアルの作成や，従業員や顧客等が帰宅で
きない場合に一定期間滞在するための食糧・飲料水等の備蓄等の防災体
制の整備に努めるものとする。

津波災害への備えも必要であ
るため追記

福岡県地域防災計画との整合

第1章　総則
　第5節　災害の想定
　

13 4 想定地震による被害等の概要
(現行の計画では，「想定される帰宅困難者数」について規定はない)

4 想定地震による被害等の概要
(2) 想定される帰宅困難者数
① 想定
　警固断層帯南東部を震源とする地震により公共交通機関等が遮断され
た場合
② 帰宅困難者数
　最大約19万人（福岡市域）
③ 寄る辺のない帰宅困難者数
1) 天神地区…最大約20,500人
2) 博多駅地区…最大約17,500人
※ 寄る辺のない帰宅困難者…職場・学校などに滞在可能な通勤・通学
者を除いた帰宅困難者

福岡市で実施した調査の結果
を踏まえ追記

第1章　総則
　第8節　市民及び事業者による地
         区内の防災活動の推進（地
　　　　 区防災計画）

(現行の計画では，「地区防災計画」について規定はない)   市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は，
当該地区における防災力の向上を図るため，共同して，防災訓練の実
施，物資等の備蓄，高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動
の推進に努めるものとする。この場合，必要に応じて，当該地区におけ
る自発的な防災活動に関する計画を作成し，これを地区防災計画の素案
として福岡市防災会議に提案することができる。
福岡市は，市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事
業者から提案を受け，必要があると認めるときは，福岡市地域防災計画
に地区防災計画を定めるものとする。

災害対策基本法の改正

社会福祉法人
福岡市社会福祉協議会
及び区社会福祉協議会

災害時における災害ボランティアセンターの運営に関する事項
社会福祉法人
福岡市社会福祉協議会
及び区社会福祉協議会

災害時における災害ボランティアセンターの運営に関する事項

公益社団法人
福岡県看護協会

災害時における医療，助産に関する事項

社団法人
福岡市薬剤師会

災害時における医療にかかる医薬品の供給等に関する事項
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第1節　防災体制の整備
　　第1　災害予防及び災害時活動体
　　　   制の整備
 

21 2 職員の防災活動能力の向上
（省略）
 (3) 訓練の実施
（省略）
④ 震災時緊急対応職員参集訓練
  毎年１回，緊急時職員参集システム及び災害対応支援システムを活用
して，福岡県西方沖地震災害を教訓として指定した「震災時緊急対応職
員」の速やかな災害対策及び避難所開設や運営体制の確立を図るなど，
職員の迅速かつ円滑な初動対応の実現と防災意識の向上を目的として，
職員参集訓練を実施する。

2 職員の防災活動能力の向上
（省略）
(3) 訓練の実施
（省略）
④ 震災時緊急対応職員参集訓練
　毎年１回，緊急時職員参集システム及び災害対応支援システム，防災
無線を活用して，福岡県西方沖地震災害を教訓として指定した「震災時
緊急対応職員」の速やかな災害対策及び避難所開設や運営体制の確立を
図るなど，職員の迅速かつ円滑な初動対応の実現と防災意識の向上を目
的として，職員参集訓練を実施する。

訓練方法の変更による追記

22 4 広域応援体制の整備
（省略）
(2）防災関係機関との連携
  自衛隊，県，指定地方行政機関，指定地方公共機関その他の防災関係
機関と，防災計画の周知，市の防災体制等必要な情報を交換するなど，
日常から密接な連携をとっていく。
（省略）

4 広域応援体制の整備
（省略）
(2）防災関係機関との連携
　自衛隊，県，指定地方行政機関，指定地方公共機関その他の防災関係
機関と，防災計画の周知，市の防災体制等必要な情報を交換するなど，
日常から密接な連携をとっていく。日常から密接な連携をとっていく。
　また，避難勧告又は指示を行う際に，国又は県に必要な助言を求める
ことができるよう，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくととも
に，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要な準備を整えておくものと
する。
（省略）

災害対策基本法の改正

第2章　災害予防計画
　第1節　防災体制の整備
　　第6　災害ボランティア等への支
　　　　 援対策の推進
 

27 3 ボランティアが参加しやすい環境づくり
  ボランティアが安心してボランティア活動に従事できるような環境づ
くりを行う。

3 ボランティアが参加しやすい環境づくり
　ボランティアによる防災活動が災害時に果たす役割の重要性に鑑み，
その自主性を尊重しつつ，福岡市とボランティアの連携により，ボラン
ティアが安心してボランティア活動に従事できるような環境づくりを行
う。

災害対策基本法の改正

第2章　災害予防計画
　第2節　自主防災体制の整備
　

28   「自らの安全は自らが守る」ことを原則として，市民自らの災害時の
対応能力の向上を図るため，自主防災組織の結成，活動支援，防災訓
練，防災・減災知識の普及を図る。

  「自らの安全は自らが守る」ことを原則として，市民自らの災害時の
対応能力の向上を図るとともに，市民は，地域の防災訓練など自発的な
防災活動に参加するよう努めるものとし，自主防災組織の結成，活動支
援，防災訓練，防災・減災知識の普及を図る。

防災基本計画の修正

1 自主防災組織の結成・活動支援
(1) 組織の結成促進
  市民局，消防局，各区役所及び消防団との連携により，自治協議会等
を通じ，住民に対し自主防災組織マニュアル等を活用して自主防災体制
整備への理解を求めるとともに，校区・地区において組織の結成を行っ
た。

1 自主防災組織の結成・活動支援
(1) 組織の結成促進
  市民局，消防局，各区役所及び消防団との連携により，自治協議会等
を通じ，住民に対し自主防災組織マニュアル等を活用して自主防災体制
整備への理解を求めるとともに，校区・地区において組織の結成を行っ
た。

時点修正

(3) 組織への指導等
  自主防災組織による自発的な防災活動を支援するため，リーダー育成
及び訓練等の指導を行うとともに，自主防災組織リーダー用マニュアル
を配布し，自主防災組織などは地域の実情に応じた初動対応マニュアル
の作成を推進する。また，自主防災組織など地域活動の保身決定過程へ
の女性の参画を促進する。

(3) 削除 組織の結成，指導，活動支援
策に関する文言の整理(1)組織
の結成(3)組織への活動支援策
等に移動

19年度末 20年度末 21年度末 23年度末 24年度末

小学校区・地区数 149 149 149 149 149

組　織　数 129 138 142 147 149

組　織　率 86.6% 92.6% 96.0% 98.7% 100%

19年度末 20年度末 21年度末 23年度末 24年度末 25年度末

小学校区・地区数 149 149 149 149 149 149

組　織　数 129 138 142 147 148 149

組　織　率 86.6% 92.6% 96.0% 98.7% 99.3% 100%
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第2節　自主防災体制の整備
　

28 (4) 組織への活動支援策等
  自主防災組織が作成する防災計画を検証し，活動支援策を検討するな
ど，市民局，道路下水道局，区役所及び消防局が連携し，地域における
自主防災活動を活性化し，継続させるための具体的な活動支援策を実施
する。

(3) 組織への活動支援策等
　関係各局，各区役所及び消防団が連携し，リーダーの育成や訓練の指
導を行うなど，地域における自主防災活動を活性化し，継続させるため
の具体的な活動支援策を検討・実施するとともに，自主防災組織など地
域活動の方針決定過程への女性の参画を促進する。

組織の結成，指導，活動支援
策に関する文言の整理

29 2 地域・企業の防災リーダーの養成等
(1) 防災リーダーの養成

（省略）

2 地域・企業の防災リーダーの養成等
(1) 防災リーダーの養成

（省略）

時点修正

(3) 博多あん・あんリーダー会との共働事業の実施
  博多あん・あんリーダーにより結成された防災ボランティア団体「博
多あん・あんリーダー会」と，平成２３年度から共働で，市民や子ども
たちに対する防災知識の普及・啓発事業として「出前講座」や「ジュニ
ア防災士養成講座」など，「地域みんなで防災力向上事業」を実施して
いる。共働することにより，スタッフの確保に伴う学習・啓発機会の拡
充や地域性を考慮したプログラムの研究・開発が進むとともに，当団体
の会員が地域の防災リーダーとして，日頃から地元の自主防災組織等の
活動への参画が進むなど，地域のマンパワーが強化されることも期待で
きることから，今後も創意工夫しながら，事業の推進を図っていく。

(3) 博多あん・あんリーダー会との共働
　博多あん・あんリーダーにより結成された防災ボランティア団体「博
多あん・あんリーダー会」と，平成23年度から共働で，市民や子どもた
ちに対する防災知識の普及・啓発事業として「出前講座」や「ジュニア
防災士養成講座」など，「地域みんなで防災力向上事業」を実施してき
た。平成26年度以降は，市独自の出前講座及び博多あん・あんリーダー
会独自の活動をそれぞれ行いながら，協力が可能なものについては引き
続き連携し，行政のパートナーとして，地域防災リーダーの養成及び地
域防災力の向上に取り組んでいく。

文言修正

3 地域での防災講習等の実施
（省略）
(2) 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」における諸行事の
実施
 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」において防災訓練や
防災講習会等を実施する。
（省略）

3 地域での防災講習等の実施
（省略）
(2) 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」，「防災週間」に
おける諸行事の実施
 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」，「防災週間」にお
いて防災訓練や防災講習会等を実施する。
（省略）

防災週間を追記

30 5 企業防災の促進
  企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防
止，事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業に
おいて災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策
定・運用するよう努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練の実施，
事業所の耐震化・耐浪化，予想被害からの復旧計画策定，各計画の点
検・見直し，燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応，取
引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実
施するなどの防災活動の推進に努めるものとする。

5 企業防災の促進
  企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防
止，事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業に
おいて災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策
定・運用するよう努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練の実施，
事業所の耐震化・耐浪化，予想被害からの復旧計画策定，各計画の点
検・見直し，燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応，取
引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実
施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて，防災活動
の推進に努めるものとする。特に，食料，飲料水，生活必需品を提供す
る事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は，
市が実施する企業との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施
に協力するよう努めるものとする。

災害対策基本法の改正

7 防災知識の普及
（省略）
(3) 印刷物・ホームページ等での広報及び情報提供
（省略）
⑤ 福岡市防災メールによる情報提供
  福岡市域で震度 1 以上の地震が発生した場合，福岡市防災メール登
録者の携帯電話やパソコンへ，震度速報，震源に関する情報，各地の震
度に関する情報，津波警報等の津波情報を電子メールで提供する。

（省略）

7 防災知識の普及
（省略）
(3) 印刷物・ホームページ等での広報及び情報提供
（省略）
⑤ 福岡市防災メールによる情報提供
　福岡市域で震度 1 以上の地震が発生した場合，福岡市防災メール登
録者の携帯電話やパソコンへ，地震情報（震度速報，震源に関する情
報，各地の震度に関する情報）を電子メールで提供する。また，津波の
発生の恐れがある場合，津波情報（津波注意報，津波警報，大津波警
報）を提供する。
（省略）

特別警報に関する項目追記

博多あん・あんリーダー（博多あん・あん塾修了者） 防災士資格取得試験合格者

６５２名 ６２８名

（平成25年3月末現在）

博多あん・あんリーダー（博多あん・あん塾修了者） 防災士資格取得試験合格者

７２６名 ６９６名

（平成26年3月末現在）
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第2節　自主防災体制の整備
　

32 8 防災教育の充実
 「子どもたちのセーフティプラン事業」や，市民団体との共働事業に
よる「地域みんなで防災力向上事業」などにより，地域や学校における
幅広い年齢層への学習・啓発機会の拡充や地域性を考慮した講座・訓練
等プログラムを実施し，基礎的な災害対応能力の育成を図るとともに，
地域防災力の向上を図る。

8 防災教育の充実
　「子どもたちのセーフティプラン事業」や，市民団体との共働などに
より，地域や学校における幅広い年齢層への学習・啓発機会の拡充や地
域性を考慮した講座・訓練等プログラムを実施し，基礎的な災害対応能
力の育成を図るとともに，地域防災力の向上を図る。

平成25年度事業移行による事
業名の削除

第2章　災害予防計画
　第3節　被災者支援対策
　　第1  生活支援対策
　

32 1 自主的備蓄の促進
 

(1) 3日分の食料等の備蓄
（省略）

1 自主的備蓄の促進
　市民は，食料，飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければな
らない。
(1) 3日分の食料等の備蓄
（省略）

防災基本計画の修正

第2章　災害予防計画
　第3節　被災者支援対策
　　第2  避難対策
　

33   避難対策として，避難場所等を指定するとともに，市民への周知を行
う。

  避難対策として，避難場所及び避難所を指定するとともに，市民への
周知を行う。
  また，防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により，その内容
の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じるものとする。

災害対策基本法の改正

1 避難場所等の指定
  避難場所，避難所については，あらかじめ指定する。
(1) 避難場所
  避難場所は，次の２種類を指定する。

（省略）

1 避難場所等の指定
　避難場所，避難所については，あらかじめ指定する。
(1) 避難場所
　避難場所は，災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害
が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのある物がな
い場所であって，災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能
な管理体制等を有するものを指定するものとし，次の２種類を指定す
る。
　なお，避難所のうち，避難場所としての要件を満たすものについて，
避難場所として指定することがある。
（省略）

災害対策基本法の改正

34 (2) 避難所

（省略）

(2) 避難所
　避難所は，被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し，
速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施
設であって，想定される災害による影響が比較的少なく，災害救援物資
等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとし，次の２種
類を指定する。なお，主として要援護者を滞在させることが想定される
施設にあっては，要援護者の円滑な利用を確保するための措置が講じら
れ，相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を
指定するものとする。また，学校を避難所として指定する場合には，学
校が教育活動の場であることに配慮するものとし，避難所としての機能
は応急的なものであることを認識の上，避難所となる施設の利用方法等
について，事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整
を図るものとする。

（省略）

災害対策基本法の改正

2 市民への周知
(1) 指定避難場所，避難所の名称，所在等及び災害時の避難方法等につ
いて，市民へ広報し，周知する。
（省略）

2 市民への周知
(1) 避難場所，避難所の名称，所在等及び災害時の避難方法等につい
て，市民へ広報し，周知する。
（省略）

文言修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第3節　被災者支援対策
　　第2  避難対策
　

35 5 帰宅困難者対策
（省略）
(2) 企業等に対して，従業員等を一定期間事業所等内に留めておくこと
ができるよう，必要な物資の備蓄等を促す。
（省略）

5　帰宅困難者対策
（省略）
(2) 企業等に対して，従業員等を一定期間事業所等内に留めておくこと
ができるよう，必要な物資の備蓄等や大規模な集客施設等の管理者に対
して，利用者の誘導体制の整備を促す。
（省略）

防災基本計画の改正

第2章　災害予防計画
　第4節　防災都市づくり
　　第2　具体的な施策
　

41 1 都市計画
(1) 土地利用計画
③ 防火地域及び準防火地域の指定状況

1 都市計画
(1) 土地利用計画
③ 防火地域及び準防火地域の指定状況（H25.4月）

時点修正

(3) 市街地形成
（省略）
② 地区計画等

(3) 市街地形成
（省略）
② 地区計画等（H25.4月）

時点修正

第2章　災害予防計画
　第4節　防災都市づくり
　　第4　公共土木構造物の対策
　

43 3 高潮，津波災害予防計画
(2) 漁港漁場整備事業

3 高潮，津波災害予防計画
(2) 漁港漁場整備事業

25年度整備完了のため予定の
削除

地区数（地区） 面積（ha）

110（10） 1271.0（46.4）

地区数（地区） 面積（ha）

116（12） 1316.2（69.8）

市街化区域に

おける割合

（１）集団的な指定

公共施設が整備された都心部の容積率５００％以上の地区及
び歓楽街等で人口集中度が高い地区

（２）路線的な指定

主要幹線道路沿道で，建築物の耐火化がすすんでいる容積率
500％以上の地区（公園等防災拠点となる地区との接続を考慮し
た指定とする。）

（１）商業地域及び近隣商業地域

（２）都心部の商業地域に接続して，建築密度が高い地区
準防火地域 2,493 15.30%

区　分
面積
（ha）

備　考

防火地域 160 0.98%

市街化区域に

おける割合

（１）集団的な指定

公共施設が整備された都心部の容積率５００％以上の地区及
び歓楽街等で人口集中度が高い地区

（２）路線的な指定

主要幹線道路沿道で，建築物の耐火化がすすんでいる容積率
500％以上の地区（公園等防災拠点となる地区との接続を考慮し
た指定とする。）

（１）商業地域及び近隣商業地域

（２）都心部の商業地域に接続して，建築密度が高い地区
準防火地域 2,499 15.30%

区　分
面積
（ha）

備　考

防火地域 160 0.98%

漁 港 名 種　別 事業主体 事業内容 整備完了(予定)年度

弘 1 福 岡 市 突 堤 外  平成２５年度完了予定

奈 　多 1 〃 防 波 堤  平成２３年度完了

志 賀 島 2 〃 沖防波堤  平成２２年度完了

浜崎今津 1 〃 導 流 堤  平成２２年度完了

西  　浦 2 〃 沖防波堤  平成２１年度完了

玄　 界 2 〃 防 波 堤  平成２３年度完了

漁 港 名 種　別 事業主体 事業内容 整備完了(予定)年度

弘 1 福 岡 市 突 堤 外  平成２５年度完了

奈 　多 1 〃 防 波 堤  平成２３年度完了

志 賀 島 2 〃 沖防波堤  平成２２年度完了

浜崎今津 1 〃 導 流 堤  平成２２年度完了

西  　浦 2 〃 沖防波堤  平成２１年度完了

玄　 界 2 〃 防 波 堤  平成２３年度完了
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第4節　防災都市づくり
　　第4　公共土木構造物の対策
　

45 4 土砂災害予防
（省略）
(5) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
  福岡県において「土砂災害防止法」に基づき，平成22年度から，福岡
市域での区域指定に向けての基礎調査が進められている。指定を受けた
場合，本市では情報伝達・警戒避難体制に関する事項を定め，円滑な避
難が行われるために必要な事項を住民に周知させるための措置を行う。
① 土砂災害警戒区域
  がけ崩れなどの土砂災害が発生した場合に，住民等の生命又は身体に
危害が生じるおそれがあると認められる区域である。
② 土砂災害特別警戒区域
  がけ崩れなどの土砂災害が発生した場合に，建築物に損壊が生じ ，
住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる
区域である。

4 土砂災害予防
（省略）
(5) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
　福岡県において「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推
進に関する法律（土砂災害防止法）（平成12年法律第57号）」に基づ
き，平成22年度から，福岡市域での区域指定に向けての基礎調査が進め
られている。本市では，平成25年度より指定を受けた行政区から順次，
情報伝達・警戒避難体制に関する事項を定め，円滑な避難が行われるた
めに必要な措置を行う。
① 土砂災害警戒区域
　がけ崩れなどの土砂災害が発生した場合に，住民等の生命又は身体に
危害が生じるおそれがあると認められる区域である。
② 土砂災害特別警戒区域
　警戒区域のうち，がけ崩れなどの土砂災害が発生した場合に，建築物
に損壊が生じ，住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあ
ると認められる区域で，一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物
の構造の規制をすべき土地の区域である。

風水害対策編との整合

第2章　災害予防計画
　第5節　津波災害予防
　
 
　

51 3 津波防災知識の普及・訓練
（省略）
(2) 防災知識の普及
① 避難行動に関する知識
(省略）
ウ 津波警報や避難指示は，避難した先で確認し，避難行動を継続する
かどうかの判断材料とすること。
（省略）

3 津波防災知識の普及・訓練
（省略）
(2) 防災知識の普及
① 避難行動に関する知識
（省略）
ウ 津波警報等や避難指示は，避難した先で確認し，避難行動を継続す
るかどうかの判断材料とすること。
（省略）

津波に関する全ての情報を指
す

52 5 避難対策の強化
（省略）
(3) 標高（海抜）標識の設置
  地域住民等の防災意識の向上と迅速な避難行動を支援するため，避難
所や避難場所の標高（海抜）調査を行い，津波避難の目安となるよう必
要に応じて標記を行う。

5 避難対策の強化
（省略）
(3) 標高（海抜）標識の設置
　地域住民等の防災意識の向上と迅速な避難行動を支援するため，津波
発生時に特に迅速な避難が必要な地域の避難所や避難場所の標高（海
抜）の標記を行う。

防災ハザードマップ等検討委
員会での検討結果を踏まえ修
正

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第1　福岡市災害対策本部等
　
　
　
　

61 2 警戒本部
（省略）
(2) 設置基準
① 津波注意報が発表されたとき。
② 台風接近時における高潮警報・注意報発表時において，副振動によ
る被害が発生するおそれがあるとき。
③ その他災害が発生し，又は発生するおそれがある場合で，部分的な
応急対応を必要とするとき。
（省略）

2 警戒本部
（省略）
(2) 設置基準
① 津波注意報が発表されたとき。
② 台風接近時における高潮警報・注意報発表時において，削除被害が
発生するおそれがあるとき。
③ その他災害が発生し，又は発生するおそれがある場合で，部分的な
応急対応を必要とするとき。
（省略）

副振動とは、高潮や津波以外
の潮位の異常のうち、湾・海
峡などで発生する海面の振動
現象のことであり，③の中で
読み込めるため削除
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第1　福岡市災害対策本部等
　
　
　
　

62 3 対策本部
（省略）
(2) 設置基準
① 風水(雪)害
・大雨警報発表時
・洪水警報発表時
・暴風雪警報，大雪警報等が発表され，総合的な対策が必要であると判
断されるとき。
②台風接近時
・高潮警報，暴風警報が発表され，総合的な対策が必要であると判断さ
れるとき。
・台風の勢力・コース等，気象台による台風説明会を受け，台風の状況
によっては，避難所開設等を考慮し，事前に設置するとき。
③ 地震
・市域内に震度４の地震が発生したとき。(第1配備)
・福岡県日本海沿岸に大津波警報,津波警報が発表されたとき。(第2配
備)
・市域内に震度５弱以上の地震が発生したとき。（第3配備）
（省略）

3 対策本部
（省略）
(2) 設置基準
① 風水(雪)害
・大雨の警報または特別警報発表時
・洪水警報発表時
・暴風雪，大雪等の警報または特別警報が発表され，総合的な対策が必
要であると判断されるとき。
②台風接近時
・高潮，暴風の警報または特別警報が発表され，総合的な対策が必要で
あると判断されるとき。
・台風の勢力・コース等，気象台による台風説明会を受け，台風の状況
によっては，避難所開設等を考慮し，事前に設置するとき。
③ 地震
・市域内に震度４の地震が発生したとき。(第1配備)
・福岡県日本海沿岸に大津波警報（津波特別警報に位置付けられる），
津波警報が発表されたとき。(第2配備)
・市域内に震度５弱以上の地震が発生したとき。（第3配備）
（省略）

特別警報に関する項目追記

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第2　職員の動員・配備
　
　
　

65 (現行の計画では，「特別警報発表時の配備態勢」について規定はない) 1 災害対策本部の配備態勢
（態勢表省略）
※ 特別警報発表時の配備態勢
　気象等に関する特別警報が発表された場合の配備態勢は，気象状況や
被害状況等に応じて，水防第1から水防第5までのいずれかとする。
※ その他の配備目安
　大規模な火災，爆発その他重大な災害が発生し，総合的な応急対策を
必要とするとき。また，その他の災害が発生し，又は災害が発生するお
それがある場合であって，特にその対策又は対応を図る必要があると
き。
（省略）

特別警報に関する項目追記

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第4　応援要請
　
　
　

72 (現行の計画では，「国による代行」について規定はない) 2 広域応援体制
(6) 国による代行
  国は，被災により，福岡市及び福岡県が，その全部又は大部分の事務
を行うことが不可能となった場合は，応急措置を実施するため福岡市に
与えられた権限のうち，他人の土地等を一時使用し，又は土石等を使用
し，若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置
の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急
措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一
部を，福岡市に代わって行うものとする。

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「県による代行」について規定はない) 2 広域応援体制
(7) 県による代行
  福岡県は，県域に係る災害が発生した場合において，被災により福岡
市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には，
応急措置を実施するため福岡市に与えられた権限のうち，警戒区域を設
定し，災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入
りを制限し，若しくは禁止し，又は当該区域からの退去を命ずる権限，
他人の土地等を一時使用し，又は土石等を使用し，若しくは収用する権
限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるもの
の除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる
権限により実施すべき応急措置の全部または一部を，福岡市に代わって
行うものとする。
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第4　応援要請
　
　
　

72 (現行の計画では，「国による広域一時滞在の協議」について規定はな
い)

2 広域応援体制
(8) 国による広域一時滞在の協議
  国は，福岡市及び福岡県が，被災により自ら広域一時滞在のための協
議を行うことが不可能な場合は，広域一時滞在のための協議を福岡市に
代わって行うものとする。また，福岡市の行政機能が被災によって著し
く低下した場合など，福岡市からの要求を待ついとまがないときは，福
岡市の要求を待たないで，福岡県に代わって，国が，広域一時滞在のた
めの協議を行うものとする。

災害対策基本法の改正

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第6　災害救助法の適用
　
　

73 　災害救助法は，市町村からの被害情報に基づき，都道府県が適用す
る。
　本市で災害が発生した場合，迅速かつ正確に管内の被害状況を収集把
握の上，福岡県に報告しなければならない。

　災害救助法は，市町村からの被害情報に基づき，都道府県が適用す
る。
　本市で災害が発生した場合，迅速かつ正確に管内の被害状況を収集把
握の上，福岡県に情報提供しなければならない。

福岡県地域防災計画との整合

1 報告を必要とする災害
（省略）
(3) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響などからみて報告の必要が
あると認められる程度のもの。
(4) その他特に報告の指示があったもの。

1 情報提供を必要とする災害
（省略）
(3) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響などからみて情報提供の必
要があると認められる程度のもの。
(4) その他特に情報提供の依頼があったもの。

2 報告の時期，内容，要領及び方法
　災害救助法の適用にあたっては，発生報告，中間報告，決定報告等，
災害の経過に応じて，適宜状況を県に報告しなければならない。
　とくに，災害時の発生に行う発生報告は，迅速に行う必要がある。

2 情報提供の時期，内容，要領及び方法
　災害救助法の適用にあたっては，発生情報，中間情報，決定情報等，
災害の経過に応じて，適宜状況を県に情報提供しなければなら　ない。
とくに，災害時の発生に行う発生情報は，迅速に行う必要がある。

第3章　災害応急対策計画
　第2節　情報の収集・伝達
　　第2　情報の収集・伝達活動
　
　
　

76 1 情報収集
(1) 津波警報等，緊急地震速報，地震，津波情報
① 福岡管区気象台の情報
（省略）
2) 津波警報等
  津波による災害発生のおそれがある場合，大津波警報，津波警報,ま
たは津波注意報を発表する。津波の心配がない場合や津波による被害の
心配がないものの若干の海面変動予想される場合，津波予防を発表す
る。
(省略）
7) 緊急地震速報
  気象庁は，地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は，強
い揺れが予想される地域に対し，緊急地震速報(警報)を発表する。

1 情報収集
(1) 津波警報等，緊急地震速報，地震，津波情報
① 気象庁の情報
（省略）
2) 津波警報等
　津波による災害発生のおそれがある場合，大津波警報，津波警報，ま
たは津波注意報を発表する。津波の心配がない場合や津波による被害の
心配がないものの若干の海面変動が予想される場合，津波予防を発表す
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。
（省略）
7) 緊急地震速報
　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
域に緊急地震速報（警報）を発表する。
　なお，震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は，地震
動特別警報に位置づけられる。

特別警報に関する項目追記

78 (3) 二次災害情報
① 気象情報
  気象台からの気象警報
（省略）

(3) 二次災害情報
① 気象情報
　気象台からの気象警報等
（省略）

2 情報の入力
　各部及び各区災害対策本部は，それぞれが所管する被害状況等を「災
害対応支援システム」に入力する。
　なお，入力の際は，「災害対応支援システム」の入力情報を確認する
とともに，関係部署と連携し情報の重複入力とならないよう努める。
（図中）
　　地図情報システム

2 情報の入力
　各部及び各区災害対策本部は，それぞれが所管する被害状況等を「災
害対応支援システム」に入力する。
　なお，入力の際は，「災害対応支援システム」の入力情報を確認する
とともに，関係部署と連携して，情報の重複入力をしないよう努める。
（図中）
　  地理情報システム

誤記修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第3節　災害時の広報
　　第2　広報の方法
　
　
　

81 3 広報の手段
(4) その他の広報の手段
（省略）
② 防災ホームページによる情報発信
   防災ホームページにより，被害状況，応急対策状況，復旧状況 ，生
活関連情報等を発信する。
　

（省略）
⑤ ツイッター（ソーシャルネットワークサービス）
防災メールの情報のうち，地震速報や気象警報その他の緊急情報をツ
イッターによって自動発信する。

3 広報の手段
(4) その他の広報の手段
（省略）
② 防災・危機管理情報ホームページによる情報発信
　防災・危機管理情報ホームページにより，被害状況，応急対策状況，
復旧状況，生活関連情報等を発信するとともに，インターネットの優先
利用等に「ポータルサイト・サーバー運営業者の協力」を得る。
（省略）
⑤ ツイッター（ソーシャルネットワークサービス）
　防災メールの情報のうち，地震速報や気象警報等その他の緊急情報を
ツイッターによって自動発信する。

災害対策基本法の改正

特別警報に関する項目追記

第3章　災害応急対策計画
　第3節　災害時の広報
　　第3　生活関連情報等
　
　
　

83 2 安否確認情報
（省略）
(2) 安否情報の提供
① 報道機関等への避難者名簿等の提供
② 避難者名簿等の閲覧
③ その他の方法により提供

2 安否確認情報
（省略）
(2) 安否情報の提供
　被災者の安否について市民・報道機関等から照会があったときは，被
災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ，消防，
救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障
を及ぼさない範囲で，可能な限り安否情報を回答するよう努める。
　なお，被災者の中に，配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡され
て危害を受ける恐れがある者等が含まれる場合は，その加害者等に居所
が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう
努める。

災害対策基本法の改正

第3章　災害応急対策計画
　第6節　応急医療救護
　　第1　初動医療体制
　
　

86 3 救護班の編成・救護所の設置
(1) 救護班の編成基準
  医師　1名
　看護師・保健師又は助産師　2～3名
  事務　6名（連絡5名　運転手1名）

3 救護班の編成・救護所の設置
(1) 救護班の編成基準
　医師，看護師，保健師又は，助産師，薬剤師等により編成するものと
し，必要に応じて，福岡市医師会，福岡市歯科医師会及び福岡市薬剤師
会へ協力要請を行う。なお，各班の人数は災害の規模等により適宜定め
る。
①災害時における医療救護活動に関する協定書（福岡市医師会）
（資料編○頁）
②災害時における歯科医療救護活動に関する協定書（福岡市歯科医師
会）（資料編○頁）
③災害時における医療救護活動に関する協定書（福岡市薬剤師会）
（資料編○頁）

関係医療団体との協定締結

第3章　災害応急対策計画
　第7節　避難対策
　　第1　避難対策
　
　

89 　避難をする際の指定避難場所，避難所の運用を明らかにし，適正な避
難対策を実施する。
1 地震災害時の指定避難所・避難場所
(1) 避難所・避難場所の選定
  避難所・避難場所は，災害時に避難者を収容する一時避難所及び収容
避難所と大火災等における避難に適する広 場を有する地区避難場所及
び広域避難場所とし，次の区分により選定する。

　避難をする際の避難場所，避難所の運用を明らかにし，適正な避難対
策を実施する。
1 地震災害時の避難所・避難場所
(1) 避難所・避難場所の選定
　避難所・避難場所は，災害時に避難者を収容する一時避難所及び収容
避難所と大火災等における避難に適する広場を有する地区避難場所及び
広域避難場所とし，次の区分により選定する。

災害対策基本法の改正

(2) 避難所・避難場所
（省略）
② 収容避難所　　(231 か所)
③ 地区避難場所　(354 か所)
(省略）

(2) 避難所・避難場所
（省略）
② 収容避難所　　(232 か所)
③ 地区避難場所　(358 か所)
（省略）

時点修正

第3章　災害応急対策計画
　第7節　避難対策
　　第2　避難勧告・指示，警戒区域
　　　　 の設定
　
　
　

90 1 避難勧告・指示
(1) 避難勧告・指示の基準
（省略）
④ 津波警報が発令され，津波の被害が予想されるとき。（沿岸地域，
低地部）

1 避難勧告・指示
(1) 避難勧告・指示の基準
（省略）
④ 大津波警報・津波警報が発表され，津波の被害が予想されるとき。
（沿岸地域，低地部）

特別警報に関する項目追記
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第7節　避難対策
　　第3  避難誘導
　

92 4 帰宅困難者対策
 交通機関の停止等に伴う帰宅困難者に対する支援を行うため，事業所
や関係機関等と支援体制を確立し，対策を講じる。

（省略）
(3) 天神，博多駅地区などにおける民間事業者等との施設の提供協力協
定の締結を促進するとともに，それらの協定に基づき，帰宅困難者対策
を実施する。
（省略）
② 職員は，帰宅困難者を整理・選別し，状況を報告する。

（省略）
⑥ 帰宅困難者として認定した者を，派遣職員が各受入施設へ誘導し，
その後，その施設にて，帰宅困難者の対応を行う。

4 帰宅困難者対策
　交通機関の停止等に伴う帰宅困難者に対する支援を行うため，事業所
や関係機関等と支援体制を確立し，対策を講じる。また，帰宅困難者の
一時滞在に協力する事業所等との協定締結を推進し，一時滞在場所を確
保し，協力事業所における一時滞在に必要な支援を実施するよう努める
とともに，県と協力し，事業所の協力促進に必要な啓発等を行う。
（省略）
(3) 天神，博多駅地区などにおける民間事業者等との施設の提供協力協
定の締結を促進するとともに，それらの協定に基づき，帰宅困難者対策
を実施する。
（省略）
② 職員は事業者と協力し，帰宅困難者を整理・選別し状況を報告す
る。
（省略）
⑥ 帰宅困難者として認定した者を，派遣職員が各受入施設へ誘導す
る。その後，施設管理者の指示に従い，帰宅困難者はそれぞれの施設を
利用する。

・災害対策基本法の改正
・福岡県地域防災計画との整
合

第3章　災害応急対策計画
　第7節　避難対策
　　第4  避難所の開設

93   避難所は，あらかじめ指定した避難所のうち災害の状況及び規模を勘
案して開設し，家屋の被害又は避難勧告等の発令により，自宅で生活で
きない場合などに，避難者の一時的生活の場とする。

　避難所は，あらかじめ指定した避難所のうち災害の状況及び規模を勘
案して開設するものとし，公民館（合築の場合は老人いこいの家を含
む），学校等の避難所開設をスムーズに行えるよう施設管理者との連絡
網の整備に努める。
　なお，避難所の点検・改善を適宜行い，被災状況（大規模な避難等）
に応じて避難所等に現地対策本部や臨時の市民相談窓口を開設する。
　また，市関係機関，施設管理者，自主防災組織及びボランティア等に
よる開設・運営がスムーズに行えるよう，自主運営組織による避難所開
設・運営マニュアルの整備を図る。

災害対策基本法の改正

１ 避難所の開設
(1) 開設の手順
① 災害が発生し，住民の避難が必要であるときは，災害対策本部総括
部又は，区災害対策本部が施設管理者の了解を得て，区災害対策本部が
開錠をできる者へ連絡を取りその協力を得て開設する。なお，閉庁日
（勤務時間外含む）に震度５弱以上の地震が発生した場合は，震災時緊
急対応職員が地域住民 や施設管理者と連携して避難所を開設する。
② ①により開設することができない場合，又はそのいとまがないとき
は，施設管理者が地域住民等の協力を得て，避難所を避難者に開放し，
区災害対策本部要員が到着するまでの間避難所としての管理運営を行
う。
③ 避難所の迅速・的確な開設を行うため，市関係機関，施設管理者 ，
自主防災組織及びボランティア等により構成された校区を単位とした自
主運営組織の検討を行う。

１ 避難所の開設
(1) 開設の手順
① 災害が発生し，住民の避難が必要であるときは，災害対策本部総括
部又は，区災害対策本部が施設管理者の了解を得て，区災害対策本部が
開錠をできる者へ連絡を取りその協力を得て開設する。なお， 閉庁日
（勤務時間外含む）に震度５弱以上の地震が発生した場合は，震災時緊
急対応職員が地域住民 や施設管理者と連携して避難所を開設する。
② ①により開設することができない場合，又はそのいとまがないとき
は，施設管理者が地域住民等の協力を得て，避難所を避難者に開放し，
区災害対策本部要員が到着するまでの間避難所としての管理運営を行
う。
③ 削除

災害対策基本法の改正

第3章　災害応急対策計画
　第7節　避難対策
　　第5　避難所の運営
　
　
　
　

95 3 避難所の運営
(1) 避難者の把握・報告等
（省略）
② 各避難所において，世帯単位に避難者の状況を調査する。
　
③ 避難状況調査表」に基づき，原則として避難者の居住地の町名ごと
に「避難者名簿」を作成する。
④ 区災害対策本部に対し，「避難状況報告」及び「避難者名簿」の写
しを送付する。

3 避難所の運営
(1) 避難者の把握・報告等
（省略）
② 各避難所において，世帯単位に避難者の状況を調査し，原則として
避難者の居住地の町名ごとに「避難者名簿」を作成する。
③削除

③ 区災害対策本部に対し，「避難所開設状況報告書」及び「避難者名
簿」の写しを送付する。

文言修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第7節　避難対策
　　第5　避難所の運営
　
　
　
　

95 (2) 避難所内の秩序の維持
（省略）
② 生活サイクルの確立
③ 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
④ 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保
⑤ その他避難者間の協力体制の確保等

(2) 避難所内の秩序の維持
（省略）
② 巡回警備の実施などによる安全性の確保
③ 生活サイクルの確立
④ 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
⑤ 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保
⑥ その他避難者間の協力体制の確保等

災害対策基本法の改正

3 避難所の運営
（省略）
（3）避難生活の維持
① 食料，水，日用品等の配分

（省略）

3 避難所の運営
（省略）
（3） 避難生活の維持
① 食料，水，日用品等の配分
　（食料，飲料水の配分）
　毎食の配布者名簿を作成し，原則一人あたり 1 日千円以内を目途
に，弁当業者に避難所 への弁当・お茶の配達を依頼する。
　（毛布等の配布）
　公民館で保管している毛布に不足がある場合は，区内で保管している
毛布を利用する。 なおも不足した場合は，日赤福岡市地区本部に協力
依頼する。
　また，長期の本格避難となる場合は，契約業者へ寝具セットの配送を
依頼する。
　（日赤救援物資）
　日赤からの救援物資である毛布，緊急セット，タオルセット，医薬品
セットについて，必要数を確認の上，日赤福岡市地区本部に依頼し，配
布する。
（省略）

風水害対策編との整合

96 4 在宅避難者対策
　居宅で生活可能な者のうち，食料，水，日用品等の入手が困難な者
（在宅避難者）については，避難所入所者に準じた援護措置をとる。

（省略）

4 在宅避難者対策
　居宅で生活可能な者のうち，食料，水，日用品等の入手が困難な者及
びやむを得ず避難所に滞在することができない者（在宅避難者）につい
て，避難所入所者に準じた援護措置をとる。
（省略）

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「被災者台帳の整備」について規定はない) 5 被災者台帳の整備
  福岡市は，必要に応じて，個々の被災者の被害の状況や各種の支援措
置の実施状況，配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作
成し，被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。
  福岡県は，災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは，被災者
台帳を作成する福岡市からの要請に応じて，被災者に関する情報を提供
する。

第3章　災害応急対策計画
　第8節　警備・交通対策
　　第1　災害時の警備
　
　

97 3　警察の任務の内容
（省略）
(5) 行方不明者の捜索
（省略）
(10) 避難路及び緊急輸送路の確保
（省略）

3 警察の任務の内容
（省略）
(5) 行方不明者の調査
（省略）
(10) 避難路及び緊急交通路の確保
（省略）

福岡県地域防災計画との整合

第3章　災害応急対策計画
　第9節　緊急輸送対策
　　第3　輸送ルートの確保
　
　
　

100 1 陸上交通の確保
(3) 道路の啓開
（省略）
② 道路啓開の優先順位
  原則として，緊急輸送道路ネットワークの路線のうち，第1次路線を
最優先し，以下，第2次路線，その他の路線とする。
（省略）

1 陸上交通の確保
(3) 道路の啓開
（省略）
② 道路啓開の優先順位
　原則として，「福岡県地域防災計画」において位置付けられている
「啓開道路」のうち市関係道路を最優先し，以下，緊急輸送道路ネット
ワークの路線のうち，第1次路線，第2次路線，その他の路線とする。
（省略）

県内8団体の道路管理者による
「大規模災害時における福岡
県道路対策協議会」による選
定による修正

第3章　災害応急対策計画
　第10節　生活救援対策
　　第4　愛玩動物対策
　

110   災害により避難者その他の被災者による適正飼育が困難となった愛玩
動物の保護を行う。また，被災者と愛玩動物が同行できる避難のあり方
について検討を行う。

  災害により避難者その他の被災者による適正飼育が困難となった愛玩
動物の保護を行う。また，被災者と愛玩動物の同行避難が円滑に行われ
るよう対策を講じる。

災害時におけるペットの救護
対策ガイドライン
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第10節　生活救援対策
　　第4　愛玩動物対策
　

110 1 実施体制
  災害対策本部保健福祉部が統括し，各部及び獣医師会，愛護団体等の
協力を得て行う。

1 実施体制
　災害対策本部保健福祉部が統括し，各部及び獣医師会，愛護団体等の
協力を得て行う。
  特に，一般社団法人福岡市獣医師会に対しては，「災害時の被災動物
の救護活動に関する協定書」に基づき，一時預かり・保護や治療が必要
な愛玩動物が集中的に発生した場合など，必要に応じて協力を要請す
る。

災害時の被災動物の救護活動
に関する協定書

111 3 被災者と愛玩動物が同行できる避難のあり方
　被災者と愛玩動物が同行避難できる避難所や避難所における適正飼育
など，愛玩動物の受け入れに関する対策について，以下の検討を行う。
(1) 同行できる避難所
(2) 避難所における愛玩動物の適正飼育
(3) 必要物資の調達

3 被災者と愛玩動物の同行避難
　避難所における愛玩動物の受け入れが円滑に行われるよう，以下の対
策を講じる。
(1) 削除
(1) 避難所における愛玩動物の適正飼育
(2) 必要物資の調達

災害時におけるペットの救護
対策ガイドライン

第3章　災害応急対策計画
　第10節　生活救援対策
　　第7　家屋等資産被害に関する調
　　　　 査及びり災証明の発行
　
　

113   大規模な災害時において，被災者に対する各種救援措置等を円滑に進
めるため，家屋の被害調査を行い，り災証明を迅速に発行する。

大規模な災害時において，被災者に対する各種救援措置等を円滑に進
めるため，家屋の被害調査を行い，り災証明を迅速に発行する。

また，災害時にり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう，住家被害
の調査の担当者の育成，他の自治体や民間団体との応援協定の締結等を
計画的に進めるなど，り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備
に努めるものとする。

災害対策基本法の改正

第3章　災害応急対策計画
　第13節　防疫・保健衛生対策
　　第2　業務内容及び実施方法
　
　
　

121 5 患者の入院等
  被災地において第１類（保菌者含む）及び第２類の感染症患者が発見
されたときは速やかに入院勧告等の措置をとり，感染症指定医療機関に
入院することが困難な場合は，適当と認める医療機関に入院させる。

感染症指定医療機関   福岡市立こども病院・感染症センター
                     福岡市中央区唐人町２丁目5-1
                     電話　713-3111

5 患者の入院等
  被災地において第１類（保菌者含む）及び第２類の感染症患者が発見
されたときは速やかに入院勧告等の措置をとり，感染症指定医療機関に
入院させる。また，これが困難な場合は，適当と認める医療機関に入院
させる。

削除

現在，福岡県ブロックにおけ
る感染症指定医療機関の指定
状況が随時変更されているた
め削除

第3章　災害応急対策計画
　第18節　津波・水防対策
　　第1　災害発生直前の対策
　
　
　

137 3 気象庁が発表する津波警報等
  津波警報等，地震及び津波に関する情報の種類

3 気象庁が発表する津波警報等
　津波警報等，地震及び津波に関する情報の種類

特別警報に関する項目追記

第3章　災害応急対策計画
　第20節　ライフライン施設の応急
　　　　　対策
　

146 　水道，下水道，電気，ガス，電話の各ライフライン機関は，平常時か
ら，施設・設備等の耐震対策やネットワークの多ルート化などの推進を
図るとともに，災害により設備等が被災した場合は，被害状況を迅速に
把握し，災害対策機器の活用や，全国からの復旧用資機材の調達，復旧
要員の確保により，早期に復旧し，市民生活，都市機能の回復を図る。

　水道，下水道，電気，ガス，電話の各ライフライン機関は，平常時か
ら，施設・設備等の耐震対策やネットワークの多ルート化などの推進を
図るとともに，災害により設備等が被災した場合は，被害状況を迅速に
把握し，災害対策機器の活用や，全国からの復旧用資機材の調達，復旧
要員の確保により，早期に復旧し，市民生活，都市機能の回復を図る。
　また，福岡市は，情報収集で得た航空写真・画像等については，ライ
フライン施設等の被害状況の早期把握のため，ライフライン事業者等の
要望に応じて，情報提供に努める。

防災基本計画の修正

第4章　災害復旧・復興計画
　第1節　災害復旧・復興計画の基本
　　　 　方針
　　第1　災害復旧・復興の方針
　

155   災害復旧・復興は，市民生活の回復・安定と，都市施設等の復旧・復
興により，福岡市の復興を目的とする。

  災害復旧・復興は，市民の意向を尊重し，福岡市が主体的に取り組む
とともに，国がそれを支援する等適切な役割分担の下，災害により地域
の社会経済活動が低下する状況に鑑み，可能な限り迅速かつ円滑な復
旧・復興を図る。また，男女共同参画の観点から，復旧・復興のあらゆ
る場・組織に女性の参画を促進するものとする。併せて，障がい者，高
齢者等の要配慮者の参画を促進するものとする。

防災基本計画の修正

第4章　災害復旧・復興計画
　第1節　災害復旧・復興計画の基本
 　　　　方針
　　第3　災害復旧・復興計画の策定
　

155   大規模な震災被害が発生した場合，速やかに復興に関する方針を定め
て対策を講じる必要があるため，第１の方針に基づき，施策・施設ごと
に復旧・復興計画を策定する。

  大規模な震災被害が発生した場合，速やかに復興に関する方針を定め
て対策を講じる必要があるため，必要に応じ，大規模災害からの復興に
関する法律を活用し，施策・施設ごとに復旧・復興計画を策定する。ま
た，法に定める特定大規模災害からの復興のために必要な場合，関係地
方行政機関に対し，職員の派遣を要請するものとする。

防災基本計画の修正

大津波警報

津波警報

津波注意報

（１）津波警報等 大津波警報（津波特別警報に位置づけられる。）

津波警報

津波注意報

（１）津波警報等
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

目次 第1章　総則
  第1節　風水害対策編の目的
　第2節　防災の基本方針
　第3節　防災関係機関の防災上の事務又は事務の大綱
  第4節　市民及び事業者等の責務
　第5節　災害の想定
　第6節　防災計画の修正
　第7節　計画の周知徹底

第1章　総則
　第1節　風水害対策編の目的
　第2節　防災の基本理念及び施策の方向性
　第3節　防災関係機関の防災上の事務又は事務の大綱
  第4節　市民及び事業者等の責務
　第5節　災害の想定
　第6節　防災計画の修正
　第7節　計画の周知徹底
  第8節　市民及び事業者による地区内の防災活動の推進（地区防災
         計画）

計画の見直しに伴い変更

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

第1章　総則
　第2節　防災の基本理念及び施策の
　　　 　方向性

1 第2節　防災の基本方針
（省略）
  また，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
の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし，たとえ被
災したとしても人命が失われないことを最重視し，また経済的被害がで
きるだけ少なくなるよう，さまざまな対策を組み合わせて災害に備えな
ければならない。

第2節　防災の基本理念及び施策の方向性
（省略）
　また，大規模な災害の発生をハード対策で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，たとえ被災したとしても人命が失
われないことを最重視し，また経済的被害ができるだけ少なくなるよ
う，さまざまな対策を組み合わせて災害に備え，災害時の社会経済活動
への影響を最小限にとどめなければならない。
　災害対策の実施に当たっては，国，指定公共機関等と相互に密接な連
携を図るものとする。併せて，市民一人一人が自ら行う防災活動や，地
域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う
防災活動を促進することで，福岡市，公共機関，事業者，市民等が一体
となって最善の対策をとらなければならない。

災害対策基本法の改正

1 周到かつ十分な災害予防

○ 最新の科学的知見を総動員し，起こり得る災害及びその災害によって
引き起こされる被害を的確に想定し，それに対する可能な限りの備えを
行う。一つの災害が他の災害を誘発し，それぞれが原因となり，あるい
は結果となって全体としての災害を大きくすることを意識し，より厳し
い事態を想定した対策を講じなければならない。

1 周到かつ十分な災害予防
(1) 基本理念
○ 最新の科学的知見を総動員し，起こり得る災害及びその災害によって
引き起こされる被害を的確に想定するとともに，過去に起こった大規模
災害の教訓を踏まえ，絶えず災害対策の改善を図ることとする。

○ 災害の規模によっては，ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合
もあることから，ソフト施策を可能な限りすすめ，ハード・ソフトを組
み合わせることが必要である。

○ 災害の規模によっては，ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合
もあることから，ソフト施策を可能な限りすすめ，ハード・ソフトを組
み合わせて一体的に災害対策を推進する。

○ 住民一人一人が防災に対する意識を高め，自らの命と生活を守れるよ
う「自助」への取り組みを後押しする必要がある。また，住民等の協働
による組織・団体が積極的に地域を守るような「共助」への取り組みを
推進する。

削除 第2節柱書きに移動

○ 企業・組織の事業継続や供給網の管理，保険制度や相互支援の取組等
を通じて，災害リスクにしたたかな市場の構築を推進する。

削除 基本理念に記載のない事項で
あり，第2節柱書きと施策概要
に分割して趣旨を記載

(現行の計画では，「施策の方向性」について規定はない。) (2) 施策の方向性
○ 災害に強いまちづくりを実現するため，主要交通・通信機能の強化，
避難路の整備等地震に強い都市構造の形成，学校，医療施設等の公共施
設や住宅等の建築物の安全化，代替施設の整備等によるライフライン施
設等の機能の確保策を講じる。

防災基本計画の修正

○ 事故災害を予防するため，事業者や施設管理者による情報収集・連絡
体制の構築，施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る。

○ 市民の防災活動を促進するため，防災教育等による市民への防災思
想・防災知識の普及，防災訓練の実施等を行う。併せて，自主防災組織
等の育成強化，防災ボランティア活動の環境整備，事業継続体制の構築
等企業防災の促進，災害教訓の伝承により，市民の防災活動の環境を整
備する。

○ 防災に関する研究及び観測等を推進するため，防災に関する基本的な
データの集積，工学的，社会学的分野を含めた防災に関する研究の推
進，予測・観測の充実・強化を図る。また，これらの成果の情報提供及
び防災施策への活用を図る。

○ 発災時の災害応急対策，その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行
うため，災害応急活動体制や情報伝達体制の整備，施設・設備・資機材
等の整備・充実を図るとともに，必要とされる食料・飲料水等を備蓄す
る。また，関係機関が連携した実践的な防災訓練を実施する。

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第1章　総則
　第2節　防災の基本理念及び施策の
　　　 　方向性

1 2 迅速かつ円滑な災害応急対策

○ 迅速かつ正確な情報収集・伝達・共有を可能とする平時からの備え・
訓練を行い，的確に状況を把握・想定し，適時に判断・対応できるよう
にする。

2 迅速かつ円滑な災害応急対策
(1) 基本理念
○ 発災直後は，可能な限り被害規模を早期に把握するとともに，正確な
情報収集に努め，収集した情報に基づき，生命及び身体の安全を守るこ
とを最優先に，人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分す
る。

災害対策基本法の改正

○ 被災者のニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応する。 ○ 被災者のニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応するとともに，
高齢者，障がい者その他の特に配慮を要する者に配慮するなど，被災者
の年齢，性別，障がいの有無といった被災者の事情から生じる多様な
ニーズに適切に対応する。

(現行の計画では，「施策の方向性」について規定はない) (2) 施策の方向性
○ 災害応急段階においては，関係機関は，災害応急対策に従事する者の
安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。

防災基本計画の修正

○ 災害発生の兆候が把握された際には，警報等の伝達，市民の避難誘導
及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う。

○ 発災直後においては，被害規模を早期に把握するとともに，災害情報
の迅速な収集及び伝達，通信手段の確保，災害応急対策を総合的，効果
的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域応
援体制を確立する。

○ 被災者に対する救助・救急活動，負傷者に対する迅速かつ適切な医療
活動，消火活動を行う。

○ 円滑な救助・救急，医療及び消火活動等を支え，また被災者に緊急物
資を供給するため，交通規制，施設の応急復旧，障害物除去等により交
通を確保し，優先度を考慮した緊急輸送を行う。

○ 被災者の速やかな避難誘導と安全な避難所への収容，避難所の適切な
運営管理を行う。また，被災状況に応じ，応急仮設住宅等の提供，広域
的避難収容活動を行う。

○ 被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとと
もに，相談窓口の設置等により，住民等からの問合せに対応する。

○ 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達
し，被災地のニーズに応じて供給する。

○ 被災者の健康状態の把握等避難所を中心とした被災者の健康保持のた
めに必要な活動を行うとともに，仮設トイレの設置等被災地域の保健衛
生活動，防疫活動を行う。また，迅速な遺体の処理等を行う。

○ 防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施を行う。

○ 応急対策を実施するための通信施設の応急復旧，二次災害を防止する
ための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事，被災者の生活確保のた
めのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う。

○ 二次災害の防止策については，危険性の見極め，必要に応じた市民の
避難及び応急対策を行う。

○ ボランティア，義援物資・義援金，海外等からの支援を適切に受け入
れる。
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第1章　総則
　第2節　防災の基本理念及び施策の
　　　 　方向性

1 3 適切かつ速やかな災害復旧・復興

○ 被災地域の特性等を踏まえ，よりよい地域社会を目指した復旧・復興
対策を推進する。

3 適切かつ速やかな災害復旧・復興
(1) 基本理念
○ 発災後は，速やかに施設を復旧し，被災者に対して適切な援護を行う
ことにより，被災地の復興を図る。

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「施策の方向性」について規定はない) (2) 施策の方向性
○ 被災の状況や被災地域の特性等を勘案し，被災地域の復旧・復興の基
本方向を早急に決定し，事業を計画的に推進する。

防災基本計画の修正

○ 物資，資材の調達計画等を活用して，迅速かつ円滑に被災施設の復旧
を行う。

○ 災害廃棄物の広域処理を含めた処分方法の確立と，計画的な収集，運
搬及び処理により，迅速かつ適切な廃棄物処理を行う。

○ 再度災害の防止とより快適な都市環境を目指して，防災まちづくりを
実施する。

○ 被災者に対する資金援助，住宅確保，雇用確保等による自立的生活再
建を支援する。

○ 被災中小企業の復興等，地域の自立的発展に向けて経済復興を支援す
る。

第1章　総則
　第3節　防災関係機関の防災上の事
     　　務又は業務の大綱
　
　

3 2 事務の大綱
(2) 指定地方行政機関

2 事務の大綱
(2) 指定地方行政機関

厚生労働省防災業務計画に定
められている地方厚生局の災
害発生時の対応には，地方厚
生局職員を現地に派遣する旨
の規定がない

4 (2) 指定地方行政機関 (2) 指定地方行政機関 特別警報に関する項目追記

5 (7) 指定公共機関 (7) 指定公共機関
　
削除

組織改編

(7) 指定公共機関 (7) 指定公共機関

(8) 指定地方公共機関 (7) 指定公共機関 指定公共機関として指定

①　災害状況の情報収集

②　関係職員の現地派遣

③　関係機関との連絡調整

九州厚生局

①　災害状況の情報収集

②　削除

②　関係機関との連絡調整

九州厚生局

福岡管区気象台

② 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限
る），水象の予報及び警報･注意報，並びに台風，大雨，竜巻等突風に関す
る情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに，これらの機関や報
道機関を通じて住民に周知できるよう努める。

福岡管区気象台

② 気象，地象（地震にあっては，発生した断層運動による地震動に限
る），水象の予報及び特別警報・警報･注意報，並びに台風，大雨，竜巻等
突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに，これら
の機関や報道機関を通じて住民に周知できるよう努める。

日本郵便局株式会社
福岡中央郵便局

省略

省略郵便事業株式会社福岡支店

省略
郵便局株式会社
福岡中央郵便局

西部ガス株式会社
①　ガス施設の整備と防災対策に関する事項
②　災害時におけるガス供給確保に関する事項

西部ガス株式会社
①　ガス施設の整備と防災対策に関する事項
②　災害時におけるガス供給確保に関する事項
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第1章　総則
　第3節　防災関係機関の防災上の事
     　　務又は業務の大綱
　
　

6 (9) その他の防災関係機関 (8) 指定地方公共機関 指定地方公共機関として指定

(現行の計画では，「公益社団法人福岡県看護協会」について規定はな
い)

(8) 指定地方公共機関

(現行の計画では，「社団法人福岡市薬剤師会」について規定はない) (8) 指定地方公共機関

第1章　総則
　第4節　市民及び事業所の責務
　

7 1 市民の責務
  市民は，自らの安全は自らが守るとの観点に立って，日常から災害時
の家族の連絡方法，避難先，避難経路等を確認し，非常時の食料・水・
日用品等の非常持ち出し品を確保しておくとともに，地域での自主防災
組織などによる防災訓練等に参加するなど，風水害等に備える。

1 市民の責務
　市民は，自らの安全は自らが守るとの観点に立って，日常から災害時
の家族の連絡方法，避難先，避難経路等を確認し，非常時の食料・水・
日用品等の非常持ち出し品の確保，飼い主による家庭動物との同行避難
や避難所での飼養についての準備をしておくとともに，地域での自主防
災組織などによる防災訓練等に参加するなど，風水害等に備える。

防災基本計画の修正

第1章　総則
　第5節　災害の想定
　

7 　福岡市域に発生する可能性のある災害は，台風，大雨を要因とする風
水害と，地震，大火災，危険物の爆発，毒劇物事故，不発弾，大規模な
交通事故，列車・地下鉄事故等に大別することができる。
このうち，本市の気象，地勢その他の特性を考慮すると，最も発生頻度
の高い災害は台風と大雨による風水害である。

　福岡市域に発生する可能性のある災害は，暴風，竜巻，豪雨，地滑
り，洪水，崖崩れ，土石流などの風水害と，地震，大火災，危険物の爆
発，毒劇物事故，不発弾，大規模な交通事故，列車・地下鉄事故等に大
別することができる。
このうち，本市の気象，地勢その他の特性を考慮すると，最も発生頻度
の高い災害は台風，大雨を要因とする風水害である。

防災基本計画の修正

第1章　総則
　第8節　市民及び事業者による地
         区内の防災活動の推進（地
　　　　 区防災計画）

(現行の計画では，「地区防災計画」について規定はない)   市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は，
当該地区における防災力の向上を図るため，共同して，防災訓練の実
施，物資等の備蓄，高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動
の推進に努めるものとする。この場合，必要に応じて，当該地区におけ
る自発的な防災活動に関する計画を作成し，これを地区防災計画の素案
として福岡市防災会議に提案することができる。
  福岡市は，市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する
事業者から提案を受け，必要があると認めるときは，福岡市地域防災計
画に地区防災計画を定めるものとする。

災害対策基本法の改正

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第2　都市防災

11 1 土地利用計画
(3) 防火地域・準防火地域
　防火地域及び準防火地域の指定状況

1 土地利用計画
(3) 防火地域・準防火地域
　防火地域及び準防火地域の指定状況（H25.4月）

時点修正

市街化区域に

おける割合

（１）集団的な指定

公共施設が整備された都心部の容積率５００％以上の地区及
び歓楽街等で人口集中度が高い地区

（２）路線的な指定

主要幹線道路沿道で，建築物の耐火化がすすんでいる容積率
500％以上の地区（公園等防災拠点となる地区との接続を考慮し
た指定とする。）

（１）商業地域及び近隣商業地域

（２）都心部の商業地域に接続して，建築密度が高い地区
準防火地域 2,493 15.30%

区　分
面積

（ha）
備　考

防火地域 160 0.98%

市街化区域に

おける割合

（１）集団的な指定

公共施設が整備された都心部の容積率５００％以上の地区及
び歓楽街等で人口集中度が高い地区

（２）路線的な指定

主要幹線道路沿道で，建築物の耐火化がすすんでいる容積率
500％以上の地区（公園等防災拠点となる地区との接続を考慮し
た指定とする。）

（１）商業地域及び近隣商業地域

（２）都心部の商業地域に接続して，建築密度が高い地区
準防火地域 2,499 15.30%

区　分
面積
（ha）

備　考

防火地域 160 0.98%

社会福祉法人
福岡市社会福祉協議会
及び区社会福祉協議会

災害時における災害ボランティアセンターの運営に関する事項
社会福祉法人
福岡市社会福祉協議会
及び区社会福祉協議会

災害時における災害ボランティアセンターの運営に関する事項

公益社団法人
福岡県看護協会

災害時における医療，助産に関する事項

社団法人
福岡市薬剤師会

災害時における医療にかかる医薬品の供給等に関する事項
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第2　都市防災

12 2 道路整備計画
　道路は災害時の避難経路となり，応急救助活動の交通輸送路としても
重要な役割を果たすものであり，道路整備アクションプランに基づき，
次のように整備を進める。
(1) 自動車専用道路ネットワークの形成
　九州縦貫自動車道や西九州自動車道と都市高速道路の連絡により，自
動車専用道路ネットワークの形成を図る。
(2) 幹線道路ネットワークの形成
　幹線道路の整備を推進し，スムーズに車が流れるような幹線道路ネッ
トワークの形成を図る。

2 道路整備計画
　道路は災害時の避難経路となり，応急救助活動の交通輸送路としても
重要な役割を果たすものであり，道路整備アクションプランに基づき，
本市の骨格となる国道や都市計画道路，それにアクセスする主要道路に
よる放射環状ネットワークの形成に向け，自動車専用道路や幹線道路の
整備を進める

福岡市道路整備アクションプ
ラン2016

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第3　高潮災害予防
　

13 2 漁港漁場整備事業
　漁港漁場整備長期計画

2 漁港漁場整備事業
　漁港漁場整備長期計画

25年度整備完了のため予定の
削除

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第4　土砂災害予防
　

14 3　がけ崩れ災害予防計画
(1) 急傾斜地対策
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により，県は相当数の
居住者に危害が予想される急傾斜地を崩壊危険区域に指定し，崩壊防止
工事を施工する。
また，行為の制限，防災措置の勧告，改善措置の命令等の防災指導を行
うものとする。

(2) 宅地災害防止のための規制
（省略）
(3) 宅地災害防止のための措置
（省略）

3　急傾斜地対策
(1) 急傾斜地崩壊危険区域の指定（急傾斜地法）
　急傾斜地の崩壊による災害を防止するため，県は相当数の居住者に危
害が予想される急傾斜地及びこれに隣接する土地のうち，当該急傾斜地
の崩壊が冗長及び誘発される行為を制限すべき土地の区域の指定を行
う。（資料編○頁）
(2) 急傾斜地崩壊防止事業
　急傾斜地の崩壊による災害を未然に防止，又は軽減するため，県は急
傾斜地崩壊防止工事を実施する。
(3) 宅地災害防止のための規制
(省略）
(4) 宅地災害防止のための措置
(省略)

土砂災害警戒区域の指定に伴
う関連項目の整理，修正

漁 港 名 種　別 事業主体 事業内容 整備完了(予定)年度

弘 1 福 岡 市 突 堤 外  平成２５年度完了予定

奈 　多 1 〃 防 波 堤  平成２３年度完了

志 賀 島 2 〃 沖防波堤  平成２２年度完了

浜崎今津 1 〃 導 流 堤  平成２２年度完了

西  　浦 2 〃 沖防波堤  平成２１年度完了

玄　 界 2 〃 防 波 堤  平成２３年度完了

漁 港 名 種　別 事業主体 事業内容 整備完了(予定)年度

弘 1 福 岡 市 突 堤 外  平成２５年度完了

奈 　多 1 〃 防 波 堤  平成２３年度完了

志 賀 島 2 〃 沖防波堤  平成２２年度完了

浜崎今津 1 〃 導 流 堤  平成２２年度完了

西  　浦 2 〃 沖防波堤  平成２１年度完了

玄　 界 2 〃 防 波 堤  平成２３年度完了
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第4　土砂災害予防
　

15 4 土石流対策
(1) 砂防事業の推進
土石流災害を未然に防止，又は軽減するため，県は砂防事業を推進す
る。

(2) 住民に対する周知等
土石流対策については，国・県の指導に基づき，関係住民への周知に努
め，住民の土石流に対する危険性・避難等について，防災意識の徹底を
図る。
(3) 土石流危険渓流
土石流危険渓流とは，土石流の発生の危険性があり，5戸以上の人家（5
戸以下でも官公署，学校，病院，駅，旅館，発電所等のある場合を含
む。）に被害を生ずるおそれがある渓流である。（資料編33頁）

4 土石流対策
(1) 砂防指定地の指定（砂防法）
　土石流の発生を助長する行為を制限するため，主務大臣は，治水上砂
防のため，一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地の指定を行う。
（資料編○頁）
(2) 砂防事業
　土石流災害を未然に防止，又は軽減するため，県は砂防事業を実施す
る。

(3) 削除

土砂災害警戒区域の指定に伴
う関連項目の整理，修正

(現行の計画では，「地すべり対策」について規定はない) 5 地すべり対策
(1) 地すべり防止区域の指定（地すべり等防止法）
　地すべりによる災害を防止するため，主務大臣は，地すべり区域及び
これに隣接する地域のうち，地すべり地域の地すべりの助長若しくは誘
発するおそれのきわめて大きい土地の区域における一定の行為の禁止若
しくは制限すべき土地の区域を指定する。(資料編○頁）
(2) 地すべり防止事業
　地すべりによる被害を未然に防止，又は軽減するため，県又は国は地
すべり防止事業を実施する。

土砂災害警戒区域の指定に伴
う関連項目の整理，修正

5 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
  福岡県において「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推
進に関する法律（土砂災害防止法）（平成12年法律第57号）」　に基づ
き，平成22年度から，福岡市域での区域指定に向けての基礎調査が進め
られている。本市では，指定を受けた行政区から，順次，情報伝達・警
戒避難体制に関する事項を定め，円滑な避難が行われるために必要な措
置を行う。

（省略）

6 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
  福岡県において「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推
進に関する法律（土砂災害防止法）（平成12年法律第57号）」　に基づ
き，平成22年度から，福岡市域での基礎調査が進められ，平成25年度に
全区の指定が完了している。本市では，住民の早期避難に資する土砂災
害ハザードマップを作成，配布し，周知を図るとともに，避難判断基準
や避難に関する情報の伝達方法など，警戒避難体制に関する事項を定
め，円滑な避難が行われるために必要な措置を行う。
（省略）

時点修正

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第5　建築物災害予防

15 1 建築物の災害予防対策
　建築物の敷地・構造の安全，並びに災害時の避難に関する建築基準法
の技術基準を充分に生かし，災害に対してより安全な建築物が建築され
るよう建築確認業務の中で指導し，災害予防を図る。

1 建築物の災害予防対策
　建築物の敷地・構造の安全，並びに災害時の避難に関する建築基準法
の技術基準を充分に生かし，災害に対してより安全な建築物が建築され
るよう建築確認業務，安全パトロール実施の中で指導し，災害予防を図
る。

指導に係る業務として「安全
パトロール実施」を追記

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第7　浸水想定区域における円滑
　　　　 かつ迅速な避難の確保及び
         浸水の防止のための措置
 
　
　

20 第7 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置
 
  福岡市内の河川について，水防法第14条の規定に基づき福岡県が浸水
想定区域を指定した場合は，福岡市は水防法第15条の規定及び福岡市が
作成する浸水ハザードマップに基づき，浸水想定区域における円滑かつ
迅速な避難を確保するため，次に掲げる措置を実施するものとする。

第7 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止の
ための措置
　福岡市内の河川について，水防法第14条の規定に基づき福岡県が浸水
想定区域を指定した場合は，福岡市は水防法第15条の規定及び福岡市が
作成する浸水ハザードマップに基づき，浸水想定区域における円滑かつ
迅速な避難の確保及び浸水防止のため，次に掲げる措置を実施するもの
とする。

水防法の改正

1 地下街等における措置
（省略）
(2) 避難確保計画書の作成
　上記地下街の所有者または管理者は，単独または共同で当該地下街の
利用者の洪水時の円滑かつ迅速な確保を図るために，次に掲げる事項を
定めた計画を作成する。
（省略）

1 地下街等における措置
（省略）
(2) 避難確保計画及び浸水防止計画の作成
　上記地下街の所有者または管理者は，単独または共同で当該地下街の
利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図るため
に，次に掲げる事項を定めた計画を作成する。
（省略）
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第7　浸水想定区域における円滑
　　　　 かつ迅速な避難の確保及び
         浸水の防止のための措置
 
　
　

20 (現行の計画では，「洪水予報等の伝達方法」について規定はない) (4) 洪水予報等の伝達方法
　福岡市は浸水想定区域内にある地下街等の施設の所有者又は管理者及
び自衛水防組織の構成員に対し，利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が
図られるよう，インターネットFAXや防災メール(登録制)等により，洪水
予報等の伝達を行なう。
① インターネットFAX配信基準
・福岡地方に大雨，洪水警報が発表され，福岡市災害対策本部が設置さ
れた場合
・河川水位が避難判断水位（避難判断水位が設定されていない観測点に
ついては，はん濫危険水位）を超えた場合
・避難勧告など，緊急情報が発表された場合
・福岡地方の大雨，洪水警報が解除され，福岡市災害対策本部が解除さ
れた場合
② 防災メール配信基準
・福岡地方に大雨，洪水等の各気象警報・特別警報が発表された場合
・雨量観測所の前1時間雨量が40mmを超えた場合
・河川水位が避難判断水位（避難判断水位がが設定されていない観測点
については，はん濫危険水位）を超えた場合
・避難勧告など，緊急情報が発表された場合

水防法の改正

(現行の計画では，「訓練の実施」について規定はない) (5) 訓練の実施
　福岡市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者
又は管理者は，洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止に関す
る計画に基づき，避難誘導，浸水防止活動等の訓練を実施するものとす
る。

(現行の計画では，「自衛水防組織の設置」について規定はない) (6) 自衛水防組織の設置
  福岡市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者
又は管理者は，洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止を行う
自衛水防組織を設置するものとする。

2 災害時要援護者等が主に利用する施設における措置
（省略）
(2) 洪水予報等の伝達方法
　福岡市は浸水想定区域内にある災害時要援護者等が主に利用する施設
に対し，利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう，インター
ネットFAXや防災メール等により，洪水予報等の伝達を行なう。

① インターネットFAX配信基準
・福岡地方に大雨，洪水警報が発表され，福岡市災害対策本部が設置さ
れた場合
（省略）
・福岡地方の大雨，洪水警報が解除され，福岡市災害対策本部が解除さ
れた場合
② 防災メール配信基準
・福岡地方に大雨，洪水等の各気象警報が発表された場合
（省略）

2 災害時要援護者等が主に利用する施設における措置
（省略）
(2) 洪水予報等の伝達方法
　福岡市は浸水想定区域内にある災害時要援護者等が主に利用する施設
の所有者又は管理者（及び自衛水防組織の構成員※）に対し，利用者の
円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう，インターネットFAXや防災
メール(登録制)等により，洪水予報等の伝達を行なう。
※については設置されている場合のみ
① インターネットFAX配信基準
・福岡市に大雨特別警報，大雨警報，洪水警報が発表され，福岡市災害
対策本部が設置された場合
（省略）
・福岡市の大雨特別警報，大雨警報，洪水警報が解除され，福岡市災害
対策本部が解除された場合
② 防災メール配信基準
・福岡市に大雨等の各気象特別警報や大雨，洪水等の各気象警報が発表
された場合
（省略）

24



章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第1節　災害予防
　　第7　浸水想定区域における円滑
　　　　 かつ迅速な避難の確保及び
         浸水の防止のための措置
 
　
　

20 (現行の計画では，「洪水時の円滑かつ迅速な避難確保のための措置」に
ついて規定はない)

(3) 洪水時の円滑かつ迅速な避難確保のための措置
　福岡市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要援護者利用
施設の所有者又は管理者は，当該要援護者施設の利用者の円滑かつ迅速
な避難の確保を図るため，以下のことに努めることとする。
① 当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るための計画の作成
（作成した場合は，市長へ報告）
② 作成した避難確保計画に基づく訓練の実施
③ 自衛水防組織の設置（設置した場合は，市長へ報告）

水防法の改正

(現行の計画では，「大規模工場等における措置」について規定はない) 3 大規模工場等における措置
(1) 浸水想定区域内の大規模工場等及び所在
　大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響
が生じる施設として「福岡市地域防災計画に定める事項に係る大規模工
場等の用途及び規模を定める条例」で定める用途及び規模に該当するも
の）の所有者又は管理者から申出があった施設で洪水時に浸水の防止を
図る必要があるもの。

(現行の計画では，「大規模工場等における措置」について規定はない) (2) 洪水予報等の伝達方法
　福岡市は浸水想定区域内にある申出があった大規模工場等の施設の所
有者又は管理者（及び自衛水防組織の構成員※）に対し，施設の浸水防
止措置が円滑に図られるよう，インターネットFAXや防災メール（登録
制）等により，洪水予報等の伝達を行なう。
※については設置されている場合のみ
① インターネットFAX配信基準
・福岡地方に大雨，洪水警報が発表され，福岡市災害対策本部が設置さ
れた場合
・河川水位が避難判断水位（避難判断水位が設定されていない観測点に
ついては，はん濫危険水位）を超えた場合
・避難勧告など，緊急情報が発表された場合
・福岡地方の大雨，洪水警報が解除され，福岡市災害対策本部が解除さ
れた場合
② 防災メール配信基準
・福岡地方に大雨，洪水等の各気象警報・特別警報が発表された場合
・雨量観測所の前1時間雨量が40mmを超えた場合
・河川水位が避難判断水位（避難判断水位がが設定されていない観測点
については，はん濫危険水位）を超えた場合
・避難勧告など，緊急情報が発表された場合

(3) 洪水時の浸水防止のための措置
　福岡市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場等の施
設の所有者又は管理者は，洪水時の浸水防止を図るため，以下のことに
努めることとする。
① 当該施設の浸水防止を図るための計画の作成（作成した場合は，市長
へ報告）
② 作成した計画に基づく訓練の実施
③ 自衛水防組織の設置（設置した場合は，市長へ報告）

第2章　災害予防計画
　第2節　防災体制の整備
　　第1　災害予防及び災害時活動体
　　　   制の整備
 

29 4 広域応援体制の整備
（省略）
(2） 防災関係機関との連携
  自衛隊，県，指定地方行政機関，指定地方公共機関その他の防災関係
機関と，防災計画の周知，市の防災体制等必要な情報を交換するなど，
日常から密接な連携をとっていく。
（省略）

4 広域応援体制の整備
（省略）
(2）防災関係機関との連携
　自衛隊，県，指定地方行政機関，指定地方公共機関その他の防災関係
機関と，防災計画の周知，市の防災体制等必要な情報を交換するなど，
日常から密接な連携をとっていく。日常から密接な連携をとっていく。
　また，避難勧告又は指示を行う際に，国又は県に必要な助言を求める
ことができるよう，連絡調整窓口，連絡の方法を取り決めておくととも
に，連絡先の共有を徹底しておくなど，必要な準備を整えておくものと
する。
（省略）

災害対策基本法の改正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第2節　防災体制の整備
　　第6　災害ボランティア等への支
　　　　 援対策の推進

33 3 ボランティアが参加しやすい環境づくり
  ボランティアが安心してボランティア活動に従事できるような環境づ
くりを行う。

3 ボランティアが参加しやすい環境づくり
　ボランティアによる防災活動が災害時に果たす役割の重要性に鑑み，
その自主性を尊重しつつ，福岡市とボランティアの連携により，ボラン
ティアが安心してボランティア活動に従事できるような環境づくりを行
う。

災害対策基本法の改正

第2章　災害予防計画
　第3節　自主防災体制の整備
　

35   「自らの安全は自らが守る」ことを原則として，市民自らの災害時の
対応能力の向上を図るため，自主防災組織の結成，活動支援，防災訓
練，防災・減災知識の普及を図る。

  「自らの安全は自らが守る」ことを原則として，市民自らの災害時の
対応能力の向上を図るとともに，市民は，地域の防災訓練など自発的な
防災活動に参加するよう努めるものとし，自主防災組織の結成，活動支
援，防災訓練，防災・減災知識の普及を図る。

防災基本計画の修正

1 自主防災組織の結成・活動支援
(1) 組織の結成促進
  市民局，消防局，各区役所及び消防団との連携により，自治協議会等
を通じ，住民に対し自主防災組織マニュアル等を活用して自主防災体制
整備への理解を求めるとともに，校区・地区において組織の結成を行っ
た。

1 自主防災組織の結成・活動支援
(1) 組織の結成促進
  市民局，消防局，各区役所及び消防団との連携により，自治協議会等
を通じ，住民に対し自主防災組織マニュアル等を活用して自主防災体制
整備への理解を求めるとともに，校区・地区において組織の結成を行っ
た。

時点修正

(3) 組織への指導等
  自主防災組織による自発的な防災活動を支援するため，リーダー育成
及び訓練等の指導を行うとともに，自主防災組織リーダー用マニュアル
を配布し，自主防災組織などは地域の実情に応じた初動対応マニュアル
の作成を推進する。また，自主防災組織など地域活動の保身決定過程へ
の女性の参画を促進する。

(3) 削除 組織の結成，指導，活動支援
策に関する文言の整理(1)組織
の結成(3)組織への活動支援策
等に移動

(4) 組織への活動支援策等
  自主防災組織が作成する防災計画を検証し，活動支援策を検討するな
ど，市民局，道路下水道局，区役所及び消防局が連携し，地域における
自主防災活動を活性化し，継続させるための具体的な活動支援策を実施
する。

(3) 組織への活動支援策等
　関係各局，各区役所及び消防団が連携し，リーダーの育成や訓練の指
導を行うなど，地域における自主防災活動を活性化し，継続させるため
の具体的な活動支援策を検討・実施するとともに，自主防災組織など地
域活動の方針決定過程への女性の参画を促進する。

組織の結成，指導，活動支援
策に関する文言の整理

36 2 地域・企業の防災リーダーの養成等
(1) 防災リーダーの養成

（省略）

2 地域・企業の防災リーダーの養成等
(1) 防災リーダーの養成

（省略）

時点修正

博多あん・あんリーダー（博多あん・あん塾修了者） 防災士資格取得試験合格者

６５２名 ６２８名

（平成25年3月末現在）

博多あん・あんリーダー（博多あん・あん塾修了者） 防災士資格取得試験合格者

７２６名 ６９６名

（平成26年3月末現在）

19年度末 20年度末 21年度末 23年度末 24年度末

小学校区・地区数 149 149 149 149 149

組　織　数 129 138 142 147 149

組　織　率 86.6% 92.6% 96.0% 98.7% 100%

19年度末 20年度末 21年度末 23年度末 24年度末 25年度末

小学校区・地区数 149 149 149 149 149 149

組　織　数 129 138 142 147 148 149

組　織　率 86.6% 92.6% 96.0% 98.7% 99.3% 100%
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第3節　自主防災体制の整備
　

36 (3) 博多あん・あんリーダー会との共働事業の実施
  博多あん・あんリーダーにより結成された防災ボランティア団体「博
多あん・あんリーダー会」と，平成２３年度から共働で，市民や子ども
たちに対する防災知識の普及・啓発事業として「出前講座」や「ジュニ
ア防災士養成講座」など，「地域みんなで防災力向上事業」を実施して
いる。共働することにより，スタッフの確保に伴う学習・啓発機会の拡
充や地域性を考慮したプログラムの研究・開発が進むとともに，当団体
の会員が地域の防災リーダーとして，日頃から地元の自主防災組織等の
活動への参画が進むなど，地域のマンパワーが強化されることも期待で
きることから，今後も創意工夫しながら，事業の推進を図っていく。

(3) 博多あん・あんリーダー会との共働
　博多あん・あんリーダーにより結成された防災ボランティア団体「博
多あん・あんリーダー会」と，平成23年度から共働で，市民や子どもた
ちに対する防災知識の普及・啓発事業として「出前講座」や「ジュニア
防災士養成講座」など，「地域みんなで防災力向上事業」を実施してき
た。平成26年度以降は，市独自の出前講座及び博多あん・あんリーダー
会独自の活動をそれぞれ行いながら，協力が可能なものについては引き
続き連携し，行政のパートナーとして，地域防災リーダーの養成及び地
域防災力の向上に取り組んでいく。

文言修正

3 地域での防災講習等の実施
（省略）
(2) 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」における諸行事の
実施
 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」において防災訓練や防
災講習会等を実施する。
（省略）

3 地域での防災講習等の実施
（省略）
(2) 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」，「防災週間」に
おける諸行事の実施
 「市民防災の日」，「防災とボランティア週間」，「防災週間」におい
て防災訓練や防災講習会等を実施する。
（省略）

防災週間を追記

5 企業防災の促進
　企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防
止，事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業に
おいて災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策
定・運用するよう努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練の実施，
事業所の耐震化・耐浪化，予想被害からの復旧計画策定，各計画の点
検・見直し，燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応，取
引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実
施するなどの防災活動の推進に努めるものとする。

5 企業防災の促進
  企業は，災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防
止，事業の継続，地域貢献・地域との共生）を十分に認識し，各企業に
おいて災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策
定・運用するよう努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練の実施，
事業所の耐震化・耐浪化，予想被害からの復旧計画策定，各計画の点
検・見直し，燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応，取
引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実
施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて，防災活動
の推進に努めるものとする。特に，食料，飲料水，生活必需品を提供す
る事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は，
市が実施する企業との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施
に協力するよう努めるものとする。

災害対策基本法の改正

37 (現行の計画では，「水防協力団体」について規定はない) 6 水防協力団体
　青年層・女性層の団員への参加促進等水防団の活性化を推進するとと
もに，ＮＰＯ，民間企業，自治会等多様な主体を水防協力団体として指
定することで水防活動の担い手を確保し，その育成，強化を図るものと
する。

水防法の改正

6 学校における防災体制の充実 7 学校における防災体制の充実 6 水防協力団体の挿入による
番号変更

7 防災知識の普及
(3) 印刷物・ホームページ等による広報及び情報提供
（省略）
③ 「浸水ハザード・防災マップ」の作成
　行政区毎に，避難所・避難場所，防災関係機関，施設，災害危険想定
箇所などを掲載した「浸水ハザード・防災マップ」を配布し，またホー
ムページに掲載して，市民の防災意識の向上を図る。
　また，視覚障がい者用としてボランティア団体の協力のもと作成し，
「点字版浸水ハザード・防災マップ」を情報プラザ等で閲覧等を行い ，
希望者には，個別に配布を行う。
　
（省略）

8 防災知識の普及
(3) 印刷物・ホームページ等による広報及び情報提供
（省略）
③ 「浸水ハザード・防災マップ」の作成
　行政区毎に，避難所・避難場所，防災関係機関，施設，災害危険想定
箇所などを掲載した「浸水ハザード・防災マップ」を配布し，ホーム
ページに掲載して，市民の防災意識の向上を図る。
　また，視覚障がい者用としてボランティア団体の協力のもと作成し，
「点字版浸水ハザード・防災マップ」を情報プラザ等で閲覧等を行い ，
希望者には，個別に配布を行う。
（省略）

文言，番号修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第3節　自主防災体制の整備
　

36 ⑤ 福岡市防災メールによる情報提供
　平成14年度から福岡市防災メール登録者に対して電子メールによる防
災情報の提供を行っている。
　現在は，気象警報・注意報，地震情報，津波警報・注意報等の津波情
報，雨量情報，河川水位情報，光化学オキシダント情報，熱中症情報，
天気予報，避難勧告など，福岡市で必要と判断した情報を電子メールに
より提供している。

⑤ 福岡市防災メールによる情報提供
　平成14年度から福岡市防災メール登録者に対して電子メールによる防
災情報の提供を行っている。
  現在は，気象注意報・警報・特別警報，地震情報（震度速報，震源に
関する情報，各地の震度に関する情報），津波情報（津波注意報，津波
警報，大津波警報），雨量情報，河川水位情報，光化学オキシダント情
報，熱中症情報，黄砂・PM2.5予測情報，竜巻注意情報，天気予報，避難
勧告など，福岡市で必要と判断した情報を電子メールにより提供してい
る。

特別警報等に関する項目追記

39 8 防災教育の充実
 「子どもたちのセーフティプラン事業」や，市民団体との共働事業によ
る「地域みんなで防災力向上事業」などにより，地域や学校における幅
広い年齢層への学習・啓発機会の拡充や地域性を考慮した講座・訓練等
プログラムを実施し，基礎的な災害対応能力の育成を図るとともに，地
域防災力の向上を図る。

9 防災教育の充実
 「子どもたちのセーフティプラン事業」（削除）などにより，地域や学
校における幅広い年齢層への学習・啓発機会の拡充や地域性を考慮した
講座・訓練等プログラムを実施し，基礎的な災害対応能力の育成を図る
とともに，地域防災力の向上を図る。

平成25年度事業終了につき削
除

9 災害教訓の伝承 10 災害教訓の伝承 6 水防協力団体の挿入による
番号変更

第2章　災害予防計画
　第4節　被災者支援対策
　　第1  生活支援対策
　

40 1 自主的備蓄の促進
 

(1) 3日分の食料等の備蓄
（省略）

1 自主的備蓄の促進
　市民は，食料，飲料水その他の生活必需物資の備蓄に努めなければな
らない。
(1) 3日分の食料等の備蓄
（省略）

防災基本計画の修正

第2章　災害予防計画
　第4節　被災者支援対策
　　第2  避難対策
　

41   避難対策として，避難場所等を指定するとともに，市民への周知を行
う。

  避難対策として，避難場所及び避難所を指定するとともに，市民への
周知を行う。
  また，防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により，その内容
の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じるものとする。

災害対策基本法の改正

1 避難場所等の指定
  避難場所，避難所については，あらかじめ指定する。
(1) 避難場所
  避難場所は，次の２種類を指定する。

（省略）

1 避難場所等の指定
　避難場所，避難所については，あらかじめ指定する。
(1) 避難場所
　避難場所は，災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺等に災害
が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのある物がな
い場所であって，災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能
な管理体制等を有するものを指定するものとし，次の２種類を指定す
る。
　なお，避難所のうち，避難場所としての要件を満たすものについて，
避難場所として指定することがある。
（省略）

災害対策基本法の改正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第2章　災害予防計画
　第4節　被災者支援対策
　　第2  避難対策
　

41 (2) 避難所

（省略）

(2) 避難所
　避難所は，被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し，
速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施
設であって，想定される災害による影響が比較的少なく，災害救援物資
等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定するものとし，次の２種
類を指定する。なお，主として要援護者を滞在させることが想定される
施設にあっては，要援護者の円滑な利用を確保するための措置が講じら
れ，相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を
指定するものとする。また，学校を避難所として指定する場合には，学
校が教育活動の場であることに配慮するものとし，避難所としての機能
は応急的なものであることを認識の上，避難所となる施設の利用方法等
について，事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整
を図るものとする。
（省略）

災害対策基本法の改正

42 2 市民への周知
(1) 指定避難場所，避難所の名称，所在等及び災害時の避難方法等につ
いて，市民へ広報し，周知する。
（省略）

2 市民への周知
(1) 避難場所，避難所の名称，所在等及び災害時の避難方法等につい
て，市民へ広報し，周知する。
（省略）

文言修正

4 帰宅困難者対策
（省略）
(2) 企業等に対して，従業員等を一定期間事業所等内に留めておくこと
ができるよう，必要な物資の備蓄等を促す。
（省略）

4 帰宅困難者対策
（省略）
(2) 企業等に対して，従業員等を一定期間事業所等内に留めておくこと
ができるよう，必要な物資の備蓄等や大規模な集客施設等の管理者に対
して，利用者の誘導体制の整備を促す。
（省略）

防災基本計画の修正

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第1　福岡市災害対策本部等
　
　
　

46 3 対策本部
（省略）
(2) 設置基準
① 風水(雪)害
・大雨警報発表時
・洪水警報発表時
・暴風雪警報，大雪警報等が発表され，総合的な対策が必要であると判
断されるとき。
②台風接近時
・高潮警報，暴風警報が発表され，総合的な対策が必要であると判断さ
れるとき。
・台風の勢力・コース等，気象台による台風説明会を受け，台風の状況
によっては，避難所開設等を考慮し，事前に設置するとき。
③ 地震
・市域内に震度４の地震が発生したとき。(第1配備)
・福岡県日本海沿岸に大津波警報,津波警報が発表されたとき。(第2配
備)
・市域内に震度５弱以上の地震が発生したとき。（第3配備）
（省略）

3 対策本部
（省略）
(2) 設置基準
① 風水(雪)害
・大雨の警報または特別警報発表時
・洪水警報発表時
・暴風雪，大雪等の警報または特別警報が発表され，総合的な対策が必
要であると判断されるとき。
②台風接近時
・高潮，暴風の警報または特別警報が発表され，総合的な対策が必要で
あると判断されるとき。
・台風の勢力・コース等，気象台による台風説明会を受け，台風の状況
によっては，避難所開設等を考慮し，事前に設置するとき。
③ 地震
・市域内に震度４の地震が発生したとき。(第1配備)
・福岡県日本海沿岸に大津波警報（津波特別警報に位置付けられる），
津波警報が発表されたとき。(第2配備)
・市域内に震度５弱以上の地震が発生したとき。（第3配備）
（省略）

特別警報に関する項目追記
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第2　職員の動員・配備
　
　
　

49 (現行の計画では，「特別警報発表時の配備態勢」について規定はない) 1 災害対策本部の配備態勢
（態勢表省略）
※ 特別警報発表時の配備態勢
　気象等に関する特別警報が発表された場合の配備態勢は，気象状況や
被害状況等に応じて，水防第1から水防第5までのいずれかとする。
※ その他の配備目安
　大規模な火災，爆発その他重大な災害が発生し，総合的な応急対策を
必要とするとき。また，その他の災害が発生し，又は災害が発生するお
それがある場合であって，特にその対策又は対応を図る必要があると
き。
（省略）

特別警報に関する項目追記

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第3　応援要請
　

55 (現行の計画では，「国による代行」について規定はない) 2 広域応援体制
(6) 国による代行
  国は，被災により，福岡市及び福岡県が，その全部又は大部分の事務
を行うことが不可能となった場合は，応急措置を実施するため福岡市に
与えられた権限のうち，他人の土地等を一時使用し，又は土石等を使用
し，若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置
の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急
措置の業務に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一
部を，福岡市に代わって行うものとする。

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「県による代行」について規定はない) 2 広域応援体制
(7) 県による代行
  福岡県は，県域に係る災害が発生した場合において，被災により福岡
市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には，
応急措置を実施するため福岡市に与えられた権限のうち，警戒区域を設
定し，災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入
りを制限し，若しくは禁止し，又は当該区域からの退去を命ずる権限，
他人の土地等を一時使用し，又は土石等を使用し，若しくは収用する権
限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるもの
の除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させる
権限により実施すべき応急措置の全部または一部を，福岡市に代わって
行うものとする。

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「国による広域一時滞在の協議」について規定はな
い)

2 広域応援体制
(8) 国による広域一時滞在の協議
  国は，福岡市及び福岡県が，被災により自ら広域一時滞在のための協
議を行うことが不可能な場合は，広域一時滞在のための協議を福岡市に
代わって行うものとする。また，福岡市の行政機能が被災によって著し
く低下した場合など，福岡市からの要求を待ついとまがないときは，福
岡市の要求を待たないで，福岡県に代わって，国が，広域一時滞在のた
めの協議を行うものとする。

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第4　災害救助法の適用
　

55 　本市で災害が発生した場合，迅速かつ正確に管内の被害状況を収集把
握の上，福岡県に報告しなければならない。

　本市で災害が発生した場合，迅速かつ正確に管内の被害状況を収集把
握の上，福岡県に情報提供しなければならない。

福岡県地域防災計画との整合

1 報告を必要とする災害
（省略）
(3) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があ
ると認められる程度のもの。
(4) その他特に報告の指示があったもの。

1 情報提供を必要とする災害
（省略）
(3) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て情報提供の必要
があると認められる程度のもの。
(4) その他特に情報提供の依頼があったもの。
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第1節　応急活動体制
　　第4　災害救助法の適用
　
　

55 2 報告の時期，内容，要領及び方法
　災害救助法の適用にあたっては，発生報告，中間報告，決定報告等，
災害の経過に応じて，適宜状況を県に報告しなければならない。
 とくに，災害時の発生に行う発生報告は，迅速に行う必要がある。

2 情報提供の時期，内容，要領及び方法
　災害救助法の適用にあたっては，発生情報，中間情報，決定情報等，
災害の経過に応じて，適宜状況を県に情報提供しなければならない。と
くに，災害時の発生に行う発生情報は，迅速に行う必要がある。

福岡県地域防災計画との整合

第3章　災害応急対策計画
　第2節　情報の収集・伝達
　
　
　

56 1 福岡管区気象台が発表する注意報・警報・情報等
　気象，水防，火災等に関する注意報・警報・情報等の収集，伝達は次
の伝達要領，伝達系統をもって行う。
(1) 収集，伝達要領
① 福岡管区気象台から通報される注意報・警報・情報等は別紙系統図に
より伝達される。(資料編80頁)
　
 
（省略）
③ 総括部長（市民局長）は，注意報・警報・情報等を受信した場合は速
やかに本部長（市長）に報告し，それに対応する必要な防災指令を各部
（局）及び各本部へ伝達する。
（省略）
⑤ 注意報・警報・情報等の伝達を受けた各部長（各局長）及び各区本部
長は速かにその内容に応じた適切な措置を講ずるとともに関係出先機関
へも伝達，指令する。
⑥ その他各区本部，班の職員は総括部長より注意報・警報・情報等の伝
達を受けた後は，刻々と推移する状況について報道機関等の報道を聴取
するよう努め，その内容に応じた適切な措置を講ずる。

1 福岡管区気象台が発表する特別警報・警報・注意報・情報等
　気象，水防，火災等に関する特別警報・警報・注意報・情報等の収
集，伝達は次の伝達要領，伝達系統をもって行う。
(1) 収集，伝達要領
① 福岡管区気象台から通報される特別警報・警報・注意報・情報等は別
紙系統図により伝達される。(資料編80頁)
　なお，気象庁から大雨，暴風，高潮等の特別警報の伝達を受けた場合
は，これを直ちに住民等に伝達するものとする。
（省略）
③ 総括部長（市民局長）は，特別警報・警報・注意報・情報等を受信し
た場合は速やかに本部長（市長）に報告し，それに対応する必要な防災
指令を各部（局）及び各本部へ伝達する。
（省略）
⑤ 特別警報・警報・注意報・情報等の伝達を受けた各部長（各局長）及
び各区本部長は速かにその内容に応じた適切な措置を講ずるとともに関
係出先機関へも伝達，指令する。
⑥ その他各区本部，班の職員は総括部長より特別警報・警報・注意報・
情報等の伝達を受けた後は，刻々と推移する状況について報道機関等の
報道を聴取するよう努め，その内容に応じた適切な措置を講ずる。

特別警報に関する項目追記

2 防災気象情報システムからの情報等
(1) 防災気象情報システム
　福岡市防災気象情報システムにより，雨量（30箇所）や河川水位（20
箇所），河川監視カメラ（21箇所）の情報を収集する。

(2) 防災・危機管理ホームページ
　5分毎の雨量，市内主要河川の水位及びライブカメラ情報を提供すると
ともに，気象注意報・警報や気象レーダー等の情報提供を行う。

(3) 防災メール
　平常時のお知らせ情報や災害時避難勧告等の緊急情報，気象情報，地
震情報，津波予報，河川水位情報，光化学オキシダント情報等を携帯電
話やパソコンへ自動配信する。
 
（省略）

2 防災気象情報システム等からの情報
(1) 防災気象情報システム
　市内及び近郊30箇所の雨量観測点と同20箇所の河川水位観測点のデー
タ並びに同25箇所の河川監視カメラ観測点の映像を収集・処理して，災
害時の避難判断などに役立てるとともに，平常時においてもホームペー
ジや防災メールで市民へ情報提供する。
(2) 防災・危機管理情報ホームページ
　上記システムで処理された雨量（10分間隔）や河川水位（5分または10
分間隔）のデータ及び数分間隔の河川監視カメラ映像や気象レーダーの
ようすを表示したり，気象警報・注意報をリアルタイムで表示する。
(3) 防災メール
　携帯電話やＰＣ（パソコン）に気象警報等，地震・津波情報，雨量・
河川水位情報をはじめ気象に関する情報を自動配信するとともに，災害
時の避難勧告・避難指示や平常時のお知らせなどを手動で配信する。
（省略）

時点修正

57 4 被害情報等の収集・伝達
(2) 情報の入力
 各部及び各区災害対策本部は，それぞれが所管する被害状況等を「災害
対応支援システム」に入力する。
 なお，入力の際は，「災害対応支援システム」の入力情報を確認すると
ともに，関係部署と連携し情報の重複入力とならないよう努める。

　（図中）
　　地図情報システム

4 被害情報等の収集・伝達
(2) 情報の入力
　各部及び各区災害対策本部は，それぞれが所管する被害状況等を「災
害対応支援システム」に入力する。
　なお，入力の際は，「災害対応支援システム」の入力情報を確認する
とともに，関係部署と連携して，情報の重複入力をしないよう努める。

  　 （図中）
　    地理情報システム

誤記修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第2節　情報の収集・伝達
　
　
　

59 7 福岡県と気象台（福岡管区気象台）が共同して行う指定河川洪水予報
(2) 洪水予報の種類
　洪水予報には警報・注意報があり，以下のときに発表する。

7 福岡県と気象台（福岡管区気象台）が共同して行う指定河川洪水予報
(2) 洪水予報の種類
　洪水予報には警報・注意報があり，以下のときに発表する。

御笠川洪水予報実施要領との
整合

(3) 洪水予報指定河川 (3) 洪水予報指定河川

第3章　災害応急対策計画
　第3節　災害時の広報
　　第2　広報の方法
　
　
　

63 3 広報の手段
(4) その他の広報の手段
(省略）
② 防災ホームページによる情報発信
   防災ホームページにより，被害状況，応急対策状況，復旧状況 ，生
活関連情報等を発信する。
　

（省略）
⑤ ツイッター（ソーシャルネットワークサービス）防災メールの情報の
うち，地震速報や気象警報その他の緊急情報をツイッターによって自動
発信する。

3 広報の手段
(4) その他の広報の手段
（省略）
② 防災・危機管理情報ホームページによる情報発信
　防災・危機管理情報ホームページにより，被害状況，応急対策状況，
復旧状況，生活関連情報等を発信するとともに，インターネットの優先
利用等に「ポータルサイト・サーバー運営業者の協力」を得る。
（省略）
⑤ ツイッター（ソーシャルネットワークサービス）
　防災メールの情報のうち，地震速報や気象警報等その他の緊急情報を
ツイッターによって自動発信する。

災害対策基本法の改正

特別警報に関する項目追記

第3章　災害応急対策計画
　第3節　災害時の広報
　　第3　生活関連情報等
　
　
　

64 2 安否確認情報
（省略）
(2) 安否情報の提供
① 報道機関等への避難者名簿等の提供
② 避難者名簿等の閲覧
③ その他の方法により提供

2 安否確認情報
（省略）
(2) 安否情報の提供
　被災者の安否について市民・報道機関等から照会があったときは，被
災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ，消防，
救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障
を及ぼさない範囲で，可能な限り安否情報を回答するよう努める。
　なお，被災者の中に，配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡され
て危害を受ける恐れがある者等が含まれる場合は，その加害者等に居所
が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう
努める。

災害対策基本法の改正

はん濫発生情報

(洪水警報)

はん濫危険情報

（洪水警報）

はん濫警戒情報

（洪水警報）

はん濫注意情報

（洪水注意報）

洪水予報実施区間内ではん濫が発生したときに発表する。

洪水予報実施区間内の基準地点の水位がはん濫危険水位に達したとき

洪水予報実施区間内の基準地点の水位が一定時間後にはん濫危険水位に到達
することが予想されるとき，あるいは，避難判断水位に達し，さらに水位の
上昇が予想されるとき

洪水予報実施区間内の基準地点の水位が一定時間後にはん濫注意水位を超え
ることが予想されるとき，あるいは，はん濫注意水位に達し，さらに水位の
上昇が予想されるとき

はん濫発生情報

(洪水警報)

はん濫危険情報

（洪水警報）

はん濫警戒情報

（洪水警報）

はん濫注意情報

（洪水注意報）

洪水予報実施区間内ではん濫が発生したときに発表する。

洪水予報実施区間内の基準地点の水位がはん濫危険水位に達したとき

洪水予報実施区間内の基準地点の水位が一定時間後にはん濫危険水位に到達
することが見込まれるとき，あるいは，避難判断水位に達し，さらに水位の
上昇が見込まれるとき

洪水予報実施区間内の基準地点の水位が一定時間後にはん濫注意水位を超え
ることが見込まれるとき，あるいは，はん濫注意水位に達し，さらに水位の
上昇が見込まれるとき

水系名 河川名 実　施　区　間 基準点

左岸：福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目７番地先から海まで

右岸：福岡県福岡市博多区東那珂1丁目６番地先から海まで
御笠川 御笠川 山王橋

水系名 河川名 実　施　区　間 基準点

左岸：福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目７番地先から海まで

右岸：福岡県福岡市博多区東那珂1丁目６番地先から海まで
御笠川水系 御笠川 山王橋観測所
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第5節　保健医療及び助産計画
　
　
　

66 3 医療及び助産活動
(1) 救護班の編成基準
　医師，看護師，保健師又は，助産師，薬剤師等により編成するものと
し，各班の人数は災害の規模等により適宜定める。
（省略）

3 医療及び助産活動
(1) 救護班の編成基準
　医師，看護師，保健師又は，助産師，薬剤師等により編成するものと
し，必要に応じて，福岡市医師会，福岡市歯科医師会及び福岡市薬剤師
会へ協力要請を行う。なお，各班の人数は災害の規模等により適宜定め
る。
①災害時における医療救護活動に関する協定書（福岡市医師会）
（資料編○頁）
②災害時における歯科医療救護活動に関する協定書（福岡市歯科医師
会）（資料編○頁）
③災害時における医療救護活動に関する協定書（福岡市薬剤師会）
（資料編○頁）
（省略）

関係医療団体との協定締結

第3章　災害応急対策計画
　第6節　避難対策
　
　
　

72 3 避難準備情報，勧告，指示の伝達
(2) 伝達方法
① 信号による伝達
1) 警鐘信号
2) サイレン信号

3 避難準備情報，勧告，指示の伝達
(2) 伝達方法
① 信号による伝達
1) 警鐘信号
2) サイレン信号

御笠川水系からサイレンを移
設

73 (現行の計画では，「屋内での安全確保」について規定はない) 4　避難誘導
(6) 避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うことがか
えって危険を伴う場合等やむを得ないときは，居住者等に対し，屋内で
の待避等の安全確保措置を指示することができる。

災害対策基本法の改正

5 避難所
　避難所は，避難者を避難又は収容するに足る安全なものである建物，
もしくは公園，広場等のうちからあらかじめ定めて置くものとする。

5 避難所・避難場所
削除

第2章第4節に記載

(1) 避難所の選定
　避難所は，災害時に避難者を収容する一時避難所及び収容避難所と大
火災等における避難に適する広場を有する地区避難場所及び広域避難場
所とし，次の区分により選定する。

　

(1) 避難所・避難場所の選定
　避難所・避難場所は，災害時に避難者を収容する一時避難所及び収容
避難大火災等における避難に適する広場を有する地区避難場所及び広域
避難場所とし，次の区分により選定する。

文言修正

第3章　災害応急対策計画
　第6節　避難対策
　
　
　

73 (2) 避難所に収容する者
① 災害によって現に被害を受けている者
② 災害によって現に被害を受けるおそれがある者

削除 震災対策編との整合

(3) 避難所開設の期間
　災害発生の日から７日以内とする。
　但し，災害対策本部長が必要と認める場合は，その期間を延長するこ
とができる。
　避難所として開設した施設について，避難所としての必要がなくなっ
た場合は，区災害対策本部は，ただちに施設管理者に連絡をする。

削除 震災対策編との整合

水  系 サイレン設置箇所 箇所数

博多消防署堅粕出張所 ，堅粕小学校，博多体育館 ，

御笠川浄化センター，博多消防署板付出張所 ，

隅田集会所，博多消防団金隈格納庫

多々良川水系 筥松北公園，原田ポンプ場，社領南公園 ３カ所

御笠川水系 ７カ所

水  系 サイレン設置箇所 箇所数

削除 ，堅粕小学校，博多体育館 ，

御笠川浄化センター，博多消防署板付出張所 ，

隅田集会所，博多消防団金隈格納庫

多々良川水系
筥松北公園，原田ポンプ場，社領南公園，松崎第２ポ
ンプ場

４カ所

御笠川水系 ６カ所
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第6節　避難対策
　
　
　

73 (4) 避難所・避難場所
（省略）
② 収容避難所　　(231 か所)
③ 地区避難場所　(354 か所)
（省略）

(2) 避難所・避難場所
（省略）
② 収容避難所　　(232 か所)
③ 地区避難場所　(358 か所)
（省略）

時点修正

(5) 避難所の開設
　公民館（合築の場合は老人いこいの家を含む），学校等の避難所開設
をスムーズに行えるよう施設管理者との連絡網の整備に努めるととも
に，避難所開設・運営及び避難勧告マニュアルの整備を図る。
　なお，避難所の点検・改善を適宜行い，被災状況（大規模な避難等）
に応じて避難所等に現地対策本部や臨時の市民相談窓口を開設する。

(3) 避難所の開設
　避難所は，あらかじめ指定した避難所のうち災害の状況及び規模を勘
案して開設するものとし，公民館（合築の場合は老人いこいの家を含
む），学校等の避難所開設をスムーズに行えるよう施設管理者との連絡
網の整備に努める。
　なお，避難所の点検・改善を適宜行い，被災状況（大規模な避難等）
に応じて避難所等に現地対策本部や臨時の市民相談窓口を開設する。
　また，市関係機関，施設管理者，自主防災組織及びボランティア等に
よる開設・運営がスムーズに行えるよう，自主運営組織による避難所開
設・運営マニュアルの整備を図る。

災害対策基本法の改正

74 （省略）
⑥ 災害発生後，住民が自主的に避難所へ避難をしたときは，避難施設の
管理者は直ちに区災害対策本部へ連絡し，区災害対策本部の指示を受け
て開設する。

（省略）
⑥ 自主避難への対応
　災害発生後，住民が自主的に避難所へ避難をしたときは，避難施設の
管理者は直ちに区災害対策本部へ連絡し，区災害対策本部の指示を受け
て開設する。

見出しの追加

(6) 避難所運営の体制
(現行の計画では，「避難者の自主運営の促進」についての規定はない)

（省略）

(4) 避難所運営の体制
  避難所の運営は，区災害対策本部，施設管理者，自主防災組織，避難
者，ボランティア等の相互協力により行い，避難所ごとに避難者の自主
運営を促進する。その際，被災時の男女のニーズの違い等，男女双方の
視点に十分配慮するものとする。
（省略）

災害対策基本法の改正

75 (7) 避難所の設備 (5) 避難所の設備 番号修正

(8) 避難所の運営
① 避難者の把握・報告等
（省略）
2) 各避難所において，世帯単位に避難者の状況を調査する。
3) 「避難所開設状況報告書」に基づき，原則として避難者の居住地の町
名ごとに「避難者名簿」を作成する。
4) 区災害対策本部に対し，「避難所開設状況報告書」及び「避難者名
簿」の写しを送付する。
　

(6) 避難所の運営
① 避難者の把握・報告等
（省略）
2） 各避難所において，世帯単位に避難者の状況を調査し，原則として
避難者の居住地の町名ごとに「避難者名簿」を作成する。
3）削除
3） 区災害対策本部に対し，「避難所開設状況報告書」及び「避難者名
簿」の写しを送付する。

文言修正

② 避難所内の秩序の維持
（省略）

2）生活サイクルの確立
3) 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
4) 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保
5) その他避難者間の協力体制の確保等

② 避難所内の秩序の維持
（省略）
2） 巡回警備の実施などによる安全性の確保
3） 生活サイクルの確立
4） 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
5） 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保
6） その他避難者間の協力体制の確保等

防災基本計画の修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第6節　避難対策
　
　
　

75 ③ 避難生活の維持
1) 食料，水，日用品等の配分
（食料，飲料水の配分）
　毎食の配布者名簿を作成し，原則一人あたり１日千円以内を目途に，
弁当業者に避難所への弁当・お茶の配達を依頼する。（弁当業者は，市
内広域に多数の店舗を展開し安定した供給が見込める弁当業者に協力依
頼し，店舗一覧を各区に送付している。）
（毛布等の配布）
　公民館で保管している毛布に不足がある場合は，区内で保管している
毛布を利用する。なおも不足した場合は，日赤福岡市地区本部に協力依
頼する。
　また，長期の本格避難となる場合は，契約業者へ寝具セットの配送を
依頼する。（事前に保健福祉局地域福祉課へ連絡のこと）
（省略）

③ 避難生活の維持
1) 食料，水，日用品等の配分
（食料，飲料水の配分）
　毎食の配布者名簿を作成し，原則一人あたり１日千円以内を目途に，
弁当業者に避難所への弁当・お茶の配達を依頼する。（削除）
（毛布等の配布）
　公民館で保管している毛布に不足がある場合は，区内で保管している
毛布を利用する。なおも不足した場合は，日赤福岡市地区本部に協力依
頼する。
　また，長期の本格避難となる場合は，契約業者へ寝具セットの配送を
依頼する。（削除）

（省略）

文言修正

6 在宅避難者対策
　居宅で生活可能な者のうち，食料，水，日用品等の入手が困難な者
（在宅避難者）については，避難所入所者に準じた援護措置をとる。

6 在宅避難者対策
　居宅で生活可能な者のうち，食料，水，日用品等の入手が困難な者及
びやむを得ず避難所に滞在することができない者（在宅避難者）につい
て，避難所入所者に準じた援護措置をとる。

災害対策基本法の改正

(現行の計画では，「被災者台帳の整備」について規定はない) 7 被災者台帳の整備
　福岡市は，必要に応じて，個々の被災者の被害の状況や各種の支援措
置の実施状況，配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作
成し，被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。
  福岡県は，災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは，被災者
台帳を作成する福岡市からの要請に応じて，被災者に関する情報を提供
する。

災害対策基本法の改正

第3章　災害応急対策計画
　第7節　警備・交通対策
　
　

77 1 警察の任務の内容
（省略）
(5) 行方不明者の捜索
（省略）
(10) 避難路及び緊急輸送路の確保
（省略）

1 警察の任務の内容
（省略）
(5) 行方不明者の調査
（省略）
(10) 避難路及び緊急交通路の確保
（省略）

福岡県地域防災計画との整合

第3章　災害応急対策計画
　第8節　輸送計画
　　第1　輸送計画
　
　
　

79 4 輸送力
(3) 鉄道車両
(省略）
② 九州旅客鉄道株式会社（福岡地区内）
　気動車　33　両
　電　車　661 両

4 輸送力
(3) 鉄道車両
（省略）
② 九州旅客鉄道株式会社（福岡市内）
削除
　電　車　660 両

時点修正

4 輸送力
(4) 航空機
⑤ 危険防止上の留意事項
(省略）
4) 航空機を中心として半径20ｍ以内は，火気厳禁とする。

4　輸送力
(4) 航空機
⑤ 危険防止上の留意事項
（省略）
4) 航空機を中心として半径30ｍ以内は，火気厳禁とする。

時点修正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第8節　輸送計画
　　第2　緊急輸送対策
　
　
　

80 2 一般交通の確保
(1) 道路，橋梁等
（省略）
③ なお，交通の確保の優先順位は緊急輸送道路の第1次ネットワーク・
第2時ネットワーク，その他の道路の順に行うものとする。

（省略）

2 一般交通の確保
(1) 道路，橋梁等
（省略）
③ なお，道路啓開の優先順位は原則として，「福岡県地域防災計画」に
おいて位置付けられている「啓開道路」のうち市関係道路を最優先し，
以下，緊急輸送道路ネットワークの路線のうち，第1次路線，第2次路
線，その他の路線とする。
（省略）

県内8団体の道路管理者による
「大規模災害時における福岡
県道路対策協議会」による選
定による修正

第3章　災害応急対策計画
　第9節　生活救援対策
　　第4　愛玩動物対策
　

89   災害により避難者その他の被災者による適正飼育が困難となった愛玩
動物の保護を行う。また，被災者と愛玩動物が同行できる避難のあり方
について検討を行う。

  災害により避難者その他の被災者による適正飼育が困難となった愛玩
動物の保護を行う。また，被災者と愛玩動物の同行避難が円滑に行われ
るよう対策を講じる。

災害時におけるペットの救護
対策ガイドライン

1 実施体制
  災害対策本部保健福祉部が統括し，各部及び獣医師会，愛護団体等の
協力を得て行う。

1 実施体制
  災害対策本部保健福祉部が統括し，各部及び獣医師会，愛護団体等の
協力を得て行う。
  特に，一般社団法人福岡市獣医師会に対しては，「災害時の被災動物
の救護活動に関する協定書」に基づき，一時預かり・保護や治療が必要
な愛玩動物が集中的に発生した場合など，必要に応じて協力を要請す
る。

災害時の被災動物の救護活動
に関する協定書

3 被災者と愛玩動物が同行できる避難のあり方
　被災者と愛玩動物が同行避難できる避難所や避難所における適正飼育
など，愛玩動物の受け入れに関する対策について，以下の検討を行う。
(1) 同行できる避難所
(2) 避難所における愛玩動物の適正飼育
(3) 必要物資の調達

3 被災者と愛玩動物の同行避難
　避難所における愛玩動物の受け入れが円滑に行われるよう，以下の対
策を講じる。
(1) 削除
(1) 避難所における愛玩動物の適正飼育
(2) 必要物資の調達

災害時におけるペットの救護
対策ガイドライン

第3章　災害応急対策計画
　第9節　生活救援対策
　　第7　家屋等資産被害に関する調
　　　 　査及びり災証明の発行
　
　

91   大規模な災害時において，被災者に対する各種救援措置等を円滑に進
めるため，家屋の被害調査を行い，り災証明を迅速に発行する。

大規模な災害時において，被災者に対する各種救援措置等を円滑に進
めるため，家屋の被害調査を行い，り災証明を迅速に発行する。

また，災害時にり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう，住家被害
の調査の担当者の育成，他の自治体や民間団体との応援協定の締結等を
計画的に進めるなど，り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備
に努めるものとする。

災害対策基本法の改正

第3章　災害応急対策計画
　第12節　防疫計画

　
　

98 2 防疫
(2) 防疫班の業務及び実施の方法
（省略）
④ 患者の入院等
  入院勧告等
  被災地において第１類（保菌者含む）及び第２類の感染症患者が発見
されたときは速やかに入院勧告等の措置をとり，感染症指定医療機関に
入院することが困難な場合は，適当と認める医療機関に入院させる。

（省略）

2 防疫
(2)防疫班の業務及び実施の方法
（省略）
④ 患者の入院等
　入院勧告等
　被災地において第１類（保菌者含む）及び第２類の感染症患者が発見
されたときは速やかに入院勧告等の措置をとり，感染症指定医療機関に
入院させる。また，これが困難な場合は，適当と認める医療機関に入院
させる。

削除

（省略）

現在，福岡県ブロックにおけ
る感染症指定医療機関の指定
状況が随時変更されているた
め削除

病　院　名 所　在　地 収容病床数 電　話

第１種２床

第２種22床
福岡市立こども病院・感染症センター 福岡市中央区唐人町２丁目5-1 713-3111
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

第3章　災害応急対策計画
　第18節　ライフライン施設の応急
　　　　　対策
　

111 (現行の計画では，「ライフライン施設の説明」についての規定はない) 　水道，下水道，電気，ガス，電話の各ライフライン機関は，平常時か
ら，施設・設備等の耐震対策やネットワークの多ルート化などの推進を
図るとともに，災害により設備等が被災した場合は，被害状況を迅速に
把握し，災害対策機器の活用や，全国からの復旧用資機材の調達，復旧
要員の確保により，早期に復旧し，市民生活，都市機能の回復を図る。
　また，福岡市は，情報収集で得た航空写真・画像等については，ライ
フライン施設等の被害状況の早期把握のため，ライフライン事業者等の
要望に応じて，情報提供に努める。

震災対策編との整合

第3章　災害応急対策計画
　第18節　ライフライン施設の応急
　　　　　対策
　　第3　都市ガス施設
　
　
　

113 1 非常体制
(1) 非常体制の種別及び目安

1　非常体制
(1) 非常体制の種別及び目安

特別警報に関する項目追記

第4章　災害復旧・復興計画
　第1節　災害復旧計画の基本方針
　　第1　災害復旧・復興の方針
　

129   災害復旧・復興は，市民生活の回復・安定と，都市施設等の復旧・復
興とにより，福岡市の復興を目的とする。

  災害復旧・復興は，市民の意向を尊重し，福岡市が主体的に取り組む
とともに，国がそれを支援する等適切な役割分担の下，災害により地域
の社会経済活動が低下する状況に鑑み，可能な限り迅速かつ円滑な復
旧・復興を図る。また，男女共同参画の観点から，復旧・復興のあらゆ
る場・組織に女性の参画を促進するものとする。併せて，障がい者，高
齢者等の要配慮者の参画を促進するものとする。

防災基本計画の修正

第4章　災害復旧・復興計画
　第1節　災害復旧計画の基本方針
　　第3　災害復旧・復興計画の策定
　

129   第1の方針に基づき，必要に応じて施策・施設ごとに復旧・復興計画を
策定する。

  大規模な震災被害が発生した場合，速やかに復興に関する方針を定め
て対策を講じる必要があるため，必要に応じ，大規模災害からの復興に
関する法律を活用し，施策・施設ごとに復旧・復興計画を策定する。ま
た，法に定める特定大規模災害からの復興のために必要な場合，関係地
方行政機関に対し，職員の派遣を要請するものとする。

防災基本計画の修正

体 制 種 別 目　　　　安

（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が軽度又は局地の場合

（２）福岡地区に大雨，洪水，台風等の気象警報が発令され，被害予想又は被
　　害発生が軽度又は局地の場合

（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が中程度の場合

（２）福岡地区に大雨，洪水，台風等の気象警報が発令され，被害予想又は被
　　害発生が中程度の場合

（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想がはなはだしい場合

（２）福岡地区に大雨，洪水，台風等の気象警報が発令され，被害予想又は被
　　害発生がはなはだしい場合

（１）ガス施設の損壊等により広域，大規模な災害が発生し，ガスの供給支障
　　等が考えられ，福岡地区災害対策本部では対応が不可能な場合

（２）福岡地区に大雨，洪水，台風等の気象警報が発令され，広域，大規模な
　　災害が発生し，福岡地区災害対策本部では対応が不可能な場合

第３非常体制

総合非常体制

第２非常体制

第１非常体制

体 制 種 別 目　　　　安

（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が軽度又は局地の場合

（２）福岡市に大雨，洪水，台風等の気象警報等が発表され，被害予想又は被
　　害発生が軽度又は局地の場合

（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が中程度の場合

（２）福岡市に大雨，洪水，台風等の気象警報等が発表され，被害予想又は被
　　害発生が中程度の場合

（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想がはなはだしい場合

（２）福岡市に大雨，洪水，台風等の気象警報等が発表され，被害予想又は被
　　害発生がはなはだしい場合

（１）ガス施設の損壊等により広域，大規模な災害が発生し，ガスの供給支障
　　等が考えられ，福岡地区災害対策本部では対応が不可能な場合

（２）福岡市に大雨，洪水，台風等の気象警報等が発表され，広域，大規模な
　　災害が発生し，福岡地区災害対策本部では対応が不可能な場合

第３非常体制

総合非常体制

第１非常体制

第２非常体制
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

目次 第3章 緊急事態応急対策
　第3節 情報収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保
    1　特定事象発生情報等の連絡

第3章 緊急事態応急対策
　第3節 情報収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保
　　1　施設敷地緊急事態発生情報等の連絡

計画の見直しによる変更

福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

第1章　総則
　第5節　玄海原子力発電所の概要
　　　　 及び原子力災害対策を重
　　　　 点的に実施すべき地域等
　　　　 の範囲
　　3  原子力災害対策を重点的に
　　　 実施すべき地域等の範囲

5 表1　（別表参照） 表1　（別表参照） 原子力災害対策指針の改正

第1章　総則
　第7節　防災関係機関の事務又は
　　　　 業務の大綱

11 (4) 指定地方行政機関 (4) 指定地方行政機関 組織改編に伴う業務見直し

(4) 指定地方行政機関 (4) 指定地方行政機関 組織改編

(4) 指定公共機関 削除

(4) 指定公共機関 (4) 指定公共機関

12 (7) 指定地方公共機関 (6) 指定公共機関 指定公共機関として指定

(現行の計画では，「公益社団法人福岡県看護協会」について規定はな
い)

(7) 指定地方公共機関 指定地方公共機関として指定

(現行の計画では，「社団法人福岡市薬剤師会」について規定はない) (7) 指定地方公共機関

福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案

西部ガス株式会社 災害時におけるガスの供給確保 西部ガス株式会社 災害時におけるガスの供給確保

公益社団法人
福岡県看護協会

災害時における医療，助産に関する事項

社団法人
福岡市薬剤師会

災害時における医療にかかる医薬品の供給等に関する事項

39



章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案

第1章　総則
　第7節　防災関係機関の事務又は
　　　　 業務の大綱

13 (9) その他公共的団体 (7) 指定地方公共機関 指定地方公共機関として指定

第2章　原子力災害事前対策
　第3節　緊急事態応急体制の整備
　　1　警戒態勢をとるために必要
       な体制等の整備

17 　市は，原災法１０条（特定事象）及び原災法１０条の可能性がある事
故・故障発生時又はこれに準ずる事故・事象発生（警戒事象）発生の通
報を県若しくは安全協定第２条に基づく原子力事業者より受けた場合，
速やかに職員の非常参集，情報の収集・連絡が行えるよう，あらかじめ
非常参集職員の名簿等を含む体制図を作成し，参集基準や連絡経路を明
確にしておくなど，職員の参集体制の整備を図るものとする。また，事
故対策のための警戒態勢をとるためのマニュアル等の作成など必要な体
制を整備するものとする。

　市は，安全協定第２条等に基づき，警戒事態（原子力災害対策指針に
基づく「警戒事態」をいう。以下同じ。）又は施設敷地緊急事態（原子
力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事態であり，原災法第１０条第１
項前段の規定により通報を行うべき事象をいう。以下同じ。）発生の連
絡を県若しくは原子力事業者より受けた場合，速やかに職員の非常参
集，情報の収集・連絡が行えるよう，あらかじめ非常参集職員の名簿等
を含む体制図を作成し，参集基準や連絡経路を明確にしておくなど，職
員の参集体制の整備を図るものとする。また，事故対策のための警戒態
勢をとるためのマニュアル等の作成など必要な体制を整備するものとす
る。

原子力災害対策指針の改正

第2章　原子力災害事前対策
　第3節　緊急事態応急体制の整備
　　7　モニタリング体制等

19 　県は，緊急時における迅速かつ円滑な避難等の防護対策に資するた
め，また，原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環
境への影響評価に資するため，平常時から環境放射線モニタリングを実
施するとともに，実施要領の策定，設備・機器の整備・維持，要員の確
保，関係機関との協力体制の確立等，県内全域における緊急時環境放射
線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）体制を整備す
るものとする。
　市は，県の実施する緊急時モニタリングへの要員の派遣等の協力を行
うための体制を整備するものとする。

　県は，緊急時における迅速かつ円滑な避難等の防護対策に資するた
め，また，原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環
境への影響評価に資するため，平常時から環境放射線モニタリングを実
施するとともに，実施要領の策定，設備・機器の整備・維持，要員の確
保，関係機関との協力体制の確立等，県内全域における緊急時環境放射
線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）体制を整備す
るものとする。
　市は，緊急時モニタリングセンターの実施する緊急時モニタリングに
おいて，県をはじめとする関係機関との協力・連携体制を整備するもの
とする。

原子力災害対策指針の改正

第2章　原子力災害事前対策
　第5節　避難収容体制の整備
　　1　避難計画の策定

20 　市は，国，県及び原子力事業所の協力のもと，屋内退避及び避難誘導
のための計画を作成するものとする。
　予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）及び原子力災害対策指針に
基づく緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）を含む自治体の住民避
難が先行して行われるため，その円滑な避難が実施できるよう配慮しな
がら，原子力災害対策指針に基づく広域避難計画を策定するものとす
る。
　避難先からの更なる避難を避けるため，避難先は防護措置を重点的に
実施すべき区域外とする。なお，個別の自治体の境界を越えた広域の避
難計画の策定が必要な場合においては，国及び県が中心となって自治体
間の調整を図るものとする。

(1) 市は，国，県及び原子力事業所の協力のもと，屋内退避及び避難誘
導のための計画を作成するものとする。
(2) 避難計画の作成にあたっては，予防的防護措置を準備する区域（Ｐ
ＡＺ）及び原子力災害対策指針に基づく緊急時防護措置を準備する区域
（ＵＰＺ）を含む自治体の住民避難が先行して行われるため，その円滑
な避難が実施できるよう配慮しながら，原子力災害対策指針に基づく広
域避難計画を策定するものとする。
(3) 避難先の選定にあたっては，避難先からの更なる避難を招かないよ
うに配慮するものとする。
なお，個別の自治体の境界を越えた広域の避難計画の策定が必要な場合
においては，国及び県が中心となって自治体間の調整を図るものとす
る。

地域防災計画（原子力災害対
策編）作成マニュアルの改正

第2章　原子力災害事前対策
　第7節　救助・救急，医療及び防
         護資機材等の整備
　　6　安定ヨウ素剤の備蓄

22 　国の原子力災害対策指針を踏まえ，安定ヨウ素剤の予防服用に係る防
護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合
に，直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を服用できるよう備蓄を
行うものとする。
　備蓄量については，玄海原子力発電所から50km圏内の40歳未満の住民
の１回服用相当量について，当面，備蓄するものとする。また，市民に
対して，迅速かつ適切に安定ヨウ素剤が配布されるよう，今後，原子力
防災対策指針等の改定の状況等を踏まえ，備蓄量・場所，搬送手段等に
ついて検討を行う。

　国の原子力災害対策指針を踏まえ，安定ヨウ素剤の予防服用に係る防
護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合
に，直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を服用できるよう備蓄を
行うものとする。
　備蓄量については，玄海原子力発電所から50km圏内の全住民の1回服
用相当量について，段階的に備蓄を行っていくものとする。また，市民
に対して，迅速かつ適切に安定ヨウ素剤が配布されるよう，今後，原子
力防災対策指針等の改定の状況等を踏まえ，備蓄量・場所，搬送手段等
について検討を行う。

原子力規制庁通知「安定ヨウ
素剤の配布・服用に当たって
（地方公共団体用）」の通知

福岡市社会福祉協議会 福祉の視点からの災害時要援護者等への支援 福岡市社会福祉協議会 福祉の視点からの災害時要援護者等への支援
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案

第2章　原子力災害事前対策
　第8節　市民等への的確な情報
　　　　 伝達体制の整備
　　1　提供すべき情報の整理

22 　市は，国及び県と連携し，特定事象又は警戒事象発生後の経過に応じ
て市民等に提供すべき情報について，わかりやすい例文を準備するなど
具体的な内容を整理しておくものとする。

　市は，国及び県と連携し，警戒事態発生後の経過に応じて市民等に提
供すべき情報について，わかりやすい例文を準備するなど具体的な内容
を整理しておくものとする。

原子力災害対策指針の改正

第3章　緊急事態応急対策
　第1節　基本方針

27 　本章は，安全協定第２条及び原災法第１０条に基づき原子力事業者か
ら特定事象の通報及び原災法１０条の可能性がある事故・故障又はこれ
に準ずる事故・故障発生時（警戒事象）の通報があった場合の対応及び
同法第１５条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態
応急対策を中心に示したものであるが，これら以外の場合であっても原
子力防災上必要と認められるときは，本章に示した対策に準じて対応す
るものとする。

　本章は，安全協定第２条等に基づき，警戒事態又は施設敷地緊急事態
発生の連絡を県若しくは原子力事業者より受けた場合の対応及び同法第
１５条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対
策を中心に示したものであるが，これら以外の場合であっても原子力防
災上必要と認められるときは，本章に示した対策に準じて対応するもの
とする。

原子力災害対策指針の改正

第3章　緊急事態応急対策
　第2節　活動体制の確立
　　1　災害対策本部体制等

27 　市は，安全協定第２条に基づき原子力事業者から特定事象の発生の通
報を受けた場合及び内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合
のほか，原子力事業者の判断により原子力施設周辺の地域における防護
対策の実施が必要と判断された場合等において，次の体制をとるものと
する。

　市は，安全協定第２条等に基づき，警戒事態又は施設敷地緊急事態発
生の連絡を県若しくは原子力事業者より受けた場合，及び内閣総理大臣
が原子力緊急事態宣言を発出した場合のほか，原子力事業者の判断によ
り原子力施設周辺の地域における防護対策の実施が必要と判断された場
合等において，次の体制をとるものとする。

原子力災害対策指針の改正

(現行の計画では，「情報収集体制」について規定はない。) (1) 情報収集体制
　市は，佐賀県玄海町において，震度５弱以上の地震が観測された場
合，又は警戒事態発生の連絡を受けた場合，速やかに情報収集体制をと
るための職員の非常参集を行うものとする。また，あらかじめ定めた災
害対応に備えたマニュアル等に基づいて情報の収集・連絡等を行うもの
とする。

原子力災害対策指針の改正

(1) 警戒配備
　市は，特定事象（原災法第１０条第１項前段の規定により通報を行う
べき事象）発生，または，警戒事象発生の通報を受けた場合，速やかに
警戒配備をとるための職員の非常参集，情報の収集・連絡を行うものと
する。また，あらかじめ定めた災害対応に備えたマニュアル等に基づい
て警戒時の活動を行うものとする。

(2) 警戒配備
　市は，施設敷地緊急事態発生の連絡を受けた場合，速やかに警戒配備
をとるための職員の非常参集，情報の収集・連絡を行うものとする。ま
た，あらかじめ定めた災害対応に備えたマニュアル等に基づいて警戒時
の活動を行うものとする。

原子力災害対策指針の改正

(2) 災害対策本部
　市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は市長が
必要と認めた場合は，あらかじめ定めた災害対策本部の設置場所，職務
権限，本部の組織・所掌事務，職員の参集配備体制，本部運営に必要な
資機材の調達方法等に基づいて，市長を本部長とする災害対策本部を迅
速に設置するものとする。

(3) 災害対策本部
　市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は市長が
必要と認めた場合は，あらかじめ定めた災害対策本部の設置場所，職務
権限，本部の組織・所掌事務，職員の参集配備体制，本部運営に必要な
資機材の調達方法等に基づいて，市長を本部長とする災害対策本部を迅
速に設置するものとする。

原子力災害対策指針の改正

第3章　緊急事態応急対策
　第3節　情報の収集・連絡，緊急
　　　　 連絡体制及び通信の確保
　　1　施設敷地緊急事態発生情報
　　　 等の連絡

28 1　特定事象等発生情報等の連絡
(1) 原子力事業者の原子力防災管理者は，特定事象発生後又は発生の通
報を受けた場合，直ちに原則所在市をはじめ官邸（内閣官房），原子力
規制委員会，県，関係周辺都道府県，所在市町村の消防機関，最寄りの
海上保安部署，自衛隊，原子力防災専門官等に同時に文書をファクシミ
リ等で送付することとされている。さらに，主要な機関等に対してはそ
の着信を確認することとされている。

1　施設敷地緊急事態発生情報等の連絡
 (1) 原子力事業者の原子力防災管理者は，施設敷地緊急事態の発生に
ついて通報を受け，又は自ら発見した時は，直ちに，その旨を内閣総理
大臣及び原子力規制員会，所在都道府県知事，所在市町村長並びに関係
周辺都道府県知事，所在市町村の消防機関，最寄りの海上保安部署，原
子力防災専門官等に同時に文書をファクシミリ等で通報することとされ
ている。さらに，主要な機関等に対してはその着信を確認することとさ
れている。

原子力災害対策指針の改正等
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案

第3章　緊急事態応急対策
　第6節　屋内退避，避難収容等の
         防護活動
　　1　屋内退避，避難誘導等の防
       護活動の実施

31 (1) 特定事象（原災法１０条事象）発生時及び内閣総理大臣が原子力緊
急事態宣言（原災法１５条事象）を発出した場合，緊急時放射線モニタ
リング結果及び原子力災害対策指針を踏まえた国の指導・助言，指示及
び放射性物質による汚染状況調査に基づき，原子力災害対策指針の指標
を超え，又は超えるおそれがあると認められる場合は，市民等に対する
屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示の連絡，確認等必要
な緊急事態応急対策を実施するとともに，住民避難の支援が必要な場合
には県と連携し国に要請するものとする。
　なお，市長は，指示案を伝達された場合には当該指示案に対して速や
かに意見を述べるものとする。

(1)　市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言（原災法１５条事象）
を発出した場合，必要に応じて，予防的防護措置（屋内退避）を行う可
能性がある旨の注意喚起を行うものとする。また，市は，事態の規模，
時間的な推移に応じて，国から避難等の予防的防護措置を講じるよう指
示された場合，または国及び県と連携し，緊急時モニタリング結果及び
原子力災害対策指針を踏まえた国の指導・助言・指示及び放射性物質に
よる汚染状況調査に基づき，原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値
を超え，又は超える恐れがあると認められる場合は，市民等に対する屋
内退避又は立退きの勧告又は指示の連絡，確認等必要な緊急事態応急対
策を実施するとともに，住民避難の支援が必要な場合には，県と連携し
国に要請するものとする。
　なお，市長は，指示案を伝達された場合には当該指示案に対して速や
かに意見を述べるものとする。

地域防災計画（原子力災害対
策編）作成マニュアルの改正

32 (2) 市は，市民等の避難誘導に当たっては，県と協力し，市民等に向け
て，避難やスクリーニングの場所の所在，災害の概要その他の避難に資
する情報の提供に努めるものとする。

(2) 市は，市民等の避難誘導に当たっては，県と協力し，市民等に向け
て，避難やスクリーニングの場所の所在，災害の概要，緊急時モニタリ
ング結果や参考となる気象予測及び大気中拡散予測その他の避難に資す
る情報の提供に努めるものとする。また，市は，これらの情報につい
て，原子力災害現地対策本部等及び県に対しても情報提供するものとす
る。

地域防災計画（原子力災害対
策編）作成マニュアルの改正

(3) 屋内退避又は避難等の指示等を行った場合は，県と協力し，戸別訪
問，避難所における確認等により市民等の避難状況を確認するものとす
る。

(3) 屋内退避又は避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合
は，戸別訪問，避難所における確認等により市民等の避難状況を確認す
るものとする。
　また，避難状況の確認結果については，原子力災害現地対策本部及び
県に対しても情報提供するものとする。

地域防災計画（原子力災害対
策編）作成マニュアルの改正

第3章　緊急事態応急対策
　第6節　屋内退避，避難収容等の
         防護活動
　　2　避難所

32 (2) 避難者の把握・報告等
① 各避難所は，災害発生後，区災害対策本部に対し，避難所に避難を
している人数（概数）及び不足物資等を速報するものとする。ただし，
避難者に大きな増減があった場合は，随時報告するものとする。
② 各避難所において，世帯単位に避難者の状況を調査するものとす
る。
③ 「避難状況調査表」に基づき，原則として避難者の居住地の町名ご
とに「避難者名簿」を作成するものとする。
④ 区災害対策本部に対し，「避難状況報告」及び「避難者名簿」の写
しを送付するものとする。

(2) 避難者の把握・報告等
① 各避難所は，災害発生後，区災害対策本部に対し，避難所に避難を
している人数（概数）及び不足物資等を速報するものとする。ただし，
避難者に大きな増減があった場合は，随時報告するものとする。
② 各避難所において，世帯単位に避難者の状況を調査し，原則として
避難者の居住地の町名ごとに「避難者名簿」を作成するものとする。
③ 区災害対策本部に対し，「避難所開設状況報告書」及び「避難者名
簿」の写しを送付するものとする。

震災対策編・風水害対策編と
の整合

(3) 避難所内の秩序の維持
　避難者の自主運営により，次の事項を処理するものとする。
① 避難所内での避難者居住区画を画するものとする。その際，プライ
バシーを確保できる仕切りの工夫を行うものとする。
② 生活サイクルの確立
③ 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
④ 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保
⑤ その他避難者間の協力体制の確保等

(3) 避難所内の秩序の維持
　避難者の自主運営により，次の事項を処理するものとする。
① 避難所内での避難者居住区画を画するものとする。その際，プライ
バシーを確保できる仕切りの工夫を行うものとする。
② 巡回警備の実施などによる安全性の確保
③ 生活サイクルの確立
④ 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
⑤ 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保
⑥ その他避難者間の協力体制の確保等

災害対策基本法の改正
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章節 頁 現　　行 修　正（案） 修 正 理 由

福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案

第3章　緊急事態応急対策
　第6節　屋内退避，避難収容等の
         防護活動
　　2　避難所

32 (4) 避難生活の維持
① 食料，水，日用品等の配分
② 必要物資及び女性，子育てニーズを踏まえた物資等の把握
③ 避難所内の清掃，衛生管理
④ 性犯罪やＤＶ等を防ぐための措置
⑤ 各種相談窓口，意見箱の設置

(4) 避難生活の維持
①　食料，水，日用品等の配分
（食料，飲料水の配分）
　毎食の配布者名簿を作成し，原則一人あたり 1 日千円以内を目途
に，弁当業者に避難所 への弁当・お茶の配達を依頼する。
（毛布等の配布）
　公民館で保管している毛布に不足がある場合は，区内で保管している
毛布を利用する。なおも不足した場合は，日赤福岡市地区本部に協力依
頼する。また，長期の本格避難となる場合は，契約業者へ寝具セットの
配送を依頼する。
（日赤救援物資）
　日赤からの救援物資である毛布，緊急セット，タオルセット，医薬品
セットについて，必要数を確認の上，日赤福岡市地区本部に依頼し，配
布する。
② 必要物資及び女性，子育てニーズを踏まえた物資等の把握
③ 避難所内の清掃，衛生管理
④ 性犯罪やＤＶ等を防ぐための措置
⑤ 各種相談窓口，意見箱の設置

震災対策編・風水害対策編と
の整合

第3章　緊急事態応急対策
　第6節　屋内退避，避難誘導等の
         防護活動
　　3　安定ヨウ素剤の予防服用

33 　原子力災害対策指針を踏まえ，国が決定した方針に従い，安定ヨウ
素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又
はそのおそれがある場合には，直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ
素剤を服用できるよう，服用するべき時機及び服用の方法の指示，医
師・薬剤師の確保等その他の必要な措置を講じるものとする。

(1) 緊急時における市民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用について
は，原則として，原子力規制員会がその必要性を判断し，原子力災害対
策本部又は地方公共団体が指示することとされている。

地域防災計画（原子力災害対
策編）作成マニュアルの改正

(2) 市は，県と連携し，原子力災害対策本部の指示に基づき，または独
自の判断により，住民等に対し，原則として医師の関与の下で，安定ヨ
ウ素剤を配布するとともに，服用を指示するものとする。ただし，医師
の到着を待つことが適切でない場合など，時間的制約などのため必ずし
も医師が関与できない場合には，薬剤師や地方公共団体職員により配
布・服用を行うものとする。

地域防災計画（原子力災害対
策編）作成マニュアルの改正

原子力規制庁通知「安定ヨウ
素剤の配布・服用に当たって
（地方公共団体用）」
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地域防災計画（原子力災害対策編）修正案 表１ 

 第１章 総則 

  第５節 玄海原子力発電所の概要及び原子力災害対策を重点的に実施すべき地域等の範囲 

   ３ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域等の範囲 

 
（現行）                 （修正案） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（現行） 
 

表１ 加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉施設（原子炉内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

警 戒 事 態 を 判 断 す る Ｅ Ａ Ｌ 
緊急事態区分における

措 置 の 概 要

① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された

場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと。 

② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定めら

れた措置を実施できないこと。 

③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助

給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線への電気の供給が１つの電源のみ

となり、その状態が１５分以上継続すること、又は外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

⑤ 原子炉の停止中に１つの残留熱除去系ポンプの機能が喪失すること。 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

⑦ 原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 

⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が

喪失すること。 

⑨ 重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。  

⑩ 燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷

却系障壁が喪失すること。 

⑪ 当該原子炉施設等立地道府県において、震度６弱以上の地震が発生した場合。 

⑫ 当該原子炉施設等立地道府県において、大津波警報が発令された場合。 

⑬ オンサイト統括補佐が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 

⑭ 当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山

等）。 

⑮ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長

又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 

体制構築や情報収集を

行い、住民防護のため

の準備を開始する。 

 

施 設 敷 地 緊 急 事 態 を 判 断 す る Ｅ Ａ Ｌ 
緊急事態区分における

措 置 の 概 要

① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。 

② 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。 

③ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０以上（原子炉施設に設ける電源設備が実用発電

用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第５７条第１及び実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に適合しない場合には、５分以上）継続すること。 

④ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が５分以上継続す

ること。 

⑤ 原子炉の停止中に全ての残留熱除去系ポンプの機能が喪失すること。 

⑦ 原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が

発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表

示する警報装置の機能の一部が喪失すること。  

⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が

喪失すること。 

⑨ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。 

⑩ 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇

率を超えること。  

⑪ 炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用す

ること。  

⑫ 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及

び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失す

るおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。 

⑬ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１０条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以

上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 

⑭ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が

原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措

置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 

ＰＡＺ内の住民等の避

難準備、及び早期に実

施が必要な住民避難等

の防護措置を行う。 
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（修正案） 
表１ 加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉施設（原子炉内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

全 面 緊 急 事 態 を 判 断 す る Ｅ Ａ Ｌ 
緊急事態区分における

措 置 の 概 要

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止することができないこと又は停止した

ことを確認することができないこと。 

② 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての

非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができないこと。 

③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉

への注水ができないこと。 

④ 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の 高使用圧力又は 高使用温度に達すること。 

⑤ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上（原子炉施設に設ける電源設備が実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第５７条第１及び実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に適合しない場合には、３０分以上）継続すること。 

⑥ 全ての非常用直流母線からの電気供給が停止し、かつ、その状態が５分以上継続すること。 

⑦ 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。 

⑧ 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機

能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。 

⑨ 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下すること、又は当該水位ま

で低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

⑩ 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持

する機能が喪失すること又は原子炉施設に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状

態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること。 

⑪ 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあ

ること。  

⑫ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１５条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定め

る基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 

⑬ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で

原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある

事象が発生すること。 

ＰＡＺ内の住民避難等

の防護措置を行うとと

もに、ＵＰＺ及び必要

に応じてそれ以遠の周

辺地域において、放射

性物質放出後の防護措

置実施に備えた準備を

開始する。 

放射性物質放出後は、

計測される空間放射線

量率などに基づく防護

措置を実施する。 

 

（原子力災害対策指針より抜粋）
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平成２６年度版「福岡市地域防災計画」の修正案に関するパブリック・コメント実施結果 
 

１ 概要 

意見募集期間 平成２６ 年２ 月 １７ 日(月)～平成 ２６ 年３ 月 １４ 日(金) 
閲覧方法 市ホームページへの掲載、情報公開室、情報プラザ、各区役所・出張所及び市民局防災・危機管理課での閲覧及び配布 
意見提出方法 郵送、FAX、電子メールによる送付、閲覧及び配布場所への持参 
意見件数 １２件（類似の意見はまとめさせていただきました。） 

 

 
２ 提出された意見の概要とそれに対する市の考え方（「意見に対する市の考え方」欄の【 】内は出された意見への対応） 

 

意見概要 

 

件数 意見に対する市の考え方 
【女性や子供への配慮に関する意見】 

避難所について女性や子供に関する配慮が追記されたこと
について評価する。 

１ 
今後とも地域防災計画の策定にあたっては，女性や子供，男女のニーズの違い

など，あらゆる視点に配慮した見直しに努めてまいります。【原案どおり】 

【建築物の安全性に関する意見】 
大正期に完成した早良区管内の水源池等の決壊の可能性に

ついて，山岳側からの災害も想定しておくべき。 
１ 

ご意見につきましては，今後の参考とさせていただきます。【原案どおり】 

【道路の安全性に関する意見】（道路下水道局，福岡県） 
大正期に完成した早良区管内の水源池等付近の道路につい

て，あのような高さの構造物は被災しやすく，作るべきでは
ない。 

１ 

ご意見につきましては，今後の参考とさせていただきます。【原案どおり】 

【愛玩動物対策に関する意見】（保健福祉局） 
・避難所での愛玩動物の受け入れについて，受け入れができ
る避難所と最低限のことしか出来ない避難所にあらかじめ分
けておくべき。 
・災害時におけるペットの救護対策ガイドラインについて，
もっと周知を図るべき。 
・飼い主が被災時において愛玩動物を守ることについて自覚
と責任を持つべき。 

３ 

愛玩動物に対する具体的な対策等につきましては，今後も関係部局で協議して
まいりたいと考えており，ご意見は参考とさせていただきます。【原案どおり】 

04107
テキストボックス
　資料４



2 

 

 
 

意見概要 
 

件数 意見に対する市の考え方 
【愛玩動物以外の動物に関する意見】（保健福祉局） 

畜産動物や実験動物、動物園の動物についても保護対策が
必要と考える。 

１ 

動物園につきましては，被災後の展示動物の移動は困難なため，地震等の災害
に耐えられる施設を作っており，被災時においてはライフライン（電気，水，飼
料）の確保を優先することとしております。 
また，畜産動物や実験動物についての対策につきましては，今後も，関係部局

及び関係機関で協議してまいりたいと考えており，ご意見は参考とさせていただ
きます。【原案どおり】 

 
 

 

【住民の防災活動に関する意見】 
住民が復旧作業を行う際は危険のないよう配慮すべき。 

 

１ 
住民による復旧作業が必要な場合につきましては，確実に安全が確認された後

に行っていただく旨，周知に努めてまいります。【原案どおり】 

【原子力災害対策に係るアレルギーへの配慮等に関する意見】 
食物アレルギー、化学物質過敏症患者等への配慮と，安定

ヨウ素剤に対するアレルギー症状の認識、理解を深め，より
安心できる避難生活の体制を作るべき。 １ 

食物アレルギー体質者への対応につきましては，地域防災計画（風水害編 40
ページ・震災対策編 33ページ）に記載しており，原子力災害対策編でも同様の
対応を行います。また，安定ヨウ素剤に対するアレルギーへの対応につきまして
は、原子力避難計画避難計画(暫定版) 第 9節 安定ヨウ素剤の予防服用等（10ペ
ージ）に記載しております。 
その他，いただきましたアレルギーへの配慮等に関するご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきます。【原案どおり】 
【原子力災害対策の情報収集体制に関する意見】 
 原子力災害対策について，情報収集体制のマニュアルは
作成されているのか。 1 

原子力災害対策の情報収集体制の実施手順につきましては，別途作成している
原子力災害避難計画（暫定版）のほか，福岡市災害対策本部マニュアルに基づき
対応していくこととしており，今後も，必要に応じてマニュアルの見直しを行っ
てまいります。【原案どおり】 

【原子力災害対策避難計画及び訓練に関する意見】 
原子力災害対策について，避難計画を作り、訓練まで行う

ことまでを視野に入れなければ、市民を不安にさせる。 
1 

 別途作成している原子力災害避難計画（暫定版）に基づき，昨年 10月に原子
力災害避難訓練を実施したところであり，今後も，訓練を実施していくととも
に，必要に応じて計画の見直しを行ってまいります。【原案どおり】 

【緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に関する意見】 
原子力災害対策について，EAL（新旧対照表 41～42ペー

ジ）表の記載は市民に不安を与えるのではないか。 
1 

緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）の表は，国の原子力災害対策指
針の抜粋であり，この表に示された基準を踏まえ，本市においても防護措置を講
じることとしております。【原案どおり】 
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第１節 計画策定の趣旨 

福岡市は、玄海原子力発電所からの距離が30㎞以遠であることから、国が定める「原子

力災害が発生した場合における緊急防護措置を準備する区域（※１ＵＰＺ）」に含まれる区域

とされていない。しかしながら、福島第一原子力発電所と同様の事故が万々が一に発生し

た場合、気象状況によっては、気体状あるいは粒子状の放射性物質を含んだ空気の一団（以

下「※2プルーム」という。）が福岡市に到達することも考えられる。 

本計画は、そのような事態に至った場合においても、住民等に対する放射線の影響を最

小とするため、「福岡市地域防災計画（原子力災害対策編）」に基づき避難計画を定める

ものである。 

なお、「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域」（※3ＰＰＡ）

の具体的な範囲及び必要とされる防護措置の考え方については、現在、国において検討が

行われており、今後、原子力災害対策指針（以下「指針」という。）に記載することとさ

れていることから、その考え方が示され本計画に反映するまでの間は、暫定版として運用

する。 

 

 

第２節 計画の対象 

本計画は、玄海原子力発電所で放射性物質が原子炉外に放出される事故等が発生した場

合において、その放射性物質がプルームとして福岡市に到達することが予想され、又は到

達した場合における避難等の方法を定めるものであり、具体的には次表に掲げる項目を対

象とし、事故等の連絡を受けた直後から、住民等の避難が完了するまでの対応について定

めるものとする。 

なお、プルームの到達範囲については、原子力災害発生時の気象条件や地形の影響を大

きく受け、事前に特定することが困難であることから、本計画は特定の区域を対象としな

い。 

緊急防護措置 

※4（OIL1） 

国が市内の一部区域に対して、指針で定める緊急防護措置（OIL1）

を発出した場合における避難等の方法 

※ 国が数時間内に区域を特定し、当該区域の住民等の避難等を実施する。 

空間放射線量率の初期設定値：500μSv/ｈ 

早期防護措置

※5（OIL２） 

国が市内の一部区域に対して、指針で定める早期防護措置（OIL２）

を発出した場合における避難等の方法 

※ 国が１日以内に区域を特定し、１週間程度内に当該区域の住民等の避難等を実施

する。 

空間放射線量率の初期設定値：20μSv/ｈ 

※OIL の詳細については、 P２３「指針 中 表３ OIL と防護措置について（抜粋）」参照 
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第３節 福岡市災害対策本部等（各部） 

  原子力災害の発生に伴う情報収集態勢、警戒配備及び災害対策本部（以下「対策本部等」

という。）の態勢は、原子力事業者が定める緊急事態の区分ごとに次のとおりとする。ただ

し、災害対策本部長は災害の態様に応じて必要と認めるときには、その都度臨機応変の配

備態勢を指令する。 

 １ 情報収集態勢 

(1) 配備態勢 

市民局防災・危機管理課内で、災害に備えるための情報収集等を行う。 

   ① 責任者  市民局防災・危機管理課長 

   ② 配 備  市民局防災・危機管理課職員２名を置く。 

(2) 設置基準 

① 佐賀県玄海町において、震度５弱以上の地震が観測された場合 

② 玄海原子力発電所における※警戒事態を覚知した場合 

※ P2１「指針 中 表 2 各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて（抜粋）」参照 

  (3) 廃止基準 

  玄海原子力発電所における警戒事態が解除された場合 

 ２ 警戒配備 

(1)  配備態勢 

① 警戒本部部長  危機管理監 

② 警戒本部副部長 市民局長 

③ 配 備  必要に応じ災害対策本部の一部を置く。 

(2)  設置基準 

玄海原子力発電所における※施設敷地緊急事態を覚知した場合 

※ P2１「指針 中 表 2 各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて（抜粋）」参照 

(3)  廃止基準 

  玄海原子力発電所における施設敷地緊急事態が解除された場合 

３ 対策本部 

(1)  本部の設置 

本部は、玄海原子力発電所における※全面緊急事態を覚知した場合、又は内閣総理大

臣が原子力緊急事態を発出した場合に、市長の権限において設置する。 

※ P2２「指針 中 表 2 各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて（抜粋）」参照 

(2)  設置基準 

玄海原子力発電所おける全面緊急事態を覚知した場合、又は内閣総理大臣が原子力

緊急事態を発出した場合 

(3)  廃止基準 

災害応急対策が終結したと判断されたとき。（災害の規模等によっては、部分的廃止もある。） 

(4)  本部設置及び廃止の通知 

本部を設置又は廃止したときは、各区その他の本市の機関並びに県、関係地方行政
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機関、指定公共機関、報道機関等へ通知する。 

４ 対策本部の組織及び運営（各部） 

「福岡市地域防災計画」（風水害対策編）・（震災対策編）に同じ。 

 ５ 区災害対策本部（区災害対策本部） 

「福岡市地域防災計画」（風水害対策編）・（震災対策編）に同じ。 

 

 

第４節 職員の配備態勢等（各部・区災害対策本部） 

玄海原子力発電所における原子力災害に対して、災害対策本部の組織体制を確立し、災

害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、災害対応及び避難所運営等を行う職員の動員

及び配備を行う。 

１ 災害対策本部の配備態勢 

  災害対応等に必要な配備態勢は水防第１から第３を暫定的に適用する。 

  なお、災害対策本部長は災害の態様に応じて各部の配備人員を増減することがある。 

※ 今後、各部における配備態勢毎の業務について精査を行い、配備人員を決定する。 

態  勢 項 目 内       容 

第１配備 

（水防第１） 

発令基準 玄海原子力発電所において、全面緊急事態が発生した場合 

配 備 に 

つく職員 

・情報収集及び伝達に必要な人員 

・緊急時モニタリング等に必要な人員 

・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員 

業務例示 
・国、県及び事業者からの情報収集 

・動員計画の準備 

・連絡業務全般 

第２配備 

（水防第２） 

発令基準 放射性物質が原子炉外に放出されたことを覚知した場合 

配 備 に 

つく職員 
・複数の避難所開設準備等、具体的な応急活動が可能な人員 

業務例示 
・災害応急活動 

・避難所開設準備 

第３配備 

（水防第３） 

発令基準 
市内の一部が OIL1 又は OIL2 に基づく区域に指定されることが予

想され、又は指定された場合 

配 備 に 

つく職員 
・避難及び一時移転等、応急活動全般に十分対応できる人員 

業務例示 
・災害応急活動  ・避難所運営 

・災害対策全般 

２ 避難所運営等の配備態勢 

原子力災害発生時には、避難所の開設数が相当数に上ることはもとより、長期間の開

設を余儀なくされることが予想される。また、糸島市からの避難者受け入れについても

考慮する必要がある。 

対策本部は、このことを十分に踏まえ、避難所の運営等にあたる応援要員として、各
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部及び避難所を開設していない区の職員の派遣を指示する。 

３ 配備の方法 

災害対策本部は、災害対応及び避難所運営等に必要な職員を把握し、「福岡市地域防災

計画」（風水害対策編）に準じて配備態勢を指令する。 
 

第５節 避難に必要な情報の収集及び連絡体制の確保（総括部） 

  対策本部等は、避難を行うための前提となる原子力災害の状況等について、国及び県、

並びに※原子力事業者等から情報の収集を行うとともに、関係機関との迅速な連絡体制の確

保、情報処理の体制を確立するものとする。 

  ※九州電力については、「原子力防災に係る福岡県民の安全確保に関する協定書」第２条に基づく連絡あり。 

 

第６節 緊急時モニタリング等（総括部・環境部・警備部） 

対策本部等は、玄海原子力発電所において原子力災害が発生したことを覚知した場合、

次に掲げる※6緊急時モニタリング等の実施を指示する。 

・ 国及び県、並びに原子力事業者等が実施する空間放射線量率及び放出された放射性物質

の※7同定についての情報収集 

・ 県が実施する緊急時モニタリングへの要員の派遣等 

・ 市が実施する緊急時モニタリング 

１ 県が実施する緊急時モニタリングへの要員の派遣（環境部） 

  対策本部は、県が実施する緊急時モニタリングに要員を派遣し、空間放射線量率の測

定、環境試料の採取・運搬等に協力するものとする。 

２ 市が実施する緊急時モニタリング（総括部・環境部・警備部） 

国等が実施する緊急時モニタリングを補完するため、サーベイメーターを活用して空

間放射線量率の測定を実施する。 

【各局のサーベイメーター配備状況】 

番 号 配 置 所 属 所 在 地 

1 市民局 防災・危機管理課 防災・危機管理課内 

2 消防局 東消防署多々良出張所 東区土井 1-23-21 

3 消防局 中央消防署荒戸出張所 中央区荒戸 1-7-13 

4 福岡市保健環境研究所 中央区地行 2-1-34 

    ※ 消防局の緊急時モニタリングは、他の災害事案対応時は実施しない。 

  

5



３ 市が実施する緊急時モニタリングの実施要領 

(1)  対策本部等は、玄海原子力発電所において警戒事態が発生した場合、緊急時モニタリ

ングの実施を指示する。 

(2)  緊急時モニタリングは、環境放射線の状況に関する情報収集と OIL に基づく防護措置

の実施に伴う判断材料の提供、並びに住民及び環境への放射線影響の評価材料の提供に

あることから、時間的・空間的に連続した放射線状況の測定を行うものとする。 

(3)  緊急時モニタリングの詳細については別に定める。 

 

【福岡市近郊に設置されている主な空間放射線量測定場所等】 

番 号 設置場所 種  類  番 号 設置場所 種  類 

1 原発から北東２㎞ モニタリングポスト  12 防災・危機管理課 ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰの設置場所 

2 玉島小学校 〃  13 東消防署多々良出張所 〃 

3 福吉小学校 
〃 

（ヨウ素モニターあり） 
 14 香住ヶ丘小学校 

平常時における 

環境放射線量測定場所

（年 4 回実施） 

4 引津小学校 モニタリングポスト  15 箱崎中学校 

5 県糸島総合庁舎 〃  16 東吉塚小学校 

6 福岡県庁 〃  17 福岡市役所 

7 福岡県保健環境研究所 〃  18 福岡市保健環境研究所 

8 九州大学伊都キャンパス 〃  19 塩原小学校 

9 九州大学箱崎キャンパス 〃  20 長尾小学校 

10 福岡市保健環境研究所 ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰの設置場所  21 高取公園 

11 中央消防署荒戸出張所 〃  22 元岡中学校 

 

 

 

30km

玄海原子力発電所

40km 50km 60km

1

【凡例】 モニタリングポスト モニタリングポスト（九大）

サーベイメーターによる測定（市） 平常時における環境放射線量測定場所（年４回実施）

2

3
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第７節 市民等への的確な情報伝達活動（総括部・区災害対策本部・警備部） 

「福岡市地域防災計画」（原子力災害対策編）に同じ。 

 

 

第８節 防護措置等（各部・区災害対策本部） 

  国の指示に基づき実施する、放射線に対する防護措置等（屋内退避、避難及び一時移転）

は、次のとおりとする。 

【防護措置の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 屋内退避 

屋内退避は、住民等が容易に行うことができる有効な放射線防護対策のひとつである。 

対策本部は、国の指示に基づき屋内退避を指示するので、住民等が有効な放射線防護

を確実に行えるよう、あらゆる手段により周知徹底を図ること。 

【屋内退避を指示する場合の例示】 

・ プルームが福岡市に接近又は到達した場合 

・ 国からの避難の指示等が行われるまでの間、放射線被ばくのリスクを低減しながら待

機する場合 

・ 避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場合 

(1) 屋内退避の指示 

① 対策本部は、第７節 「市民等への的確な情報伝達活動」に基づき、屋内退避の広

報を実施するとともに、国が指定する区域を含む区に対して、住民等の屋内退避の

巡回広報を指示する。 

② 屋内退避の指示を受けた区は、すみやかに指定された区域の住民等に屋内退避の

巡回広報を実施すること。 
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設
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避
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国
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Ｏ
Ｉ
Ｌ
１ 

避 
難 

Ｏ
Ｉ
Ｌ
２ 

一
時
移
転 

 １週間程度の期間内

に避難完了 
 

国
の
避
難
又
は
一
時
移
転
指
示 

 数時間内に避難完了 
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(2) 広報のポイント 

屋内退避は、以下の項目にポイントをおいて効果的な広報を実施すること。 

  ① 気密性が高い建物内への退避（鉄筋コンクリート製の建物を推奨） 

②  建物内に放射性物質を含んだ外気が入ってくることを防ぐため、窓などの開口部

を閉じ、換気扇の使用を中止する。（特に 24 時間換気を設置している住宅は、電源

スイッチを“切”にしていることについて再確認をするように注意喚起） 

③  建物内では、放射線の影響を最小とするため、窓や外気に接している壁から離れ

るとともに、可能な限り家の中心部にいること。 

④  屋内退避後、空間放射線量率の状況によっては、OIL に基づく区域に指定され、

避難又は一時移転の指示が行われることがあるので、今後の広報等に十分留意する

こと。 

⑤  屋内退避が指示されている間の避難（他の場所への移動）は、予想外の被ばくを

招くおそれがあり危険なので、独自の判断で避難を開始しないこと。 

２ 緊急防護措置（OIL１）が発出された場合における避難等の方法 

  福岡市は、玄海原子力発電所から 30 ㎞以上の距離があることから、市内の空間放射

線量率が 500μSv/h を超えるような高い空間放射線量率になり、緊急防護措置（OIL1）

の区域指定を受ける事態に至る可能性は低いと考えられるが、万が一、国から緊急防護

措置（OIL1）の区域指定を受ける事態に至った場合の避難については、次の一時移転に

おける避難方法を準用する。 

  なお、緊急防護措置が発出された場合は迅速な避難が必要となるので、各部は迅速な

対応が必要となる。 

３ 早期防護措置（OIL2）が発出された場合における一時移転の方法 

  一時移転は、空間放射線量率は低い（20μSv/h）ながらも、年単位の長期間その場

に留まることによる放射線の影響を防ぐために行うものである。 

  住民等に対しては、「緊急に避難する必要はないこと。」「避難は、１週間程度の期間が

指定されるので、その期間内に区域外の避難所等（親戚宅等を含む。）に避難すること。」を分

かりやすく説明し、混乱の防止に努めること。 

(1)  一時移転の指示 

① 対策本部は、第７節 「市民等への的確な情報伝達活動」に基づき、一時移転の広

報を実施するとともに、国が指定する区域を含む区に対して、住民等の一時移転の

巡回広報を指示する。 

② 一時移転の指示を受けた区は、すみやかに指定された区域の住民等に一時移転の

巡回広報を実施すること。 

③ 一時移転の指示を行う際には、住民等の被ばくを最小とするとともに、一時移転

に伴う混乱を防止するため、次の項目を明確にすること。 
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・ 一時移転が必要となる区域（原則として校区単位） 

・ 一時移転に伴う避難は、原則として自家用車の乗り合わせによること。 

・ 自家用車を利用できない住民等が市及び県が準備するバス等を利用する場合の

集合場所 

・ 避難所までの主要な経路 

・ スクリーニング（汚染検査）及び除染の実施場所 

 

・ 避難所（校区等のコミュニティを単位で指定） 

 

(2)  一時移転の方法 

① 避難所までは、原則、近隣で乗り合わせのうえ自家用車の使用を指示すること 

② どうしても前①による避難ができない住民等に対しては、市が県と協力して準備

するバス等で避難所までの輸送を行う。 

① 対策本部は、①、②の避難手段に加え、合理的な他の交通手段を活用できる場合

は、状況に応じてその方法を指示する。 

(3)  避難所（一時移転先）までの主要経路 

避難所までは、避難に伴う交通渋滞の緩和、住民等に対するスクリーニング及び除

染を確実に実施するため、事前に経路を指定するものとする。 

【主要経路】 

・ 西九州自動車道～福岡都市高速道路（地震等による被害がない場合に限る。） 

・ 国道 202 号 

・ 国道 202 号 福岡外環状道路 

・ 国道３号 

 

国道 福岡都市高速道路

※ 親戚宅等に避難する場合についても、スクリーニングについては必ず受けるように指示 
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(4)  スクリーニング（汚染検査）及び除染 

対策本部等は、住民等の放射線による被ばく軽減と放射性物質の汚染拡大の防止を

目的として、避難区域外直近で、かつ、避難所までの経路上にある市立の小中学校等

を指定して※8スクリーニング（汚染検査）及び※9除染を実施する。 

(5)  避難所 

原則として、玄海原子力発電所から 50 ㎞圏外に位置する市立の小中学校（別表 2）

を指定するものとし、可能な限り校区等のコミュニティを単位として収容できるよう

に配慮するものとする。 

(6)  離島住民等の一時移転 

① 離島の住民等は、市営渡船又は漁船等により指定された港に避難するものとし、

漁船等が入港する港については、一時移転の指示を行う際にあわせて指示する。 

② 港からスクリーニング場所及び避難場所までは、市が県と協力してバス等を準備

するものとする。 

③ 時化
し け

等により、海路によりがたい場合は、県を通じて海上保安庁の支援又は自衛

隊の災害派遣を要請する。 

(7)  災害時要援護者の一時移転 

①   災害時要援護者のうち、自力避難者については、原則、近隣で乗り合わせのうえ

自家用車の使用を促すものとする。 

②   自ら避難が困難な災害時要援護者については、地域住民の協力を得て、一時移転

を行うものとする。 

③   地域住民の協力によりがたい災害時要援護者については、県を通じて防災機関等

の支援により一時移転を行うものとする。 

(8)  病院及び社会福祉施設の一時移転 

  病院等医療機関の転院、社会福祉施設の転所は、県の協力を得て一時移転の方法と

移転先を調整するものとする。 

 
 
第９節 安定ヨウ素剤の予防服用等（総括部・保健福祉部・こども未来部・区災害対策本部・警備部） 

※10安定ヨウ素剤の予防服用等は次のとおりとする。 

なお、以下に定めがない事項については、平成 25 年７月 19 日に原子力規制庁が示し

た「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」（以下「解説書」という。）に基づき実施する。 

 １ 服用対象者 

   国が指定した区域内のすべての住民等（一時滞在者等を含む。）を対象とする。 

   なお、以下の者については除く。 

  ・服用不適切者（ヨード造影剤過敏症等） 

  ・自らの意思で服用をしない者 

 ２ 予防服用の時機 

   国の指示に従う。 
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 ３ 服用回数、服用量 

  (1) 服用回数 

    原則 1 回とし、連続服用しなくていいように、住民の避難等の防護措置を講ずるこ

ととする。 

  (2) 服用量 

    安定ヨウ素剤の服用量は、年齢区分に応じて下表のとおりとする。 

    なお、住民等に服用量の説明を行う際には、過剰服用を行った場合、副作用が発生

する可能性を高めるのみで、放射性ヨウ素に対する防護効果が向上することがないこ

とについて説明を行うものとする。 

対 象 者 ヨウ化カリウム量 mg ヨウ化カリウム丸 

新生児 ＊16.3  

生後１ヶ月以上３歳未満 ＊32.5  

3 歳以上 13 歳未満  1 丸 

13 歳以上  2 丸 

   ＊：薬剤師等が調製した液状の安定ヨウ素剤を服用する。 

４ 配布及び服用場所 

対策本部は、以下に掲げる場所の中から、安定ヨウ素剤の配布及び服用場所を指定す

るものとし、指定した場合には、すみやかに住民等に周知徹底を図るものとする。 

なお、指定された場所で予防服用を行うことが困難な災害時要援護者等については、

戸別配布等の代替手段を検討するものとする。 

  ・避難経路上にある市立の小中学校及び公民館 

  ・スクリーニング及び除染の実施場所 

  ・避難所 

  ・その他の施設（区役所及び保健福祉センター等） 

５ 安定ヨウ素剤の輸送 

対策本部は、住民等の安定ヨウ素剤服用に備え、緊急防護措置（OIL1）又は早期防

護措置（OIL２）が発出されることが予想される区域内の配布及び服用場所に、あらか

じめ安定ヨウ素剤の輸送を指示する。 

この際、交通渋滞等で迅速な輸送に支障をきたすことが予想される場合には、消防

局（警備部）に緊急輸送の支援を要請するものとする。 

６ 医師等の派遣 

   対策本部は、住民等に対する安定ヨウ素剤の予防服用にあたって、医師を派遣する

ものとする。 

   なお、服用にあたって時間的制約等のため医師の到着を待つことが適切でない場合

等については、薬剤師又は職員が対応するものとする。 
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第１０節 スクリーニング（汚染検査）及び除染（総括部・保健福祉部・区災害対策本部） 

対策本部は、放射線による被ばく軽減と放射性物質の汚染拡大の防止を目的として、住

民等に対するスクリーニング及び除染を次のとおり実施する。 

なお、スクリーニング及び除染の実施にあたっては、福岡県と実施場所等について協議

するとともに、要員等の派遣を要請する。 

１ 対象者 

(1) スクリーニング：国が指定する区域等から避難する全ての住民等 

(2) 除染：スクリーニングの結果、国が定める基準以上の汚染が検出された住民等 

２ 実施場所 

(1) スクリーニング及び除染は、避難区域外直近で、かつ、避難所までの経路上にある

市有施設等で実施する。 

(2) 前(1)のスクリーニングの結果、水滴除染が必要な住民等が確認された場合には、当

該施設のシャワー等で水滴除染を実施する。 

なお、冬季において温水を供給できないなど、水滴除染を行う環境が整わない場合

には、「水滴除染が必要と想定される区域から避難する住民等のスクリーニング等実施

場所」（別表１）で水滴除染を実施する。 

(3) 前(2)の実施状況から、多数の住民等が水滴除染を必要とする事態が生じた場合に 

は、当該住民等の避難元等から、水滴除染が必要と想定される区域を特定し、当該区

域から避難する住民等に対するスクリーニング及び除染の実施場所を避難経路上の

「水滴除染が必要と想定される区域から避難する住民等のスクリーニング等実施場所」

（別表１）に指定し、緊急被ばく医療の円滑な実現を図るものとする。 

(4) スクリーニング及び除染の実施場所を指定した場合には、すみやかに住民等に周知

徹底を図るものとする。 

３ 実施要領 

  スクリーニングは次のとおり実施する。 

なお、詳細については、県が定める実施手順に従うものとし、スクリーニングの結果、

基準値を超える住民等については、県が定める「緊急被ばく医療マニュアル」に従い、

必要な除染等を実施するものとする。 

 (1) 体表面スクリーニング 

大口径 GM サーベイメーターを使用して実施する体表面のスクリーニング（β線） 

  (2) 甲状腺スクリーニング 

体表面スクリーニングや緊急時モニタリングの結果等を踏まえ、放射性ヨウ素によ

る被ばくが懸念される場合に実施する甲状腺のスクリーニング 

  (3) 除染 

汚染の度合いが基準を超える場合に実施する脱衣、拭き取り又はシャワー等により、

放射性物質の除去を行う除染。 

なお、医療機関での処置が必要な住民等については、県が指定する医療機関の受診

を指示する。 
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４ スクリーニングによる除染等の基準（原子力災害対策指針 表３「OIL防護措置について」抜粋） 

スクリーニングの実施時期 初期設定値 除 染 等 の 概 要 

避 難 時 β線：40,000cpm 以上 

放射性物質の経口摂取による内部被ばくと

皮膚汚染による外部被ばくを防止するた

め、除染を実施 

１ヶ月後の値 β線：13,000cpm 
１ヶ月後の値が左記を超える場合は、必要

に応じて医療機関を受診 

 

 

第１１節 被ばく医療（保健福祉部） 

  スクリーニングの結果、除染が必要な住民等については、県が実施する緊急被ばく医療

活動により対応するものとし、必要に応じて要員の派遣等について協力するものとする。 

 

 

第 1２節 学校等への指示又は要請（総括部・こども未来部・教育部） 

  災害対策本部は、福岡市へのプルーム到達までに相当な時間があり、園児、児童、生

徒及び学生（以下「生徒等」という。）が安全に帰宅することができる場合には、生徒等

の放射線に対する防護措置（屋内退避及び避難、安定ヨウ素剤の服用）が、保護者の下

で実施されるよう学校等に対して以下の指示又は要請を行うものとする。 

  なお、事故が急速に進展するなどの恐れがある場合には、学校等の施設内における屋

内退避も考慮するものとする。 

  

・下校（降園）の準備 ：   対策本部は、玄海原子力発電所において、施設敷地緊

急事態が発生したことを覚知した場合には、学校等に

対して情報収集体制の強化及び生徒等の下校（降園）

の準備について指示又は要請する。 

 ・下校（降園）の指示又は要請 ：  対策本部は、玄海原子力発電所において発生した原子

力災害が福岡市にも影響を及ぼすことが想定される場

合には、学校等に対して生徒等の下校（降園）を指示

又は要請する。 
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第 1３節 避難所の開設及び運営（各部・区災害対策本部） 

  避難所については、原則として玄海原子力発電所から 50 ㎞圏外に位置する市立の小中

学校（別表２）を開設するものとする。これはプルームの移動等により、避難した住民等

が当該避難所から、再度、避難を余儀なくされることを防ぐための措置である。 

  なお、OIL の区域の指定によっては、当該区域の住民等（避難住民等）の人数が避難所

の収容人数を超える場合も考えられる。この場合については、50 ㎞圏外にある市有施設

等（コンベンション施設、公民館、市営住宅等）を活用するものとする。 

 

 １ 避難所の開設 

(1) 開設条件 

条件順位 内           容 

第１ 
玄海原子力発電所からの直線距離が 50 ㎞以上であり、かつ、プルームの進行方向にあた

らない地域 

第２ 
国からの緊急時モニタリング及び緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム 

（※11SPEEDI）の情報等を参考にして、プルームによる健康被害の恐れがない地域 

第３ 
スクリーニング及び除染の実施から避難所への入所を円滑に行うため、第８節３(３) 「避

難所（一時移転先）までの主要経路」からの道程が短い避難所 

(2) 開設の手順等 

    「福岡市地域防災計画」原子力災害対策編による。 

 ２ 避難所の運営 

   「福岡市地域防災計画」原子力災害対策編及び震災対策編よる。 

   なお、一時移転に係る避難所については、相当期間の開設を余儀なくされることが予

想され、また、糸島市からの避難者受入れについても考慮する必要があることから、そ

の運営については、区役所のほか全局区で対応する。 

 

 

第 1４節 避難所における医療の確保と健康管理（保健福祉部・区災害対策本部） 

市は、避難者の放射線による被ばくや放射性物質による汚染、健康に及ぼす影響による

不安などに対応するため、県と連携し、必要に応じて救護所等の設置、医師、保健師、看

護師、管理栄養士等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

 

 

第１５節 一時移転先の確保（住宅都市部） 

  対策本部は、避難所の住民等について、早期に応急仮設住宅等への一時移転を促すため、

「福岡市地域防災計画」原子力災害対策編で定める市営住宅等の提供及び応急仮設住宅の

建設について、迅速な対応を指示するものとする。 
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第１６節 愛玩動物の保護（保健福祉部） 

市は、県及び獣医師会等関係団体と協力し、飼い主と同行避難した愛玩動物について保

護を行うとともに、適正飼育の指導やケージの確保を行うなど、避難所の環境悪化の防止

と愛玩動物の飼育環境の維持に努めるものとする。 

 

 

水滴除染が必要と想定される区域から避難する住民等のスクリーニング等実施場所    （別表１） 

施  設  名 住     所 

福岡市民体育館プール 博多区東公園８－２ 

東市民プール 東区名島２丁目４２－１ 

博多市民プール 博多区東那珂１丁目９－１５ 

中央市民プール 中央区西公園１４－３０ 

南市民プール 南区三宅３丁目３１－１ 

城南市民プール 城南区片江１丁目 5－1 

早良市民プール 早良区曙 1 丁目 3－15 

総合西市民プール 西区西の丘 1 丁目 4－1 
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玄海原子力発電所から 50 ㎞圏外に位置する市立の小中学校（避難所）       （別表２） 

番号 名　　　　　　　　称 区 所　　在　地 電話番号
面積
（㎡）

収容人員

（3.5㎡/人）

1 青葉小学校講堂兼体育館 東区 青葉3-9-1 691-2301 708 202

2 香椎小学校講堂兼体育館 東区 香椎駅前3-2-1 681-7231 501 143

3 香椎下原小学校講堂兼体育館 東区 下原1-4-1 682-3906 525 150

4 香椎浜小学校講堂兼体育館 東区 香椎浜2-2-2 672-8511 505 144

5 香椎東小学校講堂兼体育館 東区 香椎台1-9-1 681-1511 708 202

6 香住丘小学校講堂兼体育館 東区 香住ケ丘3-10-1 681-3511 509 145

7 香陵小学校講堂兼体育館 東区 香椎浜4-3-2 682-0022 708 202

8 城浜小学校講堂兼体育館 東区 城浜団地31-1 661-6915 708 202

9 多々良小学校講堂兼体育館 東区 多々良1-56-1 691-3361 599 171

10 照葉小学校・照葉中学校講堂兼体育館 東区 香椎照葉2-2-1 681-1310 1,837 524

11 千早小学校講堂兼体育館 東区 千早3-13-1 681-0831 594 169

12 千早西小学校講堂兼体育館 東区 香椎浜1-4-1 682-1089 514 146

13 名島小学校講堂兼体育館 東区 名島5-5-1 681-3366 599 171

14 奈多小学校講堂兼体育館 東区 奈多団地40-1 607-7177 708 202

15 箱崎小学校講堂兼体育館 東区 箱崎2-2-45 651-3190 505 144

16 筥松小学校講堂兼体育館 東区 郷口町16-1 621-1692 599 171

17 八田小学校講堂兼体育館 東区 八田2-15-1 671-4080 708 202

18 東箱崎小学校講堂兼体育館 東区 箱崎5-11-20 641-9351 514 146

19 馬出小学校講堂兼体育館 東区 馬出1-12-27 641-6588 537 153

20 舞松原小学校講堂兼体育館 東区 舞松原5-19-1 671-6171 708 202

21 松島小学校講堂兼体育館 東区 松島1-39-1 612-5511 708 202

22 三苫小学校講堂兼体育館 東区 三苫7-360 606-6075 708 202

23 美和台小学校講堂兼体育館 東区 美和台2-25-1 606-4755 708 202

24 若宮小学校講堂兼体育館 東区 若宮3-12-1 661-6655 708 202

25 和白小学校講堂兼体育館 東区 塩浜1-6-1 606-2061 708 202

26 和白東小学校講堂兼体育館 東区 高美台2-8-1 607-0621 708 202

27 青葉中学校講堂兼体育館 東区 青葉3-7-1 691-9386 923 263

28 香椎第１中学校講堂兼体育館 東区 千早3-12-1 681-0765 600 171

29 香椎第２中学校講堂兼体育館 東区 香住ケ丘1-8-1 661-2073 845 241

30 香椎第３中学校講堂兼体育館 東区 香椎駅東3-33-1 662-7668 643 183

31 城香中学校講堂兼体育館 東区 香椎浜2-2-1 662-0765 643 183

32 多々良中学校講堂兼体育館 東区 水谷1-18-1 681-1638 845 241

33 多々良中央中学校講堂兼体育館 東区 多々良1-51-1 691-3911 845 241

34 箱崎中学校講堂兼体育館 東区 筥松4-21-22 611-2296 570 162

35 箱崎清松中学校講堂兼体育館 東区 松田2-3-1 612-1237 915 261

36 福岡中学校講堂兼体育館 東区 馬出3-11-1 641-6685 600 171

37 松崎中学校講堂兼体育館 東区 松崎1-52-1 682-0031 923 263

38 和白中学校講堂兼体育館 東区 三苫1-10-1 606-5031 845 241

39 和白丘中学校講堂兼体育館 東区 和白丘3-13-1 606-7611 845 241

40 板付小学校講堂兼体育館 博多区 麦野2-3-1 581-0072 504 144
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玄海原子力発電所から 50 ㎞圏外に位置する市立の小中学校（避難所）       （別表２） 

番号 名　　　　　　　　称 区 所　　在　地 電話番号
面積
（㎡）

収容人員

（3.5㎡/人）

41 板付北小学校講堂兼体育館 博多区 板付2-2-20 451-5022 512 146

42 堅粕小学校講堂兼体育館 博多区 博多駅東1-8-1 431-4194 520 148

43 三筑小学校講堂兼体育館 博多区 三筑2-9-1 501-8740 589 168

44 住吉小学校講堂兼体育館 博多区 住吉4-18-1 431-2739 505 144

45 千代小学校講堂兼体育館 博多区 東公園8-1 651-3070 504 144

46 月隈小学校講堂兼体育館 博多区 月隈3-30-1 503-5321 522 149

47 東光小学校講堂兼体育館 博多区 東比恵2-21-1 411-2498 503 143

48 那珂小学校講堂兼体育館 博多区 那珂3-10-1 431-4979 780 222

49 那珂南小学校講堂兼体育館 博多区 元町3-1-1 581-0208 596 170

50 博多小学校講堂兼体育館 博多区 奈良屋町1-38 291-2001 725 207

51 春住小学校講堂兼体育館 博多区 博多駅南5-3-1 431-2315 511 146

52 東住吉小学校講堂兼体育館 博多区 博多駅南2-6-1 431-0634 599 171

53 東月隈小学校講堂兼体育館 博多区 東月隈4-17-1 504-0550 708 202

54 東吉塚小学校講堂兼体育館 博多区 吉塚6-8-11 611-7671 504 144

55 席田小学校講堂兼体育館 博多区 空港前4-17-1 611-4706 522 149

56 弥生小学校講堂兼体育館 博多区 那珂4-9-1 451-1935 503 143

57 吉塚小学校講堂兼体育館 博多区 吉塚2-21-54 611-0938 504 144

58 板付中学校講堂兼体育館 博多区 井相田2-1-20 575-1791 832 237

59 三筑中学校講堂兼体育館 博多区 三筑1-10-1 581-1308 845 241

60 千代中学校講堂兼体育館 博多区 千代4-17-47 641-4531 675 192

61 東光中学校講堂兼体育館 博多区 東光2-15-1 411-2935 666 190

62 那珂中学校講堂兼体育館 博多区 那珂2-18-1 431-2338 589 168

63 博多中学校講堂兼体育館 博多区 対馬小路13-40 281-6644 620 177

64 東住吉中学校講堂兼体育館 博多区 博多駅南2-5-1 431-6064 845 241

65 席田中学校講堂兼体育館 博多区 東平尾3-3-1 611-0867 620 177

66 吉塚中学校講堂兼体育館 博多区 吉塚5-10-6 621-9163 590 168

67 赤坂小学校講堂兼体育館 中央区 赤坂2-5-20 721-1636 708 202

68 小笹小学校講堂兼体育館 中央区 平和5-13-1 522-8217 527 150

69 草ヶ江小学校講堂兼体育館 中央区 草香江2-3-5 771-3815 509 145

70 警固小学校講堂兼体育館 中央区 警固1-11-1 741-3664 505 144

71 笹丘小学校講堂兼体育館 中央区 笹丘2-25-1 731-0756 708 202

72 高宮小学校講堂兼体育館 中央区 白金2-15-40 522-8213 708 202

73 当仁小学校講堂兼体育館 中央区 唐人町3-1-45 741-2701 775 221

74 春吉小学校講堂兼体育館 中央区 春吉1-17-38 751-6386 515 147

75 平尾小学校講堂兼体育館 中央区 平尾3-29-1 522-8215 504 144

76 福浜小学校講堂兼体育館 中央区 福浜1-2-1 771-0125 708 202

77 南当仁小学校講堂兼体育館 中央区 鳥飼2-4-61 741-8792 708 202

78 舞鶴小学校講堂兼体育館 中央区 舞鶴2-6-1 741-6322 998 285

79 旧簀子小学校講堂兼体育館 中央区 大手門3-15-1 - 414 118

80 旧大名小学校講堂兼体育館 中央区 大名2-6-11 - 637 182
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玄海原子力発電所から 50 ㎞圏外に位置する市立の小中学校（避難所）       （別表２） 

番号 名　　　　　　　　称 区 所　　在　地 電話番号
面積
（㎡）

収容人員

（3.5㎡/人）

81 舞鶴中学校講堂兼体育館 中央区 舞鶴2-6-1 741-4985 998 285

82 警固中学校講堂兼体育館 中央区 赤坂2-5-23 771-2031 714 204

83 平尾中学校講堂兼体育館 中央区 平和5-11-1 521-1768 643 183

84 友泉中学校講堂兼体育館 中央区 笹丘1-22-1 751-2388 845 241

85 大池小学校講堂兼体育館 南区 多賀2-8-1 561-1016 506 144

86 大楠小学校講堂兼体育館 南区 大楠3-10-1 522-8211 708 202

87 曰佐小学校講堂兼体育館 南区 横手3-42-1 591-5028 599 171

88 柏原小学校講堂兼体育館 南区 柏原5-21-1 565-4555 708 202

89 塩原小学校講堂兼体育館 南区 塩原1-27-1 551-1355 505 144

90 高木小学校講堂兼体育館 南区 高木3-11-1 501-7521 780 222

91 玉川小学校講堂兼体育館 南区 向野1-5-1 541-5331 708 202

92 筑紫丘小学校講堂兼体育館 南区 南大橋1-13-1 551-1572 505 144

93 鶴田小学校講堂兼体育館 南区 鶴田3-7-1 566-5677 708 202

94 長住小学校講堂兼体育館 南区 長住4-5-39 541-2931 505 144

95 長丘小学校講堂兼体育館 南区 長丘2-22-42 511-1350 708 202

96 西高宮小学校講堂兼体育館 南区 平和1-6-55 531-8136 708 202

97 西長住小学校講堂兼体育館 南区 西長住1-9-20 512-1335 708 202

98 西花畑小学校講堂兼体育館 南区 檜原2-20-1 565-1573 505 144

99 野多目小学校講堂兼体育館 南区 野多目2-6-1 565-7651 517 147

100 花畑小学校講堂兼体育館 南区 花畑3-34-1 565-4983 504 144

101 東花畑小学校講堂兼体育館 南区 屋形原2-23-1 566-7700 708 202

102 東若久小学校講堂兼体育館 南区 若久3-37-1 561-8020 708 202

103 三宅小学校講堂兼体育館 南区 三宅2-23-1 541-6468 506 144

104 宮竹小学校講堂兼体育館 南区 井尻1-1-1 581-0361 599 171

105 弥永小学校講堂兼体育館 南区 弥永4-2-1 581-5585 708 202

106 弥永西小学校講堂兼体育館 南区 弥永2-10-1 585-1556 708 202

107 横手小学校講堂兼体育館 南区 横手4-22-1 501-9275 708 202

108 老司小学校講堂兼体育館 南区 老司3-2-1 565-2529 505 144

109 若久小学校講堂兼体育館 南区 若久1-12-1 541-4210 511 146

110 曰佐中学校講堂兼体育館 南区 日佐3-7-1 501-2043 845 241

111 柏原中学校講堂兼体育館 南区 柏原1-8-1 566-1181 643 183

112 住吉中学校講堂兼体育館 南区 清水1-8-4 541-5235 570 162

113 高宮中学校講堂兼体育館 南区 大楠3-11-1 531-2631 643 183

114 筑紫丘中学校講堂兼体育館 南区 筑紫丘2-28-1 541-4831 620 177

115 長丘中学校講堂兼体育館 南区 長丘2-26-1 561-7866 845 241

116 野間中学校講堂兼体育館 南区 筑紫丘2-2-1 542-6388 923 263

117 花畑中学校講堂兼体育館 南区 檜原2-21-1 565-0901 845 241

118 春吉中学校講堂兼体育館 南区 清水4-21-50 551-4411 867 247

119 三宅中学校講堂兼体育館 南区 大橋3-18-1 551-3535 570 162

120 宮竹中学校講堂兼体育館 南区 五十川1-4-1 481-5781 923 263
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玄海原子力発電所から 50 ㎞圏外に位置する市立の小中学校（避難所）       （別表２） 

番号 名　　　　　　　　称 区 所　　在　地 電話番号
面積
（㎡）

収容人員

（3.5㎡/人）

121 横手中学校講堂兼体育館 南区 横手4-16-1 501-6451 916 261

122 老司中学校講堂兼体育館 南区 老司3-37-1 565-1960 926 264

123 堤小学校講堂兼体育館 城南区 樋井川6-27-56 861-2785 708 202

124 堤丘小学校講堂兼体育館 城南区 堤1-16-1 863-7611 588 168

125 長尾小学校講堂兼体育館 城南区 長尾5-1-1 871-2271 708 202

126 長尾中学校講堂兼体育館 城南区 樋井川4-13-1 871-2998 845 241
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【 用 語 の 説 明 】 

用     語 解    説 

PAZ（Precaution Action Zone） 

（予防的防護措置を準備する区域） 

原子力施設から概ね半径 5km 

原子力災害が発生した場合、放射線被ばくによる確定

的影響等を回避するため、即時避難を実施する等、放射

性物質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を

準備する区域 

※１UPZ（Urgent Protection Planning Action Zone） 

（緊急時防護措置を準備する区域） 

原子力施設から概ね半径 30 ㎞ 

原子力災害が発生した場合、放射線被ばくによる確率

的影響を最小限に抑えるため、緊急時防護措置を準備す

る区域 

※2プルーム 放射性物質を含んだ気体状あるいは粒子状の物質を含

んだ空気の一団で、大気とともに雲のように流れる。 

※3ＰＰＡ（Plume Protection Planning Area） 

（プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域） 

 UPZ 外において、プルーム通過時に放射性ヨウ素の吸

入等を避けるための屋内退避や安定ヨウ素剤の服用な

ど、防護措置が必要となる地域 

 PPA の具体的な範囲や必要とされる防護措置につい

ては、現在、国において検討が行われている。 

※4OIL1（Operational Intervention Level） 

（運用上の介入レベル） 

空間放射線量率500μSv/h：地上1mで計測 

 国が数時間を目途に区域を特定し、避難等を実施 
※移動が困難な住民等については、一時屋内退避を含む。 

※5OIL2 空間放射線量率20μSv/h：地上1mで計測 

 国が１日を目途に区域を特定し、地域生産物の摂取を

制限するとともに１週間程度内に区域内の住民を一時移

転する。 

OIL4 スクリーニング基準 

 避難時のβ線：40,000cpm超：迅速に除染 

 １ヶ月後のβ線：13,000cpm超：再除染 

※6緊急時モニタリング等  原子力災害による環境放射線の状況に関する情報収集

とOILに基づく防護措置の実施の判断、住民と環境への

放射線影響の評価を行うために時間的・空間的に連続し

て空間放射線量率等の状況を測定するもの。 

※7同定 空気中、水中や土壌等からサンプルを採取し、そのサ

ンプルにどのような放射性核種が含まれているかの確定

作業 

※8スクリーニング 身体の表面における放射性物質の付着の有無を確認す

る汚染検査のこと。 

※9除染 体表面等に付着した放射性物質を除去すること。 

人体を除染する場合、放射性物質が付着した衣類を脱

ぐことで汚染の 90% 以上が除去されると言われてい

ます。 

脱衣でも除染が必要な場合には、頭髪は洗髪によって、

皮膚（開放創が無い場合）は拭きとりのほか、汚染の程

度によっては界面活性剤や油脂を使って拭き取ります。 

※10安定ヨウ素剤 
原子力災害時に空気中に放出される可能性がある放射

性ヨウ素が身体に取り込まれると、甲状腺に集積し、取

り込まれてから数年から十数年後に甲状腺がん等を発症

させる可能性がある。安定ヨウ素剤は、これを予防する

ために服用するものである。 

※11SPEEDI 原子力発電所などから大量の放射性物質が放出された

り、そのおそれがあるという緊急事態に、周辺環境にお

ける放射性物質の大気中濃度および被ばく線量など環境

への影響を、放出源情報、気象条件および地形データを

基に迅速に予測するシステム 
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表２ 各緊急事態区分を判断するＥＡＬの枠組みについて 

２．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉施設（原子炉容器内に照射済燃料集

合体が存在しない場合を除く。） 

警 戒 事 態 を 判 断 す る Ｅ Ａ Ｌ 
緊急事態区分における 

措 置 の 概 要 

① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定

時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと。 

② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められ

た時間内に定められた措置を実施できないこと。 

③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又

はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線への電気の供給が

１つの電源のみとなり、その状態が１５分以上継続すること、又は外部電源喪失が３時間以上継続

すること。 

⑤ 原子炉の停止中に１つの残留熱除去系ポンプの機能が喪失すること。 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

⑦ 原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 

⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備

の一部の機能が喪失すること。 

⑨ 重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあるこ

と。  

⑩ 燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁

もしくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。 

⑪ 当該原子炉施設等立地道府県において、震度６弱以上の地震が発生した場合。 

⑫ 当該原子炉施設等立地道府県において、大津波警報が発令された場合。 

⑬ オンサイト統括補佐が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 

⑭ 当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、

洪水、台風、火山等）。 

⑮ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した

場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 

体制構築や情報収集を

行い、住民防護のため

の準備を開始する。 

 

施 設 敷 地 緊 急 事 態 を 判 断 す る Ｅ Ａ Ｌ 
緊急事態区分における 

措 置 の 概 要 

① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生するこ

と。 

② 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。 

③ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０以上（原子炉施設に設ける電

源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第５７条

第１及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に適

合しない場合には、５分以上）継続すること。 

④ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態

が５分以上継続すること。 

⑤ 原子炉の停止中に全ての残留熱除去系ポンプの機能が喪失すること。 

⑦ 原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃

料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する

装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。  

⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備

の全ての機能が喪失すること。 

⑨ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。 

⑩ 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において

想定される上昇率を超えること。  

⑪ 炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃

がし装置を使用すること。  

⑫ 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃

料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若

しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失す

ること。 

⑬ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１０条に基づく通報の判断基準として政令等

で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除

く。）。 

⑭ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物

質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺に

おいて、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象

が発生すること。 

ＰＡＺ内の住民等の避

難準備、及び早期に実

施が必要な住民避難等

の防護措置を行う。 
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全 面 緊 急 事 態 を 判 断 す る Ｅ Ａ Ｌ 
緊急事態区分における 

措 置 の 概 要 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止することができない

こと又は停止したことを確認することができないこと。 

② 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合

において、全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができないこと。 

③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置

による当該原子炉への注水ができないこと。 

④ 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達

すること。 

⑤ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上（原子炉施設に設ける

電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第５７条

第１及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第７２条第１項の基準に適

合しない場合には、３０分以上）継続すること。 

⑥ 全ての非常用直流母線からの電気供給が停止し、かつ、その状態が５分以上継続すること。 

⑦ 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知するこ

と。 

⑧ 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残

留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。 

⑨ 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下するこ

と、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できない

こと。 

⑩ 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能及び冷

温停止状態を維持する機能が喪失すること又は原子炉施設に異常が発生した場合において、原子炉

制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装

置の全ての機能が喪失すること。 

⑪ 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪

失するおそれがあること。  

⑫ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１５条に基づく緊急事態宣言の判断基準とし

て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合

を除く。）。 

⑬ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線

が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住

民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 

ＰＡＺ内の住民避難等

の防護措置を行うとと

もに、ＵＰＺ及び必要

に応じてそれ以遠の周

辺地域において、放射

性物質放出後の防護措

置実施に備えた準備を

開始する。 

放射性物質放出後は、

計測される空間放射線

量率などに基づく防護

措置を実施する。 

（原子力災害対策指針より抜粋） 
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表３ ＯＩＬと防護措置について 

 基準の種類 基準の概要 初期設定値※1 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 地表面からの放射線，再浮遊した放射性物質の

吸入，不注意な経口摂取による被ばく影響を防

止するため，住民等を数時間内に避難や屋内退

避等させるための基準 

500μSv/h 

（地上１mで計測した場合の空間放射線量率※2） 

数時間内を目途に区域を特定し，避難等を

実施。(移動が困難な者の一時屋内退避を含

む） 

ＯＩＬ４ 不注意な経口摂取，皮膚汚染からの外部被

ばくを防止するため，除染を講じるための

基準 

β線：40,000 cpm※3 

（皮膚から数cmでの検出器の計数率） 

避難基準に基づいて避難した避難者等をス

クリーニングして，基準を超える際は迅速

に除染。 β線：13,000cpm※4【１ヶ月後の値】 

（皮膚から数cmでの検出器の計数率） 

早
期
防
護
措
置 

ＯＩＬ２ 地表面からの放射線，再浮遊した放射性物

質の吸入，不注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため，地域生産物※5の摂取

を制限するとともに，住民等を１週間程度

内に一時移転させるための基準 

20μSv/h 

（地上１mで計測した場合の空間放射線量率※2） 

 

１日内を目途に区域を特定し，地域生産物

の摂取を制限するとともに，１週間程度内

に一時移転を実施。 

飲
食
物
摂
取
制
限
※
９ 

飲食物に係る 

スクリーニング 

基準 

ＯＩＬ６による飲食物の摂取制限を判断す

る準備として，飲食物中の放射性核種濃度

測定を実施すべき地域を特定する際の基準 

0.5μSv/h※6 

（地上１mで計測した場合の空間放射線量率※2） 

数日内を目途に飲食物中の放射性核種濃度

を測定すべき区域を特定。 

ＯＩＬ６ 経口摂取による被ばく影響を防止するた

め，飲食物の摂取を制限する際の基準 
核種※7 

飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類，穀類，肉，

卵，魚，その他 

１週間内を目途に飲食物中の放射性核種濃

度の測定と分析を行い，基準を超えるもの

につき摂取制限を迅速に実施。 放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※8 

放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg 

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ及び超ｳﾗﾝ 

元素のｱﾙﾌｧ核種 
1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOILの値であり，地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合にはOILの初期設定値は改定される。 

※２  本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては，空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して，判断基

準の値を補正する必要がある。 

※３  我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20cm2の検出器を利用した場合の計数率であり，表面汚染密度は約 120Bq/cm2相当となる。 他の計測器を使用して測定する場合に

は，この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。 

※４  ※３と同様，表面汚染密度は約 40Bq/cm2相当となり，計測器の仕様が異なる場合には，計数率の換算が必要である。 

※５ 「地域生産物」とは，放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって，数週間以内に消費されるもの（例えば野菜，該当 地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※６    実効性を考慮して，計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※７  その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際，ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６を参考として数値を設定する。 

※８  根菜，芋類を除く野菜類が対象。 

※９  ＩＡＥＡでは，ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう，飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うとともに，広

い範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する地域を設定するための基準であるＯＩＬ３，その測定のためのスクリーニング基準であるＯＩＬ５が設定されている。ただし，ＯＩＬ３

については，ＩＡＥＡの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な飲食物摂取制限との関係が必ずしも明確でないこと，また，ＯＩＬ５については我が国において核種ごとの

濃度測定が比較的容易に行えることから，放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

（原子力災害対策指針より抜粋）

23



放射線の基礎知識（文部科学省発行の副読本から引用） 

 １ 放射線の種類と性質 

放射線には、アルファ（α）線、ベータ（β）線、ガンマ（γ）線、エックス（X）

線、中性子線などの種類があり、どれも物質を透過する能力をもっていますが、その能

力は放射線の種類によって違います。 

アルファ（α）線は紙 1 枚、ベータ（β）線はアルミニウム板など、材料や厚さを選

ぶことにより遮ることができ、放射線を遮ることを遮へいといいます。 

 

 

 

 

 

 

 ２ 放射線の単位 

放射線は、ある特定の原子核が別の原子核に変化（壊変または崩壊）する際に放出さ

れます。 

「ベクレル（Bq）」は、1 秒間に壊変（崩壊）する原子核の数のことで、放射性物質

が放射線を出す能力を表す単位をいいます。数値が大きいほど放射線を放出して壊変す

る原子核の数が多いことになります。 

一方、人体が受けた放射線による影響の度合いを表す単位を「シーベルト（Sv）」と

いい、放射線のエネルギーが物質や人体の組織に吸収された量を表す単位を「グレイ

（Gy）」といいます。 

このため、放射線が人体に与える影響は、放射性物質の放射能の強さ（ベクレル）の

大小を比較するのではなく、放射線の種類やエネルギーの大きさ、放射線を受けた身体

の部位なども考慮した数値

（シーベルト）で比較する必

要があります。 

放射性物質の種類によって

放出される放射線の種類やエ

ネルギーが異なるので、同じ

1000 ベクレルの放射能で

あっても放射性物質が違えば、

人体に与える影響の度合い

（シーベルト）の大きさは異

なります。 
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３ 身の回りにある放射線 

私たちは、宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線を受けていて、この宇宙線は放射線の一種

です。高度の高い位置に行くほど、より多くの宇宙線を受けることになります。 

例えば、ジェット機で東京―ニューヨーク間を往復（約 20 時間）した時の宇宙線か

ら受ける放射線量は、約 0.2 ミリシーベルト（200 マイクロシーベルト）となります。 

 

４ 外部被ばくと内部被ばく 

放射性物質が体の外部にあり、体外から被ばくする（放

射線を受ける）ことを「外部被ばく」といいます。一方、

放射性物質が体の内部にあり、体内から被ばくすること

を「内部被ばく」といいます。 

外部被ばくは、大地からの放射線や宇宙線などの自然

放射線とエックス（X）線撮影などの人工放射線を受け

たり、着ている服や体の表面（皮膚）に放射性物質が付

着（汚染）して放射線を受けたりすることです。 

万一、汚染してしまった場合は、シャワーを浴びたり

洗濯をしたりすれば洗い流すことができます。 

内部被ばくは、空気を吸ったり、水や食物などを摂取

したりすることにより、それに含まれている放射性物質が体内に取り込まれることによ

って起こります。 

内部被ばくを防ぐには、放射性物質を体内に取り込まないようにすることが大切です。 

 

 ５ 放射線から身を守るには 

外部からの放射線から身を守るには、

放射性物質から距離をとる、放射線を受

ける時間を短くする、放射線を遮る方法

があります。 

放射線の量は、放射性物質からの距離

によっても大きく異なり、放射性物質か

ら離れれば放射線量も減ります。 

例えば、距離が 2 倍になれば放射線量

は、4 分の 1 になります。その他、被ば

くする時間を減らしたり遮へい物を置い

たりすることにより放射線量を減らすこ

とができます。 

25



1 

 

「福岡市原子力災害避難計画（暫定版）」の策定に関するパブリック・コメント実施結果  
 
１ 概要 

意見募集期間 平成２６ 年２ 月 １７ 日(月)～平成 ２６ 年３ 月 １４ 日(金) 
閲覧方法 市ホームページへの掲載、 情報公開室、情報プラザ、各区役所・出張所及び市民局防災・危機管理課での閲覧及び配布 
意見提出方法 郵送、FAX、電子メールによる送付、閲覧及び配布場所への持参 
意見件数 67件（類似の意見はまとめさせていただきました。） 

 
 
２ 提出された意見の概要とそれに対する市の考え方（「意見に対する市の考え方」欄の【 】内は意見への対応） 

 

（１）福岡市原子力災害避難計画（暫定版）に関するもの（ 30 件） 
 

意見概要 件数 意見に対する市の考え方 
【原子力災害対策編全体に関する意見】１ 
シミュレーションを基に、幾種類ものパターンの避難計画を準備してお

くべき 
２ 

福岡市原子力災害避難計画（暫定版）の運用にあたり、避難の実効性
を高めるための避難パターンについて、今後、作成していくこととして
おります。 
【原案どおり】 

【対策本部の設置に関する意見】６ 
対策本部の設置は、国の指示を待つことなく市独自に専門家による委員

会を設置すべき 1 

 原子力災害が発生した場合、福岡市の判断で対策本部を設置し、災害
対応にあたっては、原子力に関して知見を有する九州大学の協力を得る
こととしております。 
【原案どおり】 

【情報の収集に関する意見】２ 
国→県→市の流れを待つのではなく市独自として即動けるように計画を

してほしい １ 

九州電力から原子力安全協定に基づき、必要な情報の連絡を直接受け
るほか、県内に設置されているモニタリングポストの観測データをリア
ルタイムに監視するなど、情報収集に努め、市として判断してまいりま
す。 
【原案どおり】 
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意見概要 件数 意見に対する市の考え方 
【モニタリングに関する意見】３ （環境局） 
・モニタリングポストの数を増やすべき 
・リアルタイムでモニタリング情報を流すべき 
・pm2.5情報のようにテレビで流して欲しいです 
・SPEEDIの活用を明記すべき 
・市独自のモニタリング体制を整備し、情報を市民に公開するべき 

６ 

モニタリングにつきましては、国の統括の下、県が主体となり実施す
ることとされており、市はその実施に協力するという位置づけです。 
福岡市としては、モニタリングポスト等の防災資機材の整備について、

国及び県に対して、継続的に要望を行うとともに、迅速なモニタリング
情報の収集と発信に努めてまいります。 
なお、さらなる情報発信につきましては、今後、検討してまいりたい

と考えており、ご意見は参考とさせていただきます。 
【原案どおり】 

【避難に関する意見】４ 
・子どもを優先して避難させる方策を講じるべき 
・自家用自動車での避難はできるのか 
・避難の方法や経路については複数のルートを決めるべき 
・避難経路は通常でも混雑する道路であり現実的でない 
・避難場所は風向等を考慮すべき 
避難所 大型施設等と 連携を講じ き 

 

６ 

避難につきましては、すべての住民等が必要な放射線防護を実施でき
るよう努めてまいります。 
なお、避難方法等につきましては、今後とも原子力災害対策指針の見

直しにあわせて必要な改正を行い、より実効性がある避難計画の充実・
改定に努めてまいります。 
【原案どおり】 

【災害時要援護者に関する意見】７ （保健福祉局） 
・障がい者の避難や避難所の運営方法について具体的に記載すべき 

１ 

障がい者（災害時要援護者）の避難につきましては、第８節 防護措置 
（１０ページ）に記載のとおりです。なお、避難所の具体的な運営方法
につきましては、今後、避難所運営マニュアルを作成することとしてお
ります。 
【原案どおり】 
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意見概要 件数 意見に対する市の考え方 

【安定ヨウ素剤に関する意見】５ （保健福祉局） 
・全市民分を備蓄すべき 
・事前配布すべき 
・早期に服用できる計画にすべき 
・国の判断ではなく臨機応変に服用できるようにすべき 

 

７ 

今後、原子力災害対策指針において「プルーム通過時の被ばくを避け
るための防護措置を実施する地域」の範囲と防護措置の内容が示される
こととされており、引き続き、安定ヨウ素剤の備蓄を含む放射線防護の
あり方について検討してまいります。 
配付・服用につきましては、原子力規制庁が平成２５年７月に「安定

ヨウ素剤の配付・服用について」を示しており、その中で国（原子力規
制員会）が判断することとされております。 
【原案どおり】 

【学校等への指示又は要請】８ （教育委員会） 
「福岡市へのプルーム到達には相当な時間があり、・・・」というとこ

ろは具体的に時間の幅を記入すべき 
１ 

プルームの到達時間は、原子力災害の発生状況をはじめ、気象状況や
地形等により大きく異なります。また、防護措置を行うため生徒等を保
護者に渡す時間も、保護者の居所（勤務地等）や交通状況等に大きく影
響を受けることから、一概に何時間と表現することは適切でなく、状況
を個別詳細に判断していく必要があると考えております。 
【原案どおり】 

【愛玩動物対策に関する意見】１０ （保健福祉局） 
愛玩（家庭）動物に関する最低限の記述はあるが、「努めるものとする」

とだけでは、いかにも心もとない。もっと具体的な、詳細な記述が必要で
ある 

１ 

愛玩動物に関する対策等につきましては、今後も関係部局で協議をす
すめ、具体的な対策を講じてまいります。 
【原案どおり】 

【愛玩動物以外の動物に関する意見】１１ （保健福祉局） 
避難計画には、実験動物、産業動物、特定動物などについての規定も必要
である。動物園についても同じである 

１ 

動物園につきましては、被災後の展示動物の移動は困難なため、地震
等の災害に耐えられる施設を作っており、被災時においてはライフライ
ン（電気、水、飼料）の確保を優先することとしております。 
また、畜産動物や実験動物についての対策につきましては、今後も、

関係部局及び関係機関で協議してまいりたいと考えており、ご意見は参
考とさせていただきます。 
【原案どおり】 
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意見概要 件数 意見に対する市の考え方 
【文言の修正】１２ 
・第 10節「スクリーニング（汚染検査）及び除染」３（３）中の「被ば
く医療」については、「二次被ばく医療機関」と記載するのが適切である 
・第 11節「被ばく医療」に記載されている「被ばく医療」については、
「除染」と記載するのが適切である 

２ 

 以下のとおり修正を実施 
第 10節 ３（３） 被ばく医療 ⇒ 医療機関 

 第 11節      被ばく医療 ⇒ 除染 
【原案を修正】 

【専門機関との連携に関する意見】９ 
豊富な実務経験を有する専門家を多数確保するため、地元大学や研究機

関等と予め協力協定等を締結しておくべき 
１ 

原子力に関して知見を有する九州大学と連携を深める協定等の締結に
ついて協議を進めております。 
【原案どおり】 

 
 
 
 

（２）その他【福岡市原子力災害避難計画（暫定版）と直接関係しないもの等】（ 37 件） 
 

意見概要 件数 意見に対する市の考え方 
【パブリック・コメントに関する意見等】２１ 
・窓口での口頭意見等についても受け付けるべき 
・ヒヤリングを開催すべき 

2 

本パブリック・コメントは、福岡市パブリック・コメント手続要綱に
基づき実施したものです。 
ご意見は今後の参考とさせていただきます。 

【参考】 

【避難計画作成後の説明に関する意見】２２ 
・公民館等で説明と内容の徹底を図り、その際の市民の意見もきちんと聴
取する姿勢を取ってください。 

１ 

作成後の避難計画につきましては、市のホームページに掲載するほか、
研修会や出前講座等を開催し、説明を行っていくこととしております。 
【参考】 

【教育に関する意見】２３ （教育委員会） 
・学校において、放射能に関する教育を実施すべき １ 

学校においては，文部科学省が作成した副読本を活用するなど，児童
生徒の発達段階に応じて放射線等に関する教育を行っております。 
【参考】 
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意見概要 件数 意見に対する市の考え方 
【玄海原子力発電所の再稼働に関する意見】２４ 
・再稼働には反対すべき 
・再稼働反対しないことについて避難計画に入れるべき 
・再稼働を不許可としたうえで局所的事故に対する防護策を作成すべき 
・避難計画は立てられないから再稼働はすべきでないと表明すべき 
・福岡市も国や九州電力に対して再稼働反対を表明すべき 

９ 

原子力災害対策は、国や県、周辺市町村及び原子力事業者などと連携
し、実施する必要があると考えております。 
ご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

【参考】 

【玄海原子力発電所の廃炉に関する意見】２５ 
・原発廃炉と同時に避難計画を進めるべき 
・原発を廃炉にするよう、国と九電に強く申し入れること 

6 

【安全協定に関する意見】２７ 
・再稼働の事前了解を要件とすべき 
・原発施設内の立ち入り検査をできるようにすべき 

2 

【国のエネルギー政策に関する意見等】２６（環境局） 
・福岡市は自然エネルギーを推進すべき ２ 

自然エネルギーの推進につきましては、６月策定予定の「福岡市環境・
エネルギー戦略」において、めざす姿や施策の方向性を定め、取り組ん
でまいります。【参考】 

【その他】33 
再稼働するならばすぐ動ける人員として職員の採用を増やし、スムーズ

にいくよう日頃の研修と専門性を身につけて欲しい 
1 

ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】34 
避難の仕方は風向きによって違うし、スピーディーが壊れるかもしれな

いし、１５０万人の避難計画は無理 
１ 

ご指摘につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】35 
避難所までの主要道路は、風船プロジェクトの実態から放射能拡散の流

れに沿っているので、むしろ南に逃げるべき 
１ 

ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】36 
計画作成の前提に「再稼働」ありでは、話にならないのではないか 1 

ご指摘につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 
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意見概要 
 

件数 意見に対する市の考え方 
【その他】36.5 
どれだけ被ばくを減らせるようにするかの方策がなければ意味がない 

1 
ご指摘につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】38 
国策として原発を進めるのだから、霞ヶ関から出向してきて実際に 150

万人と一緒に訓練に立ちあって貰いたい 
1 

ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】39 
太陽光発電をしている場合、発電はしているが、メーターの確認が出来

ないために、九電はどう対策をするか確認してほしい 
1 

ご要望につきましては、福岡市として対応を致しかねます。【参考】 

【その他】40 
一年を通じて偏西風が吹いている北部九州は直撃を受ける可能性が高

い １ 

上空 3,000ｍ以上では、偏西風の影響を受けますが、3,000ｍ未満の
高度では、夏は南西風、冬は北西風となることが多く、事故の状況や気
象状況等によりプルームの流れは大きく変動します。 
ご指摘につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】40.5 
以下の事項を正確に市民に周知して頂きたいと思います。 
・プルームが直撃した場合全市民が逃げる計画はありません。 
・避難して渋滞に巻き込まれた場合最悪の被曝をします。なので屋内退避
をしてください。 
・OIL1 500μSv/h以上で数時間過ごすことの意味は最低でも 1.5ｍSv
被曝し、内部被曝と合わせて 3～10mSv被曝する可能性があること 
・OIL2 20μSv/h以上で一週間過ごすことの意味は最低でも 3.4ｍSv被
曝し、内部被曝と合わせて 7～10mSv被曝する可能性があること 
・基本的な被害想定は福島原発事故の陸側のみを参考とし、最悪の事態を
想定してはいないこと 

1 

ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】41 
20μSv/hを空間線量率は低いと市民に周知しないでいただきたい 

１ 
ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 
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意見概要 件数 意見に対する市の考え方 
【その他】42 
原子力基本法で一般公衆の被曝年限度は年 1mSvと定められている 
災害が起こった場合に福岡市の計画だけでは限度以内に抑えられると

は限らないということをはっきりと示していただきたい 

１ 

ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】43 
「福岡市近郊に設置されている主な空間放射線量測定場所等」に佐賀県

のモニタリングポスト設置場所が記載されているので、記載な要を佐賀県
に確認すべき 

１ 

佐賀県のモニタリングポストにつきましては、ホームページ上で一般
に公表されているものを参考記載したものです。 
ご指摘につきましては、参考とさせていただきます。 

【参考】 

【その他】4４ 
・放射線の基礎知識（25ページ）、「例えば、ジェット機で・・・約 0.2 
ミリシーベルト（200 マイクロシーベルト）となります。」 の下りは「放
射線は安全」と言いたそうに思えるので不要 
・自然放射線と人口放射線は人体への耐性が全く異なる為危機感はもっと
持つべき 
・福島の原発事故がいまだ継続中で空気中には毎時 1000万ベクレル（1
日当たり 2億 4000万ベクレル）出ている。それが玄海原発なら・・と思
うと福岡でさえ安全圏とはとても思えない 

１ 

ご指摘につきましては、参考とさせていただきます。【参考】 

【その他】45 （保健福祉局） 
安定ヨウ素剤を薬局など個人で購入できるようにすべき 

1 

安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム）につきましては、厚生労働省の指導
により、処方箋に基づく薬剤の交付が原則とされております。 
ご提案につきましては、今後の参考とさせていただきます。 

【参考】 
 

３ その他 

福岡市原子力災害避難計画（暫定版）のパブリック・コメントに直接関係しないご質問等を多数いただいておりますが、これらの質問につきましては、

別途、回答させていただきます。 
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