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平成２６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 ９回 ，災害警戒本部設置回数 ２回 

 

 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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災害対策本部 

7月 3日(木) 4時29分 

7月 3日(木)15時00分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
181.0mm      東１  西１     

2 

災害対策本部 

7月 7日(月)10時28分 

7月 7日(月)21時20分 

大雨 

(大雨警報) 
177.0mm     西１ 西２  早２  早１  城１ 

3 

災害対策本部 

7月13日(日) 4時 4分 

7月13日(日) 9時50分 

大雨 

(大雨・洪水警報) 
79.5㎜      東１      早１ 

4 

災害対策本部 

7月16日(水)10時53分 

7月16日(水)15時30分 

大雨 

(大雨・洪水警報) 
106.0㎜             

5 

災害対策本部 

8月 4日(月) 9時40分 

8月 4日(月)14時00分 

大雨 

(大雨警報) 
274.0㎜      東１       

6 

災害警戒本部 

8月 9日(土)18時20分 

8月10日(日)11時40分 

台風 

(強風・波浪 

高潮注意報) 

15.7m/s             

7 

災害対策本部 

8月15日(金)12時54分 

8月15日(金)16時15分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
131.0㎜      東１       

8 

災害対策本部 

8月20日(水) 5時 9分 

8月20日(水)14時50分 

大雨 

(大雨警報) 
195.0㎜        西１     

9 

災害対策本部 

8月22日(金) 2時38分 

8月22日(金)15時35分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
130.0㎜   博３ 博４  博１  南１     

10 

災害対策本部 

災害警戒本部 
10月13日(月) 8時00分 
10月13日(月)19時30分 

台風 

(暴風・波浪警報) 
31.7m/s  東１   

東２ 

博２ 

中１ 

東３ 

城１ 
    

東２ 

中１ 

早１ 

西１ 

東３ 

博５ 

中５ 

南３ 

早３ 

西３ 
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・道路冠水　１件　（東区東浜ふ頭）
・がけ崩れ　１件　（西区愛宕３丁目）

４　雨量情報（２日１５：００～３日１９：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

　　36.0ｍｍ（今宿青木公園）3日8:00～9:00

７月３日（木）

７月３日（木）

大雨・洪水警報　解除

市　　　　　　内

第１配備　４３９名災害対策本部　設置

平成２６年７月３日の大雨について

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
4:29
14:32

最大時間雨量
　181.0ｍｍ（脊振ダム）

月　　日 時　　　間

15:00
4:29

内　　　　　　容
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・非住家（店舗）浸水　1件　（西区今宿青木）
・道路損壊　２件　（西区今宿青木，西区愛宕３丁目）
・がけ崩れ　２件　（早良区大字曲渕）　※曲渕隧道迂回道路通行止め
・倒木　１件　（城南区大字東油山）

４　雨量情報（６日６：００～８日１１：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量
　177.0mm（アメダス福岡）
　　21.5mm（曲渕水源事務所）7日10:00～11:00

市　　　　　　内
最大累積雨量

７月７日（月）
第１配備　５５０名

21:20 災害対策本部　廃止

内　　　　　　容

21:07 大雨警報　解除

10:28 災害対策本部　設置
月　　日

10:28 大雨警報　発表

平成２６年７月７日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

７月７日（月）

時　　　間

3



１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・道路への土砂流出　１件　（東区香住ヶ丘）
・倒木　１件　（早良区大字板屋）

４　雨量情報（１２日１５：００～１３日１３：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量 　47.0mm（入部出張所）12日18:00～19:00

市　　　　　　内
最大累積雨量 　79.5mm（入部出張所）

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

７月１３日（日）
4:04 災害対策本部　設置 第１配備　４２７名
9:50 災害対策本部　廃止

平成２６年７月１３日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

７月１３日（日）
4:04 大雨・洪水警報　発表
9:28 大雨・洪水警報　解除
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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（1５日８：００～１６日１５：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量
最大累積雨量

市　　　　　　内

10:53 災害対策本部　設置 第１配備　４２９名
15:30 災害対策本部　廃止

大雨・洪水警報　発表
15:12 大雨・洪水警報　解除

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

７月１６日（水）

　106.0ｍｍ（脊振ダム）
　　32.0ｍｍ（玄界島公民館）16日11:00～12:00

平成２６年７月１６日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

７月１６日（水）
10:53
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・道路冠水　１件　（東区箱崎ふ頭）

４　雨量情報（３日１１：００～５日２１：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量   　40.0mm（脊振ダム）3日10:00～11:00
最大累積雨量 　274.0mm（脊振ダム）

14:00 災害対策本部　廃止

市　　　　　　内

大雨警報　解除
８月４日（月）

9:40 大雨警報　発表

9:40 災害対策本部　設置 第１配備　５２９名
８月４日（月）

平成２６年８月４日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

13:29
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　気象状況

４　被害状況

被害なし

５　避難等の状況

自主避難　：　早良区　２世帯　２名　（原西公民館）　

災害警戒本部設置　（２７名）

市内最大雨量(累積) 　29.0mm（脊振ダム）9日8：00～10日11：00

最大風速 　  9.7ｍ（中央区大濠）10日10：00

市内最大雨量(時間)    9.0mm（脊振ダム）10日10：00～11：00

最大瞬間風速 　15.7ｍ（中央区大濠）9日19：00

項　　目 日　　時　　等

11:40 災害警戒本部廃止

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容
18:20 災害警戒本部設置　（２７名）

7:00
22:30 災害警戒本部廃止

８月９日（土） 18:20 高潮注意報　発表
８月１０日（日） 11:40 強風域圏外

８月９日（土）

８月１０日（日）

　

平成２６年８月の台風第１１号について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容
８月８日（金） 15:51 強風・波浪注意報　発表
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・道路冠水　１件　（東区東浜ふ頭）

４　雨量情報（１５日７：００～１６日７：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量 　　38.0ｍｍ（市役所）15日22:00～23:00

市　　　　　　内
最大累積雨量 　131.0ｍｍ（脊振ダム）

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

８月１５日（金）
12:54 災害対策本部　設置 第１配備　５１５名
16:15 災害対策本部　廃止

平成２６年８月１５日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

８月１５日（金）
12:54 大雨・洪水警報　発表
15:55 大雨・洪水警報　解除
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・がけ崩れ　１件　（西区愛宕３丁目）　

４　雨量情報（１８日１７：００～２０日１９：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

最大時間雨量 　　42.0mm（脊振ダム）20日6:00～7:00

市　　　　　　内
最大累積雨量 　195.0mm（脊振ダム）

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

８月２０日（水）
5:09 災害対策本部　設置 第１配備　４６１名
14:50 災害対策本部　廃止

平成２６年８月２０日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

８月２０日（水）
5:09 大雨警報　発表
14:36 大雨警報　解除
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

（博多区東雲町４丁目～春町３丁目）

・がけ崩れ　1件　 （南区柏原）

４　避難等の状況

避難準備情報を発表

　理由：大雨による土砂災害の危険があるため
　対象：早良区大字板屋地区　６３世帯　６９名
　期間：２２日４：５５～１２：００

※避難者なし

５　雨量情報（２１日２２：００～２２日１１：００）※１１：００以降降雨なし

６　河川情報

宇美川 二又瀬橋 250 22日　4:55～5:45
御笠川 筒井橋 465 22日　4:10～5:25

最大累積雨量

河川名 観測地点 はん濫危険水位（cm） 超過時間

　130.0mm（脊振ダム）

4:45

市　　　　　　内

最大時間雨量 　　58.0mm（脊振ダム）22日2:00～3:00

東区災害対策本部　第2配備に強化 第２配備　　６０名
4:40 博多区災害対策本部　第2配備に強化

月　　日 時　　　間

15:35 災害対策本部　廃止

・床上浸水　３件
・床下浸水　４件

（博多区春町３丁目１番～７番）

15:23 大雨警報　解除　

第２配備　　４５名

内　　　　　　容

・道路冠水　１件　

平成２６年８月２２日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

８月２２日（金）

８月２２日（金）

2:38 災害対策本部　設置 第１配備　４１７名

9:47 洪水警報　解除　
2:38

9:15 東区・博多区災害対策本部　第1配備に縮小

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　気象状況

４　被害状況

人的被害　５件
・重傷１名　強風により玄関ドアに腕を挟まれ骨折　（西区）
・軽傷４名　転倒による負傷　（東区２名，中央区１名，早良区１名）

住家被害　１件
・バルコニー損壊　（東区）

非住家被害　５件
・カーポート屋根等破損　２件　（東区）
・ビル清掃用移動梯子等損壊　２件（博多区）
・倉庫屋根破損　（中央区）

道路被害　４件
・標識，街路灯破損等　３件　（東区）
・道路損壊　（城南区）

その他被害　２２件
・倒木　１７件　（東区３件，博多区２件，中央区５件，南区３件，早良区２件，西区２件）
・看板破損　３件　（博多区）
・電気配線等切断　２件（早良区１件，西区１件）

５　避難等の状況

自主避難　：　東区・博多区・中央区　延べ　８世帯　１１人　（西戸崎公民館・住吉公民館・笹丘公民館）

項　　目

市内最大雨量(時間) 　　26.5mm（市役所）13日7：00～8：00

最大瞬間風速 　31.7ｍ（中央区大濠）13日15：25
市内最大雨量(累積)

日　　時　　等

17:30

最大風速 　18.6ｍ（中央区大濠）13日15：17

　154.0mm（脊振ダム）12日20：00～13日22：00

内　　　　　　容

１０月１３日（月）

13:30 災害対策本部　廃止

月　　日 時　　　間

平成２６年１０月の台風第１９号について

月　　日 時　　　　間
１０月１２日（日）

災害警戒本部　設置　（３２２名）

21:32
内　　　　　容

暴風警報　発表
暴風警報　解除（陸域）

災害対策本部　設置　（第１配備　４３７名）8:00

１０月１３日（月）

19:30 災害警戒本部　廃止
13:30

11



平成 27年度版「福岡市地域防災計画」の主な見直し項目 

 

 

１ 避難場所等の指定【新旧対照表１頁（震災），14頁（風水害）】 

災害対策基本法の改正（平成 26 年４月施行）を踏まえ，全ての避難所・避難

場所について，地震，津波，浸水害，土砂災害など災害種別毎の適合性（位置，

構造等）の調査結果に基づき，災害種別毎に避難所・避難場所を指定する。 

 

２ 帰宅困難者対策【新旧対照表２頁（震災）】 

 都市再生特別措置法に基づき，大規模な地震が発生した場合における天神・博

多駅周辺地区の帰宅困難者対策を推進するため，官民で連携して「都市再生安全

確保計画」を策定する。 
 

３ 土砂災害対策【新旧対照表５頁（震災），13頁・14頁，16頁（風水害）】 

 土砂災害防止法の改正（平成 27 年１月施行）等を踏まえ，土砂災害に対応す

るための災害対策本部の配備態勢に関する事項，避難場所及び避難経路に関する

事項，避難訓練の実施に関する事項等を規定するとともに，土砂災害ハザードマ

ップを作成し，土砂災害警戒区域等の周知，啓発を図る。 

 

４ 避難勧告等に係る指示方法【新旧対照表５頁・８頁（震災），17 頁・20 頁（風水害）】  

平成 26 年４月に改定された国の「避難勧告等の発令判断・伝達マニュアル作

成ガイドライン」に基づき，土砂災害及び津波災害における避難勧告等発令の判

断基準の改正を行うとともに，災害対策本部の配備態勢の見直しを行う。 
 

 

 

                            

１ 災害時要援護者避難支援対策【新旧対照表２頁（震災），15頁（風水害）】 

災害対策基本法の改正（平成 26 年４月施行）を踏まえ，要援護者名簿の作成

方法，その対象範囲や名簿の提供先，名簿の更新に関する事項などの改正を行う。 

 

※災害対策基本法の改正要旨 

〇避難行動要支援者名簿の作成が市の責務となった。 

〇名簿の作成に必要な限度で，市が保有する情報の内部利用が可能となった。 

〇避難支援等の実施に必要な限度で，避難行動要支援者名簿情報の内部利用が可

能となった。 

〇名簿情報は，地域防災計画の定めるところにより，本人の同意のもと，避難支

援等関係者に提供することができる。（災害が発生し，又は発生するおそれが

ある場合は，本人の同意なしに提供可能） 

 

避難支援対策の充実・強化 

災害時要援護者避難支援対策の充実・強化 

 

資料２ 
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１ 津波浸水想定【新旧対照表４頁（震災）】 

  津波防災地域づくり法（平成 23年 12月施行）に基づき，福岡市に影響を及ぼ

す津波として，新たに菊川断層や西山断層を波源とする津波想定を，平成 26 年

８月に国が公表※した。 

これを受け，福岡県が実施する津波浸水シミュレーションの結果等（平成 27

年度）を踏まえ，津波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など，円滑な避難が行われるために必要な措置

を行う。 

 ※別紙参考資料・・・「日本海における大規模地震に関する調査検討について」 

 

２ 福岡市業務継続計画の策定【新旧対照表４頁（震災）】 

  あらかじめ発災時に優先して実施する業務を選定し，業務の開始時期や必要な

人的・物的資源を確保するための方策を定めた福岡市業務継続計画に基づき，災

害後の迅速な復旧を図るとともに業務の継続性を高めていく。 

 

３ 広域応援体制【新旧対照表７頁（震災），19頁（風水害）】 

  指定都市市長会や九州市長会における災害時の相互支援体制に基づき，広域応

援体制の拡充を図る。 

 

４ 災害時における放置車両の移動等【新旧対照表８頁（震災），21頁（風水害），28頁（原子力）】 

  平成 26年 11月の災害対策基本法の改正を受け，緊急車両の通行を確保するた

め必要がある場合，道路管理者が自ら放置車両等を移動する等を規定する。 

 
 

 

 

そ の 他 
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参考資料 

日本海における大規模地震に関する調査検討について 

【日本海における津波の想定】 
平成26 年8 月26 日公表の報告（概要）より抜粋 [公表：国土交通省・内閣府・文部科学省] 

 

◎「津波防災地域づくりに関する法律」における津波浸水想定について 

【津波防災地域づくりに関する法律】（Ｈ23.12公布・施行） 第８条第１項 

 都道府県知事は，基本指針に基づき，かつ，基礎調査の結果を踏まえ，津波浸水想定（津波があった場合に

想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。）を設定するものとする。 
 

◎津波防災地域づくり法に基づく「基礎調査」から「津波浸水想定」までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎平成 26年 8月に国が公表した福岡市に影響がある津波想定 

津波断層 

モデルNo. 
想定断層名 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

(MW) 

最大津波高

（ｍ） 

津波到達時間最短値

（分） 

Ｆ59 菊川断層(山口県下関市付近) 7.4 1.7 55 

Ｆ60 西山断層(福岡県宗像市付近) 7.6 1.5 8 

 

参考）平成 24年 3月公表の福岡県による津波想定 

想定断層名 
ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

(MW) 

最大津波高

（ｍ） 

津波到達時間最短値

（分） 

対馬海峡東の断層 7.2 2.15 96 

◎課題 

今回の国公表による最大津波高は，菊川断層を波源とする津波 1.7ｍとなっており，平成 24年

３月に福岡県が公表した対馬海峡東の断層を波源とする最大津波高 2.15ｍよりは低くなっている。 

一方，第一波の津波到達時間は，対馬海峡東の断層を波源とする津波 96分に対して，西山断層

を波源とする津波は 8分と非常に短くなっている。 

基礎調査（都道府県，国土交通大臣） 

最大クラスの津波の断層モデルの設定 

津波浸水シミュレーション，浸水想定の設定・公表（都道府県）  

津波災害（特別）警戒区域の指定（都道府県） ※現時点で県内の区域指定はない。 

警戒避難体制の整備（市町村等） 

・国（中央防災会議等）において検討された断層モデルを都道府県に提示【今回公表】 

・最大クラスの津波の断層モデル（波源域及びその変動量）の設定【今後県が検討】 
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平成２７年度版 

 

 福岡市地域防災計画 修正案 
 

 

１ 震   災   対   策  編 （ 1頁～11頁） 

２ 風  水  害  対  策  編 （12頁～26頁） 

３ 原 子 力 災 害 対 策 編 （27頁～28頁） 
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章節 頁 現　　行 修　正(案) 修 正 理 由

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

5 2　事務の大綱
(略)
(2)指定地方行政機関
(略)
大阪航空局福岡空港事務所
①指定地域上空の飛行規制及びその周知に関する事項
②航空通信連絡情報及び航空管制の整備に関する事項
③災害時における航空輸送の安全確保に関する事項
④飛行場及びその周辺における事故その他飛行場における事故に関する消
火及び救助に関する事項
⑤遭難航空機の捜索及び救助に関する事項

2　事務の大綱
(略)
(2)指定地方行政機関
(略)
大阪航空局福岡空港事務所
①指定地域上空の飛行規制及びその周知に関する事項
②災害時における航空輸送の安全確保に関する事項

国土交通省防災業務計画(震災
対策編)に基づき事務の大綱を
整理

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 福岡管区気象台
①気象，地象(地震にあっては，発生した断層による地震動に限る)，水
象の観測及びその成果の収集，発表に関する事項
②気象，地象，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に努め
る。
③市町村が行う避難勧告などの判断・伝達マニュアルやハザードマップ
などの作成に対する，技術的な支援・協力に関する事項
④災害の発生が予想されるときや，災害の発生時において，都道府県や
市町村に対して気象状況の推移やその予想の解説等を適宜行う。
⑤都道府県や市町村，その他の防災関係機関と連携し，防災気象情報の
利用促進，防災知識の普及啓発活動に努める。

福岡管区気象台
①気象，地象，水象の観測及びその成果の収集，発表を行う。
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・警報等の防災情報の発表，伝達及び解説を行う。
③気象業務に必要な観測，予報及び通信施設の整備に努める。
④地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。
⑤防災気象情報の理解促進，防災知識の普及啓発に努める。

気象庁施策の標準的な記載例
に基づき記載内容の見直しを
行い整理

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

8 (8)指定地方公共機関
(略)
(社)福岡県ＬＰガス協会福岡支部

(8)指定地方公共機関
(略)
福岡県福岡地区ＬＰガス協会

名称変更

第2章　災害予防計画
第2節　自主防災体制の整備

31 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
　地域や企業における防災リーダー養成のため平成１７年度から「博多あんぜ
ん・あんしん塾（博多あん・あん塾）」を開講し，毎年100名程度，10年間で1,000
名の「防災リーダー」（防災士）を養成する。また，塾修了者を「博多あん・あん
リーダー」として認定する。

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
　地域や企業の防災力の向上を目的に，平成１７年度から「博多あんぜん・あ
んしん塾（博多あん・あん塾）」を開講し，できるだけ早期に1,000名の「防災
リーダー」（防災士）を養成する。また，塾修了者を「博多あん・あんリーダー」と
して認定しており，当塾の継続実施により，「博多あん・あんリーダー」をより多
くの地域や企業へ浸透させ，防災リーダーの中核として活動してもらうことで，
地域防災力の底上げを図る。

事業継続に伴う内容修正

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

36 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。

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（資料編○○頁）
　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，災害種別毎に適合性を評価し，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。

災害種別毎の避難場所等の指
定に伴う修正

福岡市地域防災計画(震災対策編)修正案

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）

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
８０５名 ７７１名

（平成27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3節　被災者支援対策
第2　避難対策

37 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。
(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。

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。
(略)
(2)避難所（資料編○○頁）
　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。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。

災害種別毎の避難場所等の指
定に伴う修正

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

38 5 帰宅困難者対策
(略)
都市再生安全確保計画の策定については記載なし

5 帰宅困難者対策
(略)
(5)都市再生特別措置法に基づき，大規模な地震が発生した場合におけ
る滞在者等の安全を図るため，天神・博多駅周辺地区において都市再生
安全確保計画を策定する。

都市再生安全確保計画に関す
る事項の追記

第2章　災害予防計画
第3節　被災者支援対策
第3　要援護者対策

38 　災害発生時の要援護者の避難支援に備え，状況の把握を行うほか，情
報伝達方法，地域の「共助」による避難支援対策の推進について必要な
整備を行う。
　また，要援護者には，防火訪問などを通じて防災意識の向上を図ると
ともに，地域住民には防災講習会等を通じて要援護者への配慮について
啓発していく。
　さらに，「福岡市災害時要援護者避難支援対策に関する取り組み方
針」（以下「避難支援全体計画」という。）に基づき，地域の各種団体
の連携により，高齢者や障がい者等と地域住民の日常的なふれあいの中
で，災害時に備えた避難支援に関する具体的な計画を策定するしくみづ
くりを進めていく。

  災害発生時の要援護者の避難支援に備え，災害対策基本法や国の「避
難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び「福岡市災害時
要援護者避難支援対策に関する取り組み方針」（以下「避難支援全体計
画」という。）に基づき状況の把握を行うほか，情報伝達方法，地域の
「共助」による避難支援対策の推進について必要な整備を行う。
　また，要援護者には，防火訪問などを通じて防災意識の向上を図ると
ともに，地域住民には防災講習会等を通じて要援護者への配慮について
啓発していく。
　さらに，必要に応じて「避難支援全体計画」を見直し，地域の各種団
体の連携により，高齢者や障がい者等と地域住民の日常的なふれあいの
中で，災害時に備えた避難支援に関する具体的な計画を策定するしくみ
づくりを進めていく。
　災害対策基本法や国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
組指針」において，地域防災計画で定めることとされている事項につい
ては，下記及び「避難支援全体計画」（資料編○○頁）による。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

1 要援護者の把握・情報共有
(1)状況の把握
　高齢者，障がい者等の要援護者について，民生委員・児童委員等の協
力を得ながら，自力避難が困難な要援護者をリストアップし，「災害時
要援護者台帳」の整備を行う。

1 要援護者の把握・情報共有
(1)名簿に掲載する者の範囲
　「避難支援全体計画」に定める者とする。

名簿に記載する情報については記載なし
名簿に記載する情報の入手方法については記載なし

(2)名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法
　名簿作成に必要な個人情報は，災害対策基本法第49条の10第2項及び
「避難支援全体計画」に定める事項とし，その入手方法は，災害対策基
本法第49条の10第3項及び第4項並びに「避難支援全体計画」に定める方
法とする。

名簿の更新については記載なし (3)名簿の更新
　名簿は，年1回更新する。ただし，新たな情報を入手した場合は，必
要に応じて更新する。

避難支援等関係者となる者については記載なし (4)避難支援等関係者となる者
　「避難支援全体計画」に定める者とする。
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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2章　災害予防計画
第3節　被災者支援対策
第3　要援護者対策

38 1 要援護者の把握・情報共有
(2)自治協議会等への個人情報の提供
　災害時における要援護者の安否確認や避難支援に活用することを目的
として，災害時要援護者に関する情報の提供を希望する校区について
は，市と自治協議会等とが覚書を締結したうえで，自治協議会等への情
報提供に同意した要援護者の個人情報を「災害時要援護者情報提供同意
者名簿」として提供する。

1 要援護者の把握・情報共有
(5)名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市が求める措置
及び市が講ずる措置
　災害対策基本法第49条の13及び「避難支援全体計画」に定める措置と
する。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

避難支援等関係者の安全確保については記載なし (6)避難支援等関係者の安全確保
　避難支援等に携わる関係者が行う避難支援は，自身の安全が確保され
ることを前提とした上で，地域の実情や災害の状況に応じて，可能な範
囲で行うものとする。なお、避難支援等に従事したことにより、死亡
し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合
は、災害対策基本法第65条及び第84条第１項の損害補償の対象となる。

(3)要援護者や地域への定期的な制度の周知
　地域の「共助」による要援護者の避難支援を拡充するため，「災害時
要援護者支援ハンドブック」等を活用し，高齢者・障がい者に対して
「災害時要援護者台帳」への登録や地域への情報提供に同意を呼びかけ
るとともに，自治協議会等への定期的な制度の周知を図り，全校区での
覚書の締結を目指す。

(7)要援護者や地域への定期的な制度の周知
　地域の「共助」による要援護者の避難支援を拡充するため，「災害時
要援護者支援ハンドブック」等を活用し，高齢者・障がい者に対して
「災害時要援護者台帳」への登録や地域への情報提供に同意を呼びかけ
るとともに，自治協議会等への定期的な制度の周知を図り，全校区での
覚書の締結を目指すとともに，避難支援等に携わる関係者の拡充を目指
す。

第2章　災害予防計画
第3節　被災者支援対策
第3　要援護者対策

39 3「避難支援全体計画」に基づく避難支援対策の充実・強化
　国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を踏まえ，地域の住
民や各種団体が参画・協力した「共助」による避難支援が適切かつ円滑
に実施されるよう，「避難支援全体計画」に基づき，災害時要援護者避
難支援対策の充実・強化を図る。

3「避難支援全体計画」に基づく避難支援対策の充実・強化
　災害対策基本法や国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
組方針」を踏まえ，地域の住民や各種団体が参画・協力した「共助」に
よる避難支援が適切かつ円滑に実施されるよう，「避難支援全体計画」
に基づき，災害時要援護者避難支援対策の充実・強化を図る。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

4 高齢者・障がい者以外の災害時要援護者対策の研究
　高齢者・障がい者以外の乳幼児，妊産婦，外国人などの災害時要援護
者についても，関係各局，関係機関，地域及び福祉関係団体等が連携
し，国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に基づく，具体的
な支援対策の研究を行う。

4 高齢者・障がい者以外の災害時要援護者対策の研究
　高齢者・障がい者以外の乳幼児，妊産婦，外国人などの災害時要援護
者についても，関係各局，関係機関，地域及び福祉関係団体等が連携
し，災害対策基本法や国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する
取組方針」に基づく，具体的な支援対策の研究を行う。

第2章　災害予防計画
第4節　防災都市づくり
第1　震災に強い都市づくり

43 3 震災に強い都市づくりの推進方策
(略)
(4)都心部の安全確保(エリア防災の推進)
(略)
②基本的な考え方
(略)
都市再生安全確保計画の策定については記載なし

3 震災に強い都市づくりの推進方策
(略)
(4)都心部の安全確保(エリア防災の推進)
(略)
②基本的な考え方
(略)
5)都市再生特別措置法に基づき，大規模な地震が発生した場合における
滞在者等の安全を図るため，天神・博多駅周辺地区において都市再生安
全確保計画を策定する。

都市再生安全確保計画に関す
る事項の追記

第2章　災害予防計画
第4節　防災都市づくり
第3　オープンスペースの確保

45 1 公園整備等計画
(略)

1 公園整備等計画
(略)

時点修正

公園名 公園計画面積 整備予定年度

・・ ・・ ・・

舞鶴公園 46.9 平成26年度以降

アイランドシティ中央公園 21.9 ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

削除 削除 削除

公園名 公園計画面積 整備予定年度

・・ ・・ ・・

舞鶴公園 42.4 平成23～27年度

アイランドシティ中央公園 17.3 ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

油山桜公園 4.9 平成26年度以降
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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　公共土木構造物の耐震対策

46 3 高潮，津波災害予防計画
(略)
津波浸水想定の設定については記載なし

3 高潮，津波災害予防
(略)
(3)津波浸水想定の設定
　福岡県が「津波防災地域づくりに関する法律(津波防災地域づくり
法)(平成23年法律第123号)」に基づき，平成25年度から基礎調査を行
い，津波浸水想定の検討を進めている。今後，公表結果を踏まえ，津波
ハザードマップを作成し，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。

福岡県の動向に合わせて追記

第2章 災害予防計画
第5節 津波災害予防

55 5 避難対策の強化
(略)
(1)津波ハザードマップの作成・配布
　津波の際に適切な判断を行い，的確な避難行動ができるよう，津波の
危険度や避難場所，避難の判断に資する情報を，市民に分かりやすく提
供するための津波ハザードマップの作成・周知について検討する。

5 避難対策の強化
(略)
(1)津波ハザードマップの作成・配布
　福岡県が公表を予定している「津波防災地域づくり法」に基づく浸水
想定と，市民の適切な避難行動に資する情報を載せた津波ハザードマッ
プを作成し，周知を図る。

福岡県の動向に合わせて修正

第2章　災害予防計画
第7節　業務継続計画の策定

58 1　市における業務継続計画
　市は，大規模な地震が発生した場合において，市民の生命，身体，財産を
守り，生活の早期復旧を図るため，災害発生時にも行政機能を確保し，迅速
かつ的確な応急対策を実施する必要がある。同時に災害時であっても継続が
求められる業務もあることから，あらかじめ，行政サービスの提供を維持する
ための優先業務を特定し，職員の配備体制や応援体制等を定める「業務継続
計画」を策定する。

1　市における業務継続計画
　市は，大規模な地震が発生した場合において，市民の生命，身体，財産を
守り，生活の早期復旧を図るため，災害発生時にも行政機能を確保し，迅速
かつ的確な応急対策を実施する必要がある。同時に災害時であっても継続が
求められる業務もあることから，あらかじめ，行政サービスの提供を維持する
ための優先業務を特定し，職員の配備体制や応援体制等を定めた「福岡市業
務継続計画」を策定し，当該計画に基づき，大規模地震の発生に備え，平常
時から全庁的に業務継続力の向上に努めることとする。

福岡市業務継続計画の策定に
伴う修正

（1）「業務継続計画」の趣旨・目的
○　 過去の災害では，庁舎の被災や停電等により，自治体の業務継続に支
障を及ぼす事態も見られることから，大規模な地震発生時においても，「地域
防災計画」に定めた業務が円滑に実施できるためには，自治体自身が被災
し，制約が伴う状況下にあっても，業務を遂行できる体制をあらかじめ整えて
おく必要がある。
○　また，自治体は，平常時から住民への公共サービスの提供を担っている
が，これらの業務の中には，災害時であっても継続が求められる業務があるこ
とから，大規模な地震発生時に優先的に継続すべき通常業務の特定及びそ
の執行体制についても，あらかじめ検討しておく必要がある。
○　 したがって，「業務継続計画」とは，ヒト，モノ，情報及びライフライン等利
用できる資源に制約がある状況下において，応急業務及び継続性の高い通
常業務（以下「非常時優先業務」という。）を特定するとともに，非常時優先業
務の業務継続に必要な資源の確保・配分や，そのための手続きの簡素化，指
揮命令系統の明確化等について必要な措置を講じることにより，大規模な地
震災害時にあっても，適切な業務遂行を行うことを目的とした計画である。（内
閣府の『業務継続の手引きとその解説』から抜粋）

削除

（2）「業務継続計画」策定のための主な検討事項
〇業務継続体制を検討するための体制
・全庁的な検討体制の構築
・国や県，関係自治体，防災関係機関，事業者等との連携や調整等
〇業務継続体制の検討
・検討の対象及び実施体制
・被害状況の想定
・非常時優先業務の選定
・必要資源に関する分析と対策の検討
・非常時の対応の検討
〇業務継続体制の向上
・教育，訓練等
・点検，是正

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

65 1 情報収集態勢
(略)
(2)設置基準
①風水(雪)害
・大雨注意報発表時
・洪水注意報発表時
・暴風雪警報発表時
・大雪警報等発表時

1 情報収集態勢
(略)
(2)設置基準
①風水(雪)害・土砂災害
・大雨注意報発表時
・洪水注意報発表時
・暴風雪警報発表時
・大雪警報等発表時

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

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

66 3 対策本部
(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。

3 対策本部
(略)
(2)設置基準
①風水(雪)害・土砂災害
・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。

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

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

67 5 区災害対策本部
(略)
(3)区災害対策本部の組織
(略)
②区災害対策副本部長　区政推進部長，市民部長，地域整備部長，保健
福祉センター所長及び保健福祉センター副所長(博多区においては総務
部長，地域支援部長，地域整備部長，保健福祉センター所長及び保健福
祉センター副所長)

5 区災害対策本部
(略)
(3)区災害対策本部の組織
(略)
②区災害対策副本部長，総務部長，市民部長，地域整備部長，保健福祉
センター所長及び保健福祉センター部長(東区，博多区，南区のみ)

組織改編に伴う修正

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

68 1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第1・地震第1
配備につく職員
(特定の部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員
記載なし

1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第1・地震第1
配備につく職員
(特定の部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・土砂災害の警戒に必要な人員
・避難所開設準備に必要な人員

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

(図中)
水防第1・地震第1
業務例示
・動員計画の準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般
記載なし

(図中)
水防第1・地震第1
業務例示
・動員計画の準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・避難準備情報，避難勧告，避難指示の発令検討・準備
・避難所の開設検討・準備
・自主避難者対応

(図中)
水防第2
発令基準
・被害発生が予想され，事前の警戒措置を図る必要がある場合
記載なし

(図中)
水防第2
発令基準
・被害発生が予想され，事前の警戒措置を図る必要がある場合
・土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報，福岡県が公表する土砂災
害危険度情報，市民からの通報件数等の情報を基に必要があると判断し
た場合
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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2 職員の動員・配備

68 1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第2
配備につく職員
(特定の部を対象)
・警戒パトロール等の事前対策及び単発的な災害現場活動などの初動体
制がとれる人員
記載なし
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員

1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第2
配備につく職員
(特定の部を対象)
・警戒パトロール等の事前対策及び単発的な災害現場活動などの初動体
制がとれる人員
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・一定数の避難所の開設準備・開設が可能な人員
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

(図中)
水防第2
業務例示
(特定の部を対象)
・災害対策資機材の確認，調達
・災害危険箇所の事前調査
・市民広報
記載なし
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・動員計画準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般

(図中)
水防第2
業務例示
(特定の部を対象)
・災害対策資機材の確認，調達
・災害危険箇所の事前調査
・市民広報
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・避難準備情報，避難勧告，避難指示の発令検討・準備・発令
・一定数の避難所の開設準備・開設
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・動員計画準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般

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

69 1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第3・地震第2
発令基準
・現に災害が発生しつつあり，かつ被害が拡大するおそれがある場合
記載なし

1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第3・地震第2
発令基準
・現に災害が発生しつつあり，かつ被害が拡大するおそれがある場合
・土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報，福岡県が公表する土砂災
害危険度情報，市民からの通報件数等の情報を基に必要があると判断し
た場合

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

(図中)
水防第3・地震第2
配備につく職員
・複数の災害現場活動に必要な人員
・複数の避難所開設準備等大規模災害に備えた具体的応急活動が可能な
人員

(図中)
水防第3・地震第2
配備につく職員
・複数の災害現場活動に必要な人員
・複数の避難所開設等大規模災害に備えた具体的応急活動が可能な人員

(図中)
水防第3・地震第2
業務例示
・災害応急活動
・避難勧告
・避難所開設準備

(図中)
水防第3・地震第2
業務例示
・災害応急活動
・避難勧告，避難指示の発令
・複数の避難所の開設
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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2 職員の動員・配備

69 ※　配備の強化・縮小
　災害対策本部長が災害の規模及び特殊性により上表の配備態勢により
難しいと認めたときは，その都度臨機応変の配備態勢を指令する。
記載なし

※　配備の強化・縮小
　災害対策本部長が災害の規模及び特殊性により上表の配備態勢により
難しいと認めたときは，その都度臨機応変の配備態勢を指令する。
※　土砂災害対応が必要と認められるときの配備態勢
　土砂災害対応が必要と認められるときは，水防の配備態勢にかかわら
ず，各部において所要の配備態勢をとるものとする。

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

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

70 5 職員の把握及び報告
(2)登庁職員の状況は，各部及び区災害対策本部において把握し，その
人員及び活動人員の過不足について定時に総括部に報告する。(出動人
員報告書：資料編 149 頁)

5 職員の把握及び報告
(2)登庁職員の状況は，各部及び区災害対策本部において把握し，速や
かに災害対応支援システムに入力する。なお，災害対応支援システムが
使用できない場合は，出動人員報告書により総括部に報告する。 (出動
人員報告書：資料編 149 頁)

報告要領（災害対応支援シス
テムの活用）の明確化

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

75 2　広域応援体制
(1)応援要請先及び主たる応援活動内容
①災害時相互応援協定（本市が当事者となっているもの）
1）「21大都市災害時相互応援に関する協定」  政令指定都市及び東京
都（資料編 458 頁）
(略)
2）「九州九都市災害時相互応援に関する協定」 九州内県庁所在都市及
び政令指定都市(資料編 462頁)
(略)
3）「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」
福岡県内の市町村(資料編464頁)
(略)
4）「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」(資料編
467頁)
広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画ついては記載なし

「九州市長会における災害時の相互支援体制について」については記載
なし

2　広域応援体制
(1)応援要請先及び主たる応援活動内容
①災害時相互応援協定（本市が当事者となっているもの）
1）「21大都市災害時相互応援に関する協定」  政令指定都市及び東京
都（資料編 458 頁）
(略)
2）「九州九都市災害時相互応援に関する協定」 九州内県庁所在都市及
び政令指定都市(資料編 462頁)
(略)
3）「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」
福岡県内の市町村(資料編464頁)
(略)
4）「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」(資料編
467頁)
5）「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」指定都市
市長会（資料編○○頁)
6）「九州市長会における災害時の相互支援体制について(H25.5.6 九州
市長会総会申合せ)」九州市長会（資料編○○頁）

広域応援体制の拡充に伴う修
正

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

85 3 広報の手段
(4)その他の広報の手段
(略)
防火用サイレン付拡声器については記載なし

3 広報の手段
(4)その他の広報の手段
(略)
⑧防災用サイレン付拡声器
　緊急に避難の呼びかけや注意喚起等を行う必要がある場合などの伝達
手段として活用を図る。

広報手段の拡大に伴う修正

第3章　災害応急対策計画
第7節　避難対策

93 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
(略)

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（資料編○○頁）
(略)

災害種別毎の避難場所等の指
定に伴う修正

区  分 用        途   備  考 
一 時 避 難 所 １人につき２㎡程度の面積を基準として50人以上を収容できる施設  

 
災害時の収容施設 
 
 

収 容 避 難 所 
給食設備を有するか，又は応急的に給食設備として利用できる施設 
があるものであって１人につき４㎡程度の面積を基準として 
100人以上を収容することができる施設 

地区避難場所 
震災及び大火災により，特定の地域において人命に大きな被害が予 
測される場合，住民が容易に避難し得る至近距離にある場所 

 
 
震災，大火災時の 
避難広場 
 
 

広域避難場所 
震災及び大火災により，広域にわたって人命に大きな被害が予測さ 
れる場合の大規模な避難に適する場所 

その他緊急の場合で，あらかじめ指定された避難所を使用できない場合は，もよりの民間施設，応急仮設テ
ント等を使用する。 
 

区  分 定       義 備  考 
一 時 避 難 所 １人につき２㎡程度の面積を基準として50人以上を収容できる施設 

災害種別毎に，適合性
について評価し指定 

収 容 避 難 所 
給食設備を有するか，又は応急的に給食設備として利用できる施設 
があるものであって１人につき４㎡程度の面積を基準として 
100人以上を収容することができる施設 

地区避難場所 
特定の地域において人命に大きな被害が予測される場合，住民が容易
に避難し得る至近距離にある場所 

災害種別毎に，適合性
について評価し指定 

広域避難場所 
広域にわたって人命に大きな被害が予測される場合の大規模な避難
に適する場所 

その他緊急の場合で，あらかじめ指定された避難所を使用できない場合は，もよりの民間施設，応急仮設テ
ント等を使用する。 
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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7節　避難対策
第2　避難勧告・指示，警戒区域の設
定

94 1 避難勧告指示
(略)
(1)避難勧告・指示の基準
(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)

1 避難勧告指示
(略)
(1)避難勧告・指示の基準
(略)
④津波注意報が発表された場合。
(海岸堤防等より海側の地域における漁業従事者，沿岸の港湾施設等の
従事者，海水浴客等)
⑤大津波警報・津波警報が発表された場合。または，停電，通信途絶等
により，津波警報等を適時に受けることができない状況において，強い
揺れ(震度4程度以上)を感じた場合，あるいは，揺れは弱くとも1分程度
以上の長い揺れを感じた場合。
(「津波に関する防災アセスメント調査報告書」で想定される最大津波
〔朔望平均満潮位〕によって浸水が想定される区域)

避難勧告等の判断・伝達マニュ
アル作成ガイドラインの改定に
伴う修正

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

99 3 避難所の運営
(略)
(3)避難生活の維持
①食料，水，日用品等の配分
(略)
(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。

3 避難所の運営
(略)
(3)避難生活の維持
①食料，水，日用品等の配分
(略)
(毛布等の配布)
　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。

毛布が設置されていない公民館
もあるため文言を整理

第3章　災害応急対策計画
第8節　警備・交通対策
第3　海上警備対策の実施

102 　海上の災害から市民の生命財産を保護し，社会公共の秩序を図るため，災
害発生と同時に必要な箇所に巡視船艇等を派遣して，次の措置を講ずる。
(1)船舶交通の制限等による海上交通の安全確保
(2)犯罪の予防，取締まり
(3)関係機関との情報連絡の強化
第4  海上の交通規制（海上保安部）
1　災害による船舶交通の障害の発生により，付近海域において船舶交通の
危険が生じ，又は生じるおそれがあり危険を防止する必要があると認める場
合，若しくは港内において船舶交通の安全のため必要があると認める場合
は，船舶の交通を制限し，又は禁止する措置を講ずる。
2　上記措置を実施する場合，緊急通信，安全通信等により船舶等に周知す
るとともに，巡視船艇等により対象海域の警戒に当たる。

　海上の災害から市民の生命財産を保護し，社会公共の秩序を図るため，災
害発生と同時に必要な箇所に巡視船艇等を派遣して，次の措置を講ずる。
(1)削除
(1)犯罪の予防，取締まり
(2)関係機関との情報連絡の強化
第4  海上の交通規制（海上保安部）
1　災害による船舶交通の障害の発生により，付近海域において船舶交通の
危険が生じ，又は生じるおそれがあり危険を防止する必要があると認める場
合，若しくは港内において船舶交通の安全のため必要があると認める場合
は，船舶の交通を制限し，又は禁止する措置を講ずる。
2　上記措置を実施する場合，緊急通信，安全通信等により船舶等に周知す
るとともに，巡視船艇等により対象海域の警戒に当たる。

(1)の項目が第4の内容と重複す
るため削除

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

105 1 陸上交通の確保
(略)
(3)道路の啓開
(略)
災害時における車両の移動等については記載なし

1 陸上交通の確保
(略)
(3)道路の啓開
(略)
⑤道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合，緊急通行
車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは，運転者等に対し車
両の移動等の命令を行うものとし，運転者がいない場合等においては，
自ら車両の移動等を行うものとする。また，車両等の移動場所を確保す
るためやむを得ない必要があるときは，その必要な限度において，他人
の土地を一時使用し，または竹木その他の障害物を処分することができ
る。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

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

106 3　航空路等の確保
(1)臨時ヘリポートの開設
　  必要に応じて臨時ヘリポートを開設し使用する。
(2)  航空施設
　福岡空港の滑走路，エプロンその他の空港土木基本施設が被害を受けた
場合，当該施設の早期復旧に努めるほか，緊急輸送の確保，航空交通の早
期再開を図る。
　なお，空港保安施設の災害については，直ちに早期復旧工事を実施する。

3　航空路等の確保
　空港施設，航空管制施設等の緊急点検を実施し，施設被害情報の収集に
努める。
　また，空港施設，航空管制施設等が被害を受けた場合には，当該施設の早
期復旧に努めるほか，緊急輸送の確保，航空交通の早期再開を図る。

国土交通省防災業務計画(震災
対策編)に基づき，災害応急対
策計画の内容を整理
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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
第9節　緊急輸送対策
第5　交通機関による交通の確保

108 2 西日本鉄道株式会社
(1)災害時の列車の運転規則
  災害時などにより，列車の運行に危難が生じるおそれがあるときは，
その状況を考慮して列車の運転を一時中止するなど危難防止の措置を講
じる。
災害時には，「運転取扱心得」，「緊急時の救急体制要綱」，「異常時
の対応マニュアル」に基づき，対処する。

2 西日本鉄道株式会社
(1)災害時の列車の運転規則
  災害時発生時における列車の運行規制については，｢運転実施基準」
「緊急時の救急体制要綱」「風水害」「気象警戒要領」に基づき対処す
る。

運転取扱における規則の変更
および気象条件による運行基準
の追記

第3章
第9節　緊急輸送対策
第5　交通機関による交通の確保

108 2 西日本鉄道株式会社
(略)
(2)災害時の代替輸送方法
　列車の運転休止が長時間にわたると認められるときは，バスによる臨
時輸送など代替バス輸送を実施する。

2 西日本鉄道株式会社
(略)
(2)災害時の代替輸送方法
列車の運転休止が長時間にわたると認められるときは，当社バスによる
臨時輸送など代替バス輸送を実施する。

文言修正

第3章　災害応急対策計画
第10節　生活救援対策
第1　食料の調達

110 1 食料の調達
(1)調達方法
(略)
②調達先，手順
  区ごとに避難者数の概数を集計し，必要量を算出する。
　政府管理米穀，日赤備蓄食糧の提供を依頼するとともに，市内の食糧
取扱業者に必要量を発注する。

1 食料の調達
(1)調達方法
(略)
②調達先，手順
  区ごとに避難者数の概数を集計し，必要量を算出する。
　政府所有米穀の提供を依頼するとともに，市内の食糧取扱業者に必要
量を発注する。

文言修正

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

125 4　臨時の予防接種の実施
災害の状況，被災地の感染症発生状況により，予防接種，予防内服等を実施
する。

5　患者の入院等
入院勧告等
　被災地において第1類(保菌者を含む)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。

4　臨時の予防接種の実施
災害の状況，被災地の感染症発生状況により，臨時の予防接種の必要性が
ある場合は，県知事の指示により，種類，対象，期間等を定めて，臨時の予防
接種を実施する。

5　患者の入院等
入院勧告等
　災害地に一類感染症(無症状病原体保有者及び疑似症患者を含む)及び二
類感染症の患者が発見され，市長がまん延を防止するため必要があると認め
るときは，感染症指定医療機関，またこれが困難な場合は，市長が適当と認
める医療機関に入院すべきことを勧告する等の措置を行う。

予防接種法に基づき予防接種
に関する内容の整理

感染症法では保菌者という文言
は使用されていないため内容を
整理

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

126 6　消毒の実施
(1)感染症が発生し，又は発生するおそれがある地域においては消毒を実施
する。
(2)清潔保持のため，必要に応じて消毒薬の配布又は消毒を実施する。

7　防疫及び衛生確保
(略)
(2)感染症が発生し，又は発生するおそれがある場合は，蔓延防止のために
必要な検便等の検査を行う。

6　消毒の実施
(1)市長が感染症の発生を予防し，又はそのまん延を防止するために必要が
あると認めるときは，該当地域の消毒を実施する。
(2)清潔保持のため，必要に応じて消毒を実施する。

7　防疫及び衛生確保
(略)
(2)市長が，一類感染症，二類感染症，三類感染症又は新型インフルエンザ等
感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは，当該感染症患
者等に対し，健康診断を受けることの勧告等を行い，必要な検査を実施する。

感染症法に基づき消毒の措置
等に関する内容の整理

感染症法に基づき健康診断等
に関する内容の整理

第3章  災害応急対策計画
第15節 行方不明者の捜索，遺体の措
置・埋火葬
第2    遺体の収容・処置

131 2 遺体の収容等
(略)
(4)身元が確認された遺体については，遺族等に引き渡すものとし，身
元が確認されない場合は行旅病人及行旅死亡人取扱法の手続きにより処
置する。
　また，遺体の身元は判明したものの，引き取り者が不明な場合，或い
は身元が判明したものの，引き取り者がこれを拒否した場合は，死亡地
又は死者の本籍地を管轄する市区町村長等がこれを引き取り，行旅病人
及行旅死亡人取扱法の手続きにより処置する。

2 遺体の収容等
(略)
(4)身元が確認された遺体については，遺族等に引き渡すものとし，身
元が確認されない場合は行旅病人及行旅死亡人取扱法の手続きにより処
置する。
　また，遺体の身元は判明したものの，引き取り者が不明な場合，或い
は身元が判明したものの，引き取り者がこれを拒否した場合は，死亡地
を管轄する市区町村長等がこれを引き取り，墓地，埋葬等に関する法律
の手続きにより処置する。

警察等が取り扱う死体の死因ま
たは身元の調査等に関する法
律に基づき内容の整理
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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
第17節　危険物施設等の応急対策
第3　火薬類施設の応急措置

138 2  引火爆発防止等の措置
(略)
(1)ストーブ，こんろ等火気使用設備・器具の使用停止を行う。
(2)電源・ガスを供給遮断する。

2 引火爆発防止等の措置
(略)
(1)火気使用設備・器具の使用停止を行う。
(2)電源を供給遮断する。

文言修正

第3章　災害応急対策計画
第19節　公共施設等の応急対策
第4　公園その他の公共施設

146 1 公園施設
(略)
〇区管理公園
区災害対策本部が，住宅都市部及び(公財)福岡市緑のまちづくり協会と
の連携のもとに，委託業者等の協力を得て実施する。

1 公園施設
(略)
〇区管理公園
区災害対策本部が，住宅都市部との連携のもとに，委託業者等の協力を
得て実施する。

削除

外郭団体との随意契約見直しに
伴う修正

第3章　災害応急対策計画
第19節　公共施設等の応急対策
第4　公園その他の公共施設

147 1 公園施設
(略)
(2)施設利用者等の安全確保
①避難誘導等
(略)
2)避難誘導実施者
指定管理者職員
(財)福岡市森と緑のまちづくり協会職員
年間管理委託業者の常駐職員
行事・催物等の主催者
(略)

②立入禁止等
　利用者の安全確保のため，公園内の施設等への立ち入りを禁止又は制
限する。
1)被害状況の把握と安全性の確認
市職員，指定管理者，(公財)福岡市緑のまちづくり協会，年間管理委託
業者及び年間管理協力業者により，現地調査を行い被害状況を把握す
る。

1 公園施設
(略)
(2)施設利用者等の安全確保
①避難誘導等
(略)
2)避難誘導実施者
指定管理者職員
年間管理委託業者の常駐職員
行事・催物等の主催者
(略)

②立入禁止等
　利用者の安全確保のため，公園内の施設等への立ち入りを禁止又は制
限する。
1)被害状況の把握と安全性の確認
市職員，指定管理者，年間管理委託業者及び年間管理協力業者により，
現地調査を行い被害状況を把握する。

外郭団体との随意契約見直しに
伴う修正

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
第4　都市ガス施設

154 　地震が発生し，被害が発生した場合は，「防災に関する計画」に基づ
き災害対策本部を設置し，社内各部署の連絡協力のもと応急対策を実施
する。

　地震が発生し，被害が発生した場合は，「防災業務計画」に基づき災
害対策本部を設置し，社内各部署の連絡協力のもと応急対策を実施す
る。

名称変更

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
第4　都市ガス施設

155 1 緊急対策
(略)
(3)二次災害防止措置
(略)
②供給停止判断
地震発生時のガス供給停止判断は，以下に基づいて行う。
1)地震計のＳＩ値が60ｶｲﾝ以上を記録，または，製造所・供給所からの
送出量の大変動，主要整圧器等の圧力の大変動により供給継続が困難と
考えられる場合には，単位ブロック又は統合ブロックを単位として，直
ちにガス供給を停止する。
2)地震計のＳＩ値が30ｶｲﾝ以上60ｶｲﾝ未満となった地域についても，ガス
製造設備，供給設備の安全確認を直ちに行い，二次災害発生のおそれが
ある場合は，単位ブロック又は統合ブロックを単位としてガスの供給を
速やかに停止する。

1 緊急対策
(略)
(3)二次災害防止措置
(略)
②地震時の供給停止判断
1)地震が発生した場合、次の各号に掲げるような大きな災害が確認され
たブロックでは、供給停止を行う。
・ＳＩ値が60ｶｲﾝ以上を記録した地域及び製造所又は供給所ガスホル
ダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変動により供給継続が
困難な地域については、直ちにガス供給停止を決定する。
・ＳＩ値が30ｶｲﾝ以上60ｶｲﾝ未満となった地域については、緊急巡回点検
やガス漏えい通報の受付状況等から経時的に得られる被害状況により、
二次災害の発生が予測される場合は、速やかにガス供給を停止する。
2)供給継続地区については、保安巡回等の保安確保のための必要な対策
を行う。

西部ガス防災業務計画の変更
に伴う修正

（公財）福岡市緑のまちづくり協会緑地環境課 

10



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20節　ﾗｲﾌﾗｲﾝ施設の応急対策
第5　ＬＰガス施設(福岡県福岡地区
ＬＰガス協会)

156 第5 ＬＰガス施設(社団法人福岡県ＬＰガス協会福岡支部)
(略)
(1)対策本部の設置
　福岡市内に地震により重大な災害が発生した場合に，福岡市内のＬＰ
ガス施設の保安の確保と安全供給に万全を期すため，社団法人福岡県Ｌ
Ｐガス協会福岡支部は，福岡市ＬＰガス協会福岡支部ＬＰガス対策本部
を設置する。
　災害対策本部は，本部長，副本部長，各部会長，各保安委員長，及び
会員により構成する。また現地での対策を円滑にするため，必要に応じ
て現地対策本部を設置する。

第5 ＬＰガス施設(福岡県福岡地区ＬＰガス協会)
(略)
(1)対策本部の設置
　福岡市内に地震により重大な災害が発生した場合に，福岡市内のＬＰ
ガス施設の保安の確保と安全供給に万全を期すため，福岡県福岡地区Ｌ
Ｐガス協会は，福岡市ＬＰガス協会福岡地区ＬＰガス対策本部を設置す
る。
　災害対策本部は，本部長，副本部長，各支部長，各保安委員長，及び
会員により構成する。また現地での対策を円滑にするため，必要に応じ
て現地対策本部を設置する。

名称変更

第4章　災害復旧計画
第2節　市民生活再建のための施策
第3　租税等の減免等

161 1 租税の減免・徴収猶予等
(略)
(2)所得税の還付又は徴収猶予
(略)
②還付又は徴収猶予額
1)合計所得金額の見積額が500万円以下であるとき
ア 災害のあった日以後徴収を受くべきその年分の所得税の徴収を猶予
する。
(略)
2)合計所得金額の見積額が500万円を超え750万円以下であるとき
ア 6月30日以前に災害を受けたときは，災害のあった日から6月を経過
する日の前日までの間の所得税の徴収を猶予する。
イ 7月1日以後に災害を受けたときは，災害のあった日以後徴収を受く
べきその年分の所得税を徴収猶予し，かつその年の7月1日以後災害の
あった日までの間に徴収された税相当額を還付する。
ウ　被災給与所得者が災害被災者に対する租税の減免，徴収猶予等に関
する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第3条の2第4項の規
定の適用を受ける旨の申請をしたときは，災害のあった日以後に徴収を
受けるべきその年分の所得税額の2分の1の額を徴収猶予し，かつ，その
年の1月1日から災害のあった日までの間に徴収された税額の2分の1額を
還付する。
3)合計所得金額の見積額が750万円を超え1,000万円以下であるとき災害
のあった日から3月を経過する日の前日(その日が災害のあった日に属す
る年の12月31日後であるときはその年12月31日)までの間の所得税の徴
収を猶予する。

1 租税の減免・徴収猶予等
(略)
(2)所得税及び復興特別所得税の還付又は徴収猶予
(略)
②還付又は徴収猶予額
1)合計所得金額の見積額が500万円以下であるとき
ア災害のあった日以後徴収を受くべきその年分の所得税及び復興特別所
得税の徴収を猶予する。
(略)
2)合計所得金額の見積額が500万円を超え750万円以下であるとき
ア 6月30日以前に災害を受けたときは，災害のあった日から6月を経過
する日の前日までの間の所得税及び復興特別所得税の徴収を猶予する。
イ 7月1日以後に災害を受けたときは，災害のあった日以後徴収を受く
べきその年分の所得税及び復興特別所得税を徴収猶予し，かつその年の
7月1日以後災害のあった日までの間に徴収された税相当額を還付する。
ウ 被災給与所得者が災害被災者に対する租税の減免，徴収猶予等に関
する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第3条の2第4項の規
定の適用を受ける旨の申請をしたときは，災害のあった日以後に徴収を
受けるべきその年分の所得税額及び復興特別所得税額の2分の1の額を徴
収猶予し，かつ，その年の1月1日から災害のあった日までの間に徴収さ
れた税額の
2分の1額を還付する。
3)合計所得金額の見積額が750万円を超え1,000万円以下であるとき災害
のあった日から3月を経過する日の前日(その日が災害のあった日に属す
る年の12月31日後であるときはその年12月31日)までの間の所得税及び
復興特別所得税の徴収を猶予する。

「東日本大震災からの復興の
ための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特
別措置法」の施行に伴う修正

第4章　災害復旧・復興計画
第2節　市民生活再建のための施策
第3　租税の減免等

162 3 国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負担
金の減免，徴収猶予等
(1)国民健康保険料の減免
　震災，風水害，火災などの災害により住宅，家財又はその他の財産に
著しい損害を受け，生活が困難となり，保険料を完納することができな
くなった者については，申請により，災害の発生した日の属する月以降
の納期に係る保険料額に，前年の所得金額及び損害の程度に応じ一定の
割合を乗じた額の保険料を減免する。なお，減免の期間は，災害の発生
した日の属する月から1ヵ年以内の範囲とする。

3 国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負担
金の減免，徴収猶予等
(1)国民健康保険料の減免
　震災，風水害，火災などの災害により住宅，家財又はその他の財産に
著しい損害を受け，生活が困難となり，保険料を完納することができな
くなった者については，申請により，災害の発生した日の属する月以降
の納期に係る保険料額に，損害の程度に応じ一定の割合を乗じた額の保
険料を減免する。なお，減免の期間は，災害の発生した日の属する月か
ら1ヵ年以内の範囲とする。

前年の所得金額の文言につい
ては誤記のため削除

第4章　災害復旧・復興計画
第2節　市民生活再建のための施策
第3　租税の減免等

162 3　国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負
担金の減免，徴収猶予等
(略)
(2)国民健康保険料の徴収猶予
　被災世帯のうち，減免の対象とならない納付義務者で，納付すべき保
険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合にお
いては，申請により，その徴収を猶予する。
　なお，徴収猶予の期間は，災害を受けた日から6ヶ月以内の範囲と
し，徴収猶予した期間に対応する延滞金については免除する。

3　国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負
担金の減免，徴収猶予等
(略)
(2)国民健康保険料の徴収猶予
　納付義務者がその資産について震災，風水害，落雷，火災その他の災
害を受け，納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することがで
きないと認める場合においては，申請によって納付することができない
と認められる金額を限度として6ヶ月以内の期間を限って徴収を猶予す
る。

福岡市国民健康保険条例に
沿った内容に変更
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章節 頁 現　　行 修　正(案) 修 正 理 由

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
(略)
(2)指定地方行政機関
(略)
大阪航空局福岡空港事務所
①飛行場及びその周辺における事故その他飛行場における事故に関する消
火及び救助に関する事項
②遭難航空機の捜索及び救助に関する事項

2  事務の大綱
(略)
(2)指定地方行政機関
(略)
大阪航空局福岡空港事務所
①指定地域上空の飛行規制及びその周知に関する事項
②災害時における航空輸送の安全確保に関する事項

国土交通省防災業務計画(風水
害対策編)に基づき事務の大綱
を整理

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

5 2 事務の大綱
(略)
(2)指定地方行政機関
(略)
福岡管区気象台
①気象，地象(地震にあっては，発生した断層による地震動に限る)，水
象の観測及びその成果の収集，発表に関する事項
②気象，地象，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に努め
る。
③市町村が行う避難勧告などの判断・伝達マニュアルやハザードマップ
などの作成に対する，技術的な支援・協力に関する事項
④災害の発生が予想されるときや，災害の発生時において，都道府県や
市町村に対して気象状況の推移やその予想の解説等を適宜行う。
⑤都道府県や市町村，その他の防災関係機関と連携し，防災気象情報の
利用促進，防災知識の普及啓発活動に努める。

2 事務の大綱
(略)
(2)指定地方行政機関
(略)
福岡管区気象台
①気象，地象，水象の観測及びその成果の収集，発表を行う。
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・警報等の防災情報の発表，伝達及び解説を行う。
③気象業務に必要な観測，予報及び通信施設の整備に努める。
④地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。
⑤防災気象情報の理解促進，防災知識の普及啓発に努める。

気象庁施策の標準的な記載例
に基づき記載内容の見直しを
行い整理

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 2 事務の大綱
(略)
(8)指定地方公共機関
(社)福岡県ＬＰガス協会福岡支部

2 事務の大綱
(略)
(8)指定地方公共機関
福岡県福岡地区ＬＰガス協会

名称変更

第2章　災害予防計画
第1節　災害予防
第2　都市防災

14 3 都市公園整備計画
(略)

3 都市公園整備計画
(略)

時点修正

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 1 山地災害対策
　集中豪雨等による，山地災害を未然に防止するため，県は治山治水緊急措
置法，森林法及び地すべり等防止法により，山地災害危険地を指定し，治山
事業を推進する。
林地及び林道については，切面崩壊，落石防止，法面保護などを施工して危
険箇所の安全を図る。
○治山対象地区(資料編29頁)
○林地防災対象地区(資料編31頁)
○林道防災対象路線(資料編32頁)

1　山地災害対策
　集中豪雨等による，山地災害を未然に防止するため，県は山地災害危険地
区に関する情報を提供するとともに，森林法及び地すべり等防止法に基づき，
治山事業を推進する。
林地及び林道については，切面崩壊，落石防止，法面保護などを施工して危
険箇所の安全を図る。
○山地災害危険治山対象地区(資料編29頁)
○林地防災対象地区(資料編31頁)
○林道防災対象路線(資料編32頁)

治山治水緊急措置法の廃止に
伴う文言修正

福岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案

公園名 公園計画面積 整備予定年度

・・ ・・ ・・

舞鶴公園 42.4 平成23～27年度

アイランドシティ中央公園 17.3 ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

油山桜公園 4.9 平成24～27年度

公園名 公園計画面積 整備予定年度

・・ ・・ ・・

舞鶴公園 46.9 平成26年度以降

アイランドシティ中央公園 21.9 ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

・・ ・・ ・・

削除 削除 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（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6　地下空間浸水対策

18 3 地下空間施設から安全に避難するための方策の確立
(略)
(2) 地下空間施設管理者が独自の判断で避難誘導を行える体制を整え
る。
地下空間施設管理者は，福岡市からの避難勧等告が発令されない場合で
も，危険が急迫し緊急を要する場合は，地下施設内の来訪者，関係者や
従業員の避難誘導を行う。

3 地下空間施設から安全に避難するための方策の確立
(略)
(2) 地下空間施設管理者が独自の判断で避難誘導を行える体制を整え
る。
地下空間施設管理者は，福岡市からの避難勧告等が発令されない場合で
も，危険が急迫し緊急を要する場合は，地下施設内の来訪者，関係者や
従業員の避難誘導を行う。

誤記修正

第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

23 土砂災害警戒区域内における円滑かつ迅速な避難の確保のための措置につ
いては記載なし

第8　土砂災害警戒区域内における円滑かつ迅速な避難の確保のための措
置
　土砂災害防止法第7条の規定に基づき，福岡県が福岡市内に土砂災害警
戒区域を指定した場合は，土砂災害防止法第8条の規定に基づき，土砂災害
ハザードマップを作成し，土砂災害警戒区域内における円滑かつ迅速な避難
の確保を図るため，次に掲げる措置を実施するものとする。

土砂災害防止法の改正等に伴
う修正

1　土砂災害に関する情報の収集及び伝達
　土砂災害警戒情報をはじめとする土砂災害に関する情報の収集，伝達につ
いては，「第3章　第2節　情報の収集・伝達」（○頁）に定める要領に従う。
2　災害時要援護者等が主に利用する施設及び学校における措置
(1)災害時要援護者等が主に利用する施設及び学校の名称及び所在地
　土砂災害警戒区域内にある災害時要援護者等が主に利用する施設及び学
校の名称及び所在地は別表（資料編○頁）に定める。

(2)土砂災害に関する情報等の収集及び伝達方法
　福岡市は土砂災害警戒区域内にある災害時要援護者等が主に利用する施
設又は学校の所有者又は管理者に対し，利用者の円滑かつ迅速な避難の確
保が図られるよう，気象台や福岡県が発表する土砂災害に関する情報を収集
し，インターネットFAXや防災メール等（登録制）により，土砂災害に関する情
報等の伝達を行う。
①インターネットFAX配信基準
・福岡市に大雨特別警報，大雨警報が発表され，福岡市災害対策本部が設
置された場合
・避難勧告など，緊急情報が発表された場合
・福岡市の大雨特別警報，大雨警報が解除され，福岡市災害対策本部が廃
止された場合
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各気象警報が発表された場合。
・避難勧告など，緊急情報が発表された場合

3 土砂災害ハザードマップの作成
　福岡県が指定した土砂災害警戒区域等や避難所等の避難に関する情報を
示した土砂災害ハザードマップを作成し，対象地域の住民に配布するととも
に，区役所，本庁舎でも配布を行い，土砂災害警戒区域等の周知，啓発を図
る。
4 避難訓練の実施
　作成した土砂災害ハザードマップ等を活用し，地域と連携して避難訓練を実
施する。

第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

23 第8　複合災害対策 第9　複合災害対策 項目追加に伴う番号の修正

第2章　災害予防計画
第2節　防災体制の整備
第5　防災訓練

35 1 実地訓練
　自然災害を想定して5～6月に区役所が主体となり，防災関係機関・団
体及び地域と連携し，災害に迅速・的確な活動ができるよう個別訓練あ
るいは総合訓練を実施する。

1 実地訓練
　土砂災害を含む自然災害を想定して5～6月に区役所が主体となり，防
災関係機関・団体及び地域と連携し，災害に迅速・的確な活動ができる
よう個別訓練あるいは総合訓練を実施する。

土砂災害防止法の改正に基づ
き，土砂災害の訓練実施の義
務化に伴う表現の修正

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

36 第6 災害ボランティア等への支援対策の推進
県社会福祉協議会との連携について記載なし

第6 災害ボランティア等への支援対策の推進
県，市，市・区社会福祉協議会及びＮＰＯ・ボランティア交流センターは，災害
時におけるボランティア活動が効果的に実施されるよう，連携を図りながら，
災害ボランティア，災害ボランティアコーディネーターの養成及びボランティア
ネットワークの構築を行う。

福岡県社会福祉協議会との連
携に伴う追記
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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2章　災害予防計画
第2節　防災体制の整備
第7　防災に関する調査研究

37 　災害の多様化，複雑化，大規模化に対処するため，自然災害及び都市
災害等に関する基礎的な資料を実施する。
　また，調査研究を推進するため，学識経験者から技術指導や助言等を
受けることができる「福岡市技術ナレッジ・アライアンス制度」の活用
についても検討する。

　災害の多様化，複雑化，大規模化に対処するため，自然災害及び都市
災害等に関する基礎的な資料を実施する。
　また，調査研究を推進するため，学識経験者から技術指導や助言等を
受けることができる「福岡都市圏技術ナレッジ・アライアンス制度」の
活用についても検討する。

制度の拡大に伴う文言修正

第2章　災害応急対策計画
第3節　自主防災体制の整備

39 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
　地域や企業における防災リーダー養成のため平成１７年度から「博多あんぜ
ん・あんしん塾（博多あん・あん塾）」を開講し，毎年100名程度，10年間で1,000
名の「防災リーダー」（防災士）を養成する。また，塾修了者を「博多あん・あん
リーダー」として認定する。

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
　地域や企業の防災力の向上を目的に，平成１７年度から「博多あんぜん・あ
んしん塾（博多あん・あん塾）」を開講し，できるだけ早期に1,000名の「防災
リーダー」（防災士）を養成する。また，塾修了者を「博多あん・あんリーダー」と
して認定しており，当塾の継続実施により，「博多あん・あんリーダー」をより多
くの地域や企業へ浸透させ，防災リーダーの中核として活動してもらうことで，
地域防災力の底上げを図る。

事業継続に伴う内容修正

第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整備

40 8 防災知識の普及
(略)
(3)印刷物・ホームページ等による広報及び情報提供
(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を行い，希望者には，個別に配布を
行う。
　なお，校区単位の防災マップの作成については，自主防災組織の活動
の中で働きかけていくとともに，区役所，消防署，消防団等の連携のも
と結成への働きかけの中からも作成に向け取り組む。

8 防災知識の普及
(略)
(3)印刷物・ホームページ等による広報及び情報提供
(略)
③災害種別毎（浸水，土砂災害，津波，高潮）のハザードマップや防災
マップの作成
　行政区毎又は校区毎に，避難所・避難場所，防災関係機関，施設，災
害警戒区域などを掲載した，災害種別毎（浸水，土砂災害，津波，高
潮）のハザードマップや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た「点字版浸水ハザード・防災マップ」
を情報プラザ等で閲覧を行い，希望者には，個別に配布を行う。
　なお，校区単位の防災マップの作成については，自主防災組織の活動
の中で働きかけていくとともに，区役所，消防署，消防団等の連携のも
と結成への働きかけの中からも作成に向け取り組む。

土砂災害ハザードマップの作
成及び津波，高潮ハザード
マップの作成予定を踏まえた
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

44 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。

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（資料編○○頁）
　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，災害種別毎に適合性を評価し，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。

災害種別毎の避難場所等の指
定に伴う修正

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
７２６名 ６９６名

（平成26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
８０５名 ７７１名

（平成27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（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

44 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。
(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。

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。
(略)
(2)避難所（資料編○○頁）
　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。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。

災害種別毎の避難場所等の指
定に伴う修正

第2章　災害予防計画
第4節　被災者支援対策
第3　要援護者対策

46 　災害発生時の要援護者の避難支援に備え，状況の把握を行うほか，情
報伝達方法，地域の「共助」による避難支援対策の推進について必要な
整備を行う。
　また，要援護者には，防火訪問などを通じて防災意識の向上を図ると
ともに，地域住民には防災講習会等を通じて要援護者への配慮について
啓発していく。
　さらに，「福岡市災害時要援護者避難支援対策に関する取り組み方
針」（以下「避難支援全体計画」という。）に基づき，地域の各種団体
の連携により，高齢者や障がい者等と地域住民の日常的なふれあいの中
で，災害時に備えた避難支援に関する具体的な計画を策定するしくみづ
くりを進めていく。

　災害発生時の要援護者の避難支援に備え，災害対策基本法や国の「避
難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」及び「福岡市災害時
要援護者避難支援対策に関する取り組み方針」（以下「避難支援全体計
画」という。）に基づき状況の把握を行うほか，情報伝達方法，地域の
「共助」による避難支援対策の推進について必要な整備を行う。
　また，要援護者には，防火訪問などを通じて防災意識の向上を図ると
ともに，地域住民には防災講習会等を通じて要援護者への配慮について
啓発していく。
　さらに，必要に応じて「避難支援全体計画」を見直し，地域の各種団
体の連携により，高齢者や障がい者等と地域住民の日常的なふれあいの
中で，災害時に備えた避難支援に関する具体的な計画を策定するしくみ
づくりを進めていく。
　災害対策基本法や国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
組指針」において，地域防災計画で定めることとされている事項につい
ては，下記及び「避難支援全体計画」（資料編○○頁）による。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

1 要援護者の把握・情報共有
(1)状況の把握
　高齢者，障がい者等の要援護者について，民生委員・児童委員等の協
力を得ながら，自力避難が困難な要援護者をリストアップし，「災害時
要援護者台帳」の整備を行う。

1 要援護者の把握・情報共有
(1)名簿に掲載する者の範囲
　「避難支援全体計画」に定める者とする。

名簿に記載する情報については記載なし
名簿に記載する情報の入手方法については記載なし

(2)名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法
　名簿作成に必要な個人情報は，災害対策基本法第49条の10第2項及び
「避難支援全体計画」に定める事項とし，その入手方法は，災害対策基
本法第49条の10第3項及び第4項並びに「避難支援全体計画」に定める方
法とする。

名簿の更新については記載なし (3)名簿の更新
　名簿は，年1回更新する。ただし，新たな情報を入手した場合は，必
要に応じて更新する。

避難支援等関係者となる者については記載なし (4)避難支援等関係者となる者
　「避難支援全体計画」に定める者とする。
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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（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3　要援護者対策

46 第3　要援護者対策
(略)
(2)自治協議会等への個人情報の提供
　災害時における要援護者の安否確認や避難支援に活用することを目的
として，災害時要援護者に関する情報の提供を希望する校区について
は，市と自治協議会等とが覚書を締結したうえで，自治協議会等への情
報提供に同意した要援護者の個人情報を「災害時要援護者情報提供同意
者名簿」として提供する。

第3　要援護者対策
(略)
(5)名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市が求める措置
及び市が講ずる措置
　災害対策基本法第49条の13及び「避難支援全体計画」に定める措置と
する。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

避難支援等関係者の安全確保については記載なし (6)避難支援等関係者の安全確保
　避難支援等に携わる関係者が行う避難支援は，自身の安全が確保され
ることを前提とした上で，地域の実情や災害の状況に応じて，可能な範
囲で行うものとする。なお、避難支援等に従事したことにより、死亡
し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合
は、災害対策基本法第65条及び第84条第１項の損害補償の対象となる。

(3)要援護者や地域への定期的な制度の周知
　地域の「共助」による要援護者の避難支援を拡充するため，「災害時
要援護者支援ハンドブック」等を活用し，高齢者・障がい者に対して
「災害時要援護者台帳」への登録や地域への情報提供に同意を呼びかけ
るとともに，自治協議会等への定期的な制度の周知を図り，全校区での
覚書の締結を目指す。

(7)要援護者や地域への定期的な制度の周知
　地域の「共助」による要援護者の避難支援を拡充するため，「災害時
要援護者支援ハンドブック」等を活用し，高齢者・障がい者に対して
「災害時要援護者台帳」への登録や地域への情報提供に同意を呼びかけ
るとともに，自治協議会等への定期的な制度の周知を図り，全校区での
覚書の締結を目指すとともに，避難支援等に携わる関係者の拡充を目指
す。

3「避難支援全体計画」に基づく避難支援対策の充実・強化
　国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を踏まえ，地域の住
民や各種団体が参画・協力した「共助」による避難支援が適切かつ円滑
に実施されるよう，「避難支援全体計画」に基づき，災害時要援護者避
難支援対策の充実・強化を図る。

3「避難支援全体計画」に基づく避難支援対策の充実・強化
　災害対策基本法や国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
組方針」を踏まえ，地域の住民や各種団体が参画・協力した「共助」に
よる避難支援が適切かつ円滑に実施されるよう，「避難支援全体計画」
に基づき，災害時要援護者避難支援対策の充実・強化を図る。

第2章　災害予防計画
第4節　被災者支援対策
第3　要援護者対策

47 4 高齢者・障がい者以外の災害時要援護者対策の研究
　高齢者・障がい者以外の乳幼児，妊産婦，外国人などの災害時要援護
者についても，関係各局，関係機関，地域及び福祉関係団体等が連携
し，国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に基づく，具体的
な支援対策の研究を行う。

4 高齢者・障がい者以外の災害時要援護者対策の研究
　高齢者・障がい者以外の乳幼児，妊産婦，外国人などの災害時要援護
者についても，関係各局，関係機関，地域及び福祉関係団体等が連携
し，災害対策基本法や国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する
取組方針」に基づく，具体的な支援対策の研究を行う。

災害対策基本法の改正に伴う
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

49 1 情報収集態勢
(略)
(2)設置基準
①風水(雪)害
・大雨注意報発表時
・洪水注意報発表時
・暴風雪警報発表時
・大雪警報等発表時

1 情報収集態勢
(略)
(2)設置基準
①風水(雪)害・土砂災害
・大雨注意報発表時
・洪水注意報発表時
・暴風雪警報発表時
・大雪警報等発表時

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

第3章　災害応急対策計画
第1節　応急活動体制
第2　福岡市災害対策本部等

50 3 対策本部
(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。

3 対策本部
(略)
(2)設置基準
①風水(雪)害・土砂災害
・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。

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化
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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1　福岡市災害対策本部等

51 5 区災害対策本部
(略)
(3)区災害対策本部の組織
(略)
②区災害対策副本部長，区政推進部長，市民部長，地域整備部長，保健
福祉センター所長及び保健福祉センター副所長(博多区においては，総
務部長，地域支援部長，地域整備部長，保健福祉センター長所長及び保
健福祉センター副所長)

5 区災害対策本部
(略)
(3)区災害対策本部の組織
(略)
②区災害対策副本部長，総務部長，市民部長，地域整備部長，保健福祉
センター所長及び保健福祉センター部長(東区，博多区，南区のみ)

組織改編に伴う修正

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

52 1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第1・地震第1
配備につく職員
(特定の部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員
記載なし

1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第1・地震第1
配備につく職員
(特定の部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・土砂災害の警戒に必要な人員
・避難所開設準備に必要な人員

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

(図中)
水防第1・地震第1
業務例示
・動員計画の準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般
記載なし

(図中)
水防第1・地震第1
業務例示
・動員計画の準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・避難準備情報，避難勧告，避難指示の発令検討・準備
・避難所の開設検討・準備
・自主避難者対応

(図中)
水防第2
発令基準
・被害発生が予想され，事前の警戒措置を図る必要がある場合
記載なし

(図中)
水防第2
発令基準
・被害発生が予想され，事前の警戒措置を図る必要がある場合
・土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報，福岡県が公表する土砂災
害危険度情報，市民からの通報件数等の情報を基に必要があると判断し
た場合

(図中)
水防第2
配備につく職員
(特定の部を対象)
・警戒パトロール等の事前対策及び単発的な災害現場活動などの初動体
制がとれる人員
記載なし
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員

(図中)
水防第2
配備につく職員
(特定の部を対象)
・警戒パトロール等の事前対策及び単発的な災害現場活動などの初動体
制がとれる人員
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・一定数の避難所の開設準備・開設運営が可能な人員
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・情報収集及び伝達に必要な人員
・上位態勢移行への動員が速やかに実施できる人員
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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

53 1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第2
業務例示
(特定の部を対象)
・災害対策資機材の確認，調達
・災害危険箇所の事前調査
・市民広報
記載なし

(第2配備から態勢を組む部を対象)
・動員計画準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般

1 災害対策本部の配備態勢

(図中)
水防第2
業務例示
(特定の部を対象)
・災害対策資機材の確認，調達
・災害危険箇所の事前調査
・市民広報
※土砂災害対応が必要と認められるとき
・避難準備情報，避難勧告，避難指示の発令検討・準備・発令
・一定数の避難所の開設準備・開設運営
(第2配備から態勢を組む部を対象)
・動員計画準備
・所属ごとの通知
・災害対策に関する注意
・連絡業務全般

これまで風水害に含まれてい
た土砂災害対応態勢の明確化

(図中)
水防第3・地震第2
発令基準
・現に災害が発生しつつあり，かつ被害が拡大するおそれがある場合
記載なし

(図中)
水防第3・地震第2
発令基準
・現に災害が発生しつつあり，かつ被害が拡大するおそれがある場合
・土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報，福岡県が公表する土砂災
害危険度情報，市民からの通報件数等の情報を基に必要があると判断し
た場合

(図中)
水防第3・地震第2
配備につく職員
・複数の災害現場活動に必要な人員
・複数の避難所開設準備等大規模災害に備えた具体的応急活動が可能な
人員

(図中)
水防第3・地震第2
配備につく職員
・複数の災害現場活動に必要な人員
・複数の避難所開設等大規模災害に備えた具体的応急活動が可能な人員

(図中)
水防第3・地震第2
業務例示
・災害応急活動
・避難勧告
・避難所開設準備

(図中)
水防第3・地震第2
業務例示
・災害応急活動
・避難勧告，避難指示の発令
・複数の避難所の開設

※　配備の強化・縮小
　災害対策本部長が災害の規模及び特殊性により上表の配備態勢により
難しいと認めたときは，その都度臨機応変の配備態勢を指令する。
記載なし

※　配備の強化・縮小
　災害対策本部長が災害の規模及び特殊性により上表の配備態勢により
難しいと認めたときは，その都度臨機応変の配備態勢を指令する。
※　土砂災害対応が必要と認められるときの配備態勢
　土砂災害対応が必要と認められるときは，水防の配備態勢にかかわら
ず，各部において所要の配備態勢をとるものとする。

第3章　災害応急対策計画
第1節　応急活動体制
第2 職員の動員・配備

54 2 配備の方法
(略)
(4)報  告
(略)
②登庁職員の状況は，各部及び区災害対策本部において把握し，その人
員及び活動人員の過不足について定時に総括部に報告する。(出動人員
報告書：資料編 149 頁)

2 配備の方法
(略)
(4)報  告
(略)
②登庁職員の状況は，各部及び区災害対策本部において把握し，速やか
に災害対応支援システムに入力する。なお，災害対応支援システムが使
用できないない場合は，出動人員報告書により総括部に報告する。 (出
動人員報告書：資料編 149 頁)

報告要領（災害対応支援シス
テムの活用）の明確化
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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3　応援要請

58 2　広域応援体制
(1)応援要請先及び主たる応援活動内容
①災害時相互応援協定（本市が当事者となっているもの）
1）「21大都市災害時相互応援に関する協定」  政令指定都市及び東京
都（資料編 458 頁）
(略)
2）「九州九都市災害時相互応援に関する協定」 九州内県庁所在都市及
び政令指定都市(資料編 462頁)
(略)
3）「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」
福岡県内の市町村(資料編464頁)
(略)
4）「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」(資料編
467頁)
広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画ついては記載なし

「九州市長会における災害時の相互支援体制について」については記載
なし

2　広域応援体制
(1)応援要請先及び主たる応援活動内容
①災害時相互応援協定（本市が当事者となっているもの）
1）「21大都市災害時相互応援に関する協定」  政令指定都市及び東京
都（資料編 458 頁）
(略)
2）「九州九都市災害時相互応援に関する協定」 九州内県庁所在都市及
び政令指定都市(資料編 462頁)
(略)
3）「災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定」
福岡県内の市町村(資料編464頁)
(略)
4）「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」(資料編
467頁)
5）「広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画」指定都市
市長会（資料編○○頁)
6）「九州市長会における災害時の相互支援体制について(H25.5.6 九州
市長会総会申合せ)」九州市長会（資料編○○頁）

広域応援体制の拡充に伴う修
正

第3章　災害応急対策計画
第2節　情報の収集・伝達

64 6　福岡県が発表する警報・情報等
(略)
(1)水防警報
（図中）
多々良川　雨水橋(粕屋町)
はん濫注意水位(2.4m)

6　福岡県が発表する警報・情報等
(略)
(1)水防警報
(図中)
多々良川　雨水橋(粕屋町)
はん濫注意水位(2.41m)

福岡県水防計画に照らし合わせ
修正

第3章　災害応急対策計画
第2節　情報の収集・伝達

65 8　福岡県と気象庁が共同して行う土砂災害警戒情報
　福岡県と気象庁は，気象業務法（昭和27 年法律第165 号）第11 条の規定に
基づく大雨警報または大雨特別警報の解説と，災害対策基本法（昭和36 年
法律第223 号）第40 条及び第55 条に基づく地域防災活動に即した市町村へ
の通知を統合した土砂災害警戒情報を関係機関へ通知するとともに，必要に
応じ報道機関の協力を求めて，これを一般に周知する。

8　福岡県と気象庁が共同して行う土砂災害警戒情報
　福岡県と気象庁は、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（平成12年法律第57号）第２７条及び気象業務法（昭和27年
法律第165号）第１１条に基づき共同して土砂災害警戒情報を作成・発表し関
係機関へ通知するとともに、報道機関の協力を求めて、これを一般に周知す
る。

土砂災害防止法の改正に伴う
修正

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

69 3 広報の手段
(略)
(4)その他の広報の手段
(略)
防災用サイレン付拡声器については記載なし

3 広報の手段
(略)
(4)その他の広報の手段
(略)
⑨防災用サイレン付拡声器
　緊急に避難の呼びかけや注意喚起等を行う必要がある場合などの伝達
手段として活用を図る。

広報手段の拡大に伴う追記

第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

77 2 避難勧告等の発令の判断基準
 避難準備情報，避難の勧告及び指示を行う場合，気象警報等や水位状
況等を参考に，災害の推移によって，次のように基準を定める。

2 避難勧告等の発令の判断基準
 避難準備情報，避難の勧告及び指示を行う場合，気象警報や水位状
況，土砂災害警戒情報や土砂災害危険度情報など，関係機関から随時発
表される情報等を基に，災害の推移によって，次のように基準を定め
る。

避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアル作成ガイドラインの
改定に伴う修正
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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

77 2　避難勧告等の発令の判断基準
(略)
(1)避難勧告等を行う場合の判断基準を次のとおり定める。
土砂災害
避難準備情報
□土砂災害の前兆現象が発見された場合
　※前兆現象は，斜面から小石がぱらぱら落ちる，湧き水が濁る，渓流
が急に濁る，雨が降っているのに推移が下がるなどの現象。

2　避難勧告等の発令の判断基準
(略)
(1)避難勧告等を行う場合の判断基準を次のとおり定める。
土砂災害
避難準備情報
次の1～3のいずれかに該当する場合に，避難準備情報を発令するものと
する。
1 大雨警報(土砂災害)が発表され，かつ，「福岡県が公表する土砂災害
危険度情報」（福岡県砂防課）で，大雨警報(土砂災害)の基準を超過し
た場合。
2 大雨注意報が発表され，夜間～翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り
替えることが言及されている場合。
3 強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想さ
れる場合。
※発令は，県情報の5kmメッシュで，実況でレベル2に該当するメッシュ
内の発令対象区域を対象。
発令対象区域
土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域

避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアル作成ガイドラインの
改定に伴う修正

土砂災害
避難勧告
□前兆現象が発見された場合。
□福岡市内の地域に記録的短時間大雨情報が発表された場合。
□福岡市に土砂災害警戒情報が発表された場合。

土砂災害
避難勧告
次の1～3のいずれかに該当する場合に，避難勧告を発令するものとす
る。
1 土砂災害警戒情報が発表され，かつ「福岡県が公表する土砂災害危険
度情報」（福岡県砂防課）で土砂災害警戒情報の基準を予測値で超過し
た場合。
2 大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で，記録的短時間大雨情報
が発表された場合。
3 土砂災害の前兆現象(湧き水・地下水の濁り・渓流の水量の変化等)が
発見された場合。
※発令は，県情報の5kmメッシュで，2時間後までの予測でレベル3に該
当するメッシュ内の発令対象区域を対象。
【但し，3の場合は，特定の地域を対象。】
発令対象区域
土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域

2 避難勧告等の発令の判断基準
(略)
(1)避難勧告等を行う場合の判断基準を次のとおり定める。
土砂災害
避難指示
□近隣で土砂災害が発生し，被害拡大のおそれがあるとき。

2 避難勧告等の発令の判断基準
(略)
(1)避難勧告等を行う場合の判断基準を次のとおり定める。
土砂災害
避難指示
次の1～5のいずれかに該当する場合に，避難指示を発令するものとす
る。
1 土砂災害警戒情報が発表され，かつ「福岡県が公表する土砂災害危険
度情報」（福岡県砂防課）で土砂災害警戒情報の基準を実況値で超過し
た場合。
2 土砂災害警戒情報が発表されており，さらに記録的短時間大雨情報が
発表された場合。
3 土砂災害が発生した場合。
4 山鳴り，流木の流出の発生が確認された場合。
5 避難勧告等による立ち退きが十分でなく，再度立ち退き避難を住民に
促す必要がある場合。
※発令は，県情報の5kmメッシュで，実況レベル3に該当するメッシュ内
の発令対象区域を対象。
【但し，3・4・5の場合は，特定の地域を対象。】
発令対象区域
土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域
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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

80 5　避難所・避難場所
(1)避難所・避難場所の選定
（略）

5　避難所・避難場所
(1)避難所・避難場所の選定（資料編○○頁）
（略）

災害種別毎の避難場所等の指
定に伴う修正

第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

81 5 避難所・避難場所
(略)
(3)避難所の開設
(略)
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
錠ができる者への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指定避難所を開設する。

5 避難所・避難場所
(略)
(3)避難所の開設
(略)
①開設の手順
1)災害が発生する恐れがある場合又は災害が発生し，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ができる者への連絡を取りその協
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
連携して指定避難所を開設する。

災害発生前の避難所開設を
行っているため文言修正

第3章
第8節 輸送計画

86 4 輸送力
(略)
(3)鉄道車両
①西日本鉄道株式会社(福岡市内)
天神大牟田線　電車　294両
貝塚線 　　　 電車   35両

4 輸送力
(略)
(3)鉄道車両
①西日本鉄道株式会社(福岡市内)
天神大牟田線　電車　313両
貝塚線 　　　 電車   16両

時点修正

第3章　災害応急対策計画
第8節　緊急輸送対策
第2　緊急輸送対策

87 災害時における車両の移動等については記載なし 2 一般交通の確保
(1)道路，橋梁等
(略)
⑤道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合，緊急通行
車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは，運転者等に対し車
両の移動等の命令を行うものとし，運転者がいない場合等においては，
自ら車両の移動等を行うものとする。また，車両等の移動場所を確保す
るためやむを得ない必要があるときは，その必要な限度において，他人
の土地を一時使用し，または竹木その他の障害物を処分することができ
る。

災害対策基本法の改正に伴う
修正

第3章
第8節　輸送計画
第2　緊急輸送対策

89 3 交通機関による交通の確保
(略)
(4)西日本鉄道株式会社
(略)
③  西日本鉄道株式会社の災害応急体制
(略)
2)電車部門
　災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合には，本社内に連
絡室を置き気象及び災害情報の収集，伝達，被害状況調査及び渉外事務
等に関し，各営業部門の体制一体化を図る。

3交通機関による交通の確保
(略)
(4)西日本鉄道株式会社
(略)
③  西日本鉄道株式会社の災害応急体制
(略)
2)電車部門
　災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合には，本社内に｢
緊急時の救急体制要綱｣に基づく災害･事故等復旧対策本部の設置又は｢
風水害対策｣による予防体制を構築して，災害や事故に伴う死傷者への
対応や，鉄道施設の損害による応急処置および復旧対策を定め，円滑な
事故処置と迅速的確な復旧を図る。

予防体制の構築および対策本
部の名称変更

区  分 用        途   備  考 
一 時 避 難 所 １人につき２㎡程度の面積を基準として50人以上を収容できる施設  

 
災害時の収容施設 
 
 

収 容 避 難 所 
給食設備を有するか，又は応急的に給食設備として利用できる施設 
があるものであって１人につき４㎡程度の面積を基準として 
100人以上を収容することができる施設 

地区避難場所 
震災及び大火災により，特定の地域において人命に大きな被害が予 
測される場合，住民が容易に避難し得る至近距離にある場所 

 
 
震災，大火災時の 
避難広場 
 
 

広域避難場所 
震災及び大火災により，広域にわたって人命に大きな被害が予測さ 
れる場合の大規模な避難に適する場所 

その他緊急の場合で，あらかじめ指定された避難所を使用できない場合は，もよりの民間施設，応急仮設テ
ント等を使用する。 
 

区  分 定       義 備  考 
一 時 避 難 所 １人につき２㎡程度の面積を基準として50人以上を収容できる施設 

災害種別毎に，適合性
について評価し指定 

収 容 避 難 所 
給食設備を有するか，又は応急的に給食設備として利用できる施設 
があるものであって１人につき４㎡程度の面積を基準として 
100人以上を収容することができる施設 

地区避難場所 
特定の地域において人命に大きな被害が予測される場合，住民が容易
に避難し得る至近距離にある場所 

災害種別毎に，適合性
について評価し指定 

広域避難場所 
広域にわたって人命に大きな被害が予測される場合の大規模な避難
に適する場所 

その他緊急の場合で，あらかじめ指定された避難所を使用できない場合は，もよりの民間施設，応急仮設テ
ント等を使用する。 
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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（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

90 3  交通機関による交通の確保
(略)
(5)大阪航空局福岡空港事務所
①空港の施設概要
②福岡空港事務所の災害応急体制
滑走路，エプロンその他空港又は空港周辺で重大な航空機事故が発生した
場合は，消火及び救助を迅速かつ的確に行う。
1)福岡空港における航空機遭難事故についての捜索，救難時の応急対策を
実施するにあたって福岡空港事務所は事故応急対策本部を空港事務所内に
設置し，関係機関への応急対策活動を有効に促進するため必要な調整を行
う。
2)事故応急対策本部の活動体制及び援助要請機関への連絡は，あらかじめ
定めた方法により行う。
3)福岡空港及びその周辺における消火救難活動については，別添，消火救難
活動に関する協定，同覚書並びに医療救護動
を適切に実施すること目的に定めた協定による。
4)関係機関への出動要請
関係機関への出動要請は本部長の指示を得た後，下記機関へ連絡する。
5)空港又は，空港周辺で航空機事故が発生した場合，救助に関する救急医
療資機材は別に定める。
6)航空機事故における緊急事態発生の際の救難活動図(福岡空港平面図)｡

3  交通機関による交通の確保
(略)
(5)大阪航空局福岡空港事務所
　空港施設，航空管制施設等の緊急点検を実施し，施設被害情報の収集に
努める。
　また，空港施設，航空管制施設等が被害を受けた場合には，当該施設の早
期復旧に努めるほか，緊急輸送の確保，航空交通の早期再開を図る。
　

国土交通省防災業務計画(風水
害対策編)に基づき災害応急対
策計画の内容を整理

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

90 3 交通機関による交通の確保
(略)
(6)西日本高速道路株式会社(九州支社)
(略)
③西日本高速道路株式会社九州支社の災害対策体制
(略)
2）防災体制は，警戒体制，緊急体制及び非常体制とし，各体制の発令の指
示は，支社にあっては支社長，管理事務所にあっては事務所長が行うものと
する。なお，防災体制下において社員は，体制の強化に努めるとともに，受
託・請負会社等との協力体制を整えるものとする。

3 交通機関による交通の確保
(略)
(6)西日本高速道路株式会社(九州支社)
(略)
③西日本高速道路株式会社九州支社の災害対策体制
(略)
2）防災体制は，警戒体制，緊急体制及び非常体制とし，各体制の発令の指
示は，支社にあっては支社長等，高速道路事務所にあっては事務所長が行う
ものとする。なお，防災体制下において社員は，体制の強化に努めるととも
に，受託・請負会社等との協力体制を整えるものとする。

名称変更

第3章　災害応急対策計画
第9節　生活救援対策
第1　食料の供給

92 1 食料の調達
(1)調達方法
(略)
②調達先，手順
各区ごとに避難者数の概数を集計し，必要量を算出する。
政府管理米穀，日赤備蓄食糧の提供を依頼するとともに，市内の食糧取
扱業者に必要量を発注する。

1 食料の調達
(1)調達方法
(略)
②調達先，手順
各区ごとに避難者数の概数を集計し，必要量を算出する。
政府所有米穀の提供を依頼するとともに，市内の食糧取扱業者に必要量
を発注する。

文言修正

第3章　災害応急対策計画
第10節　民間団体，ボランティアと
の連携
第1　民間団体等との協力体制

101 民間住宅の応急措置に関する防災協定については記載なし 4 民間住宅の応急処置に関する防災協定
　福岡市域内の民間住宅およびその敷地を対象とし，市民からの要請に
より，被災したまたは被災の恐れのある場合に応急処置を行う「防災活
動に関する基本協定」の締結。(資料編○○頁)
(1)主な作業内容
　・雨漏り対策のシート張り
　・浸水防止の土のう積み
　・浸水土砂流入時の撤去清掃
(2)相手方(連絡先)
　一般社団法人福岡防災機構
　Tel:092-724-5086　FAX:092-724-5087
　事務所住所：福岡市中央区春吉3丁目15-15
　E-mail：f-bousai@mocha.ocn.ne.jp

防災協定の締結に伴う追記
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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12節　防疫計画

105 2　防疫
(略)
(2)防疫班の業務及び実施の方法
(略)
③臨時の予防接種の実施
　災害の状況，被災地の感染症発生状況により，予防接種，予防内服等を実
施する。

④患者の入院等
入院勧告等
　災害地に第1類(保菌者を含む)及び第2類の感染症患者が発見されたときは
すみ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。

2　防疫
(略)
(2)防疫班の業務及び実施の方法
(略)
③臨時の予防接種の実施
　災害の状況，被災地の感染症発生状況により，臨時の予防接種の必要性
がある場合は，県知事の指示により，種類，対象，期間等を定めて，臨時の予
防接種を実施する。

④患者の入院等
入院勧告等
　災害地に一類感染症(無症状病原体保有者及び疑似症患者を含む)及び二
類感染症の患者が発見され，市長がまん延を防止するため必要があると認め
るときは，感染症指定医療機関，またこれが困難な場合は，市長が適当と認
める医療機関に入院すべきことを勧告する等の措置を行う。

予防接種法に基づき予防接種
に関する内容の整理

感染症法では保菌者という文言
は使用されていないため，内容
を整理

3　消毒の実施
(1)感染症が発生し，又は発生するおそれがある地域においては，消毒を実施
する。
(2)清潔保持のため，必要に応じて消毒薬の配布又は消毒を実施する。

3　消毒の実施
(1)市長が感染症の発生を予防し，又はそのまん延を防止するために必要が
あると認めるときは，該当地域の消毒を実施する。
(2)清潔保持のため，必要に応じて消毒を実施する。

感染症法に基づき消毒の措置
等に関する内容の整理

4　防疫及び衛生確保
(略)
(2)感染症が発生し，又は発生するおそれがある場合は，蔓延防止のために
必要な検査を行う。

4　防疫及び衛生確保
(略)
(2)市長が，一類感染症，二類感染症，三類感染症又は新型インフルエンザ等
感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは，当該感染症患
者等に対し，健康診断を受けることの勧告等を行い，必要な検査を実施する。

感染症法に基づき健康診断等
に関する内容の整理

第3章　災害応急対策計画
第14節　災害予防
第2　遺体の収容・措置

108 2 遺体の収容等
(略)
(4)身元が確認された遺体については，遺族等に引き渡すものとし，身
元が確認されない場合は行旅病人及行旅死亡人取扱法の手続きにより処
置する。
また，遺体の身元は判明したものの，引き取り者が不明な場合，或いは
身元が判明したものの，引き取り者がこれを拒否した場合は，死亡地又
は死者の本籍地を管轄する市区町村長等がこれを引き取り，行旅病人及
行旅死亡人取扱法の手続きにより処置する。

2 遺体の収容等
(略)
(4)身元が確認された遺体については，遺族等に引き渡すものとし，身
元が確認されない場合は行旅病人及行旅死亡人取扱法の手続きにより処
置する。
また，遺体の身元は判明したものの，引き取り者が不明な場合，或いは
身元が判明したものの，引き取り者がこれを拒否した場合は，死亡地を
管轄する市区町村長等がこれを引き取り，墓地，埋葬等に関する法律の
手続きにより処置する。

警察等が取り扱う死体の死因
または身元の調査等に関する
法律に基づき内容の整理

第3章　災害応急対策計画
第17節　在港船舶対策

117 1 貯木対策
(1)災害防止の措置
(略)
②台風時には，博多港長(福岡海上保安部長)を中心とする博多港台風・
津波対策委員会(事務局福岡 海上保安部)において災害の状況に応じ応
急対策を行う。
③台風情報により水面貯木場を巡回し，係留中の木材に対する補強等に
ついて各木材取扱者に次のような流木防止の措置を連絡する。
1)貯木場内の係留杭にワイヤ等で係留を補強する。
2)木材にU字釘等を打ち込み，個々の木材の動揺を防ぐ。
3)その他必要な措置
④陸上に集積中の木材について高潮時の危険がある場合には，各荷役業
者に連絡してワイヤー結束等により流木防止の措置をとらせる。

1 貯木対策
(1)災害防止の措置
(略)
②削除

②台風情報により水面貯木場を巡回し，係留中の木材に対する補強等に
ついて各木材取扱者に次のような流木防止の措置を連絡する。
1)貯木場内の係留杭にワイヤー等で係留を補強する。
2)木材にU字釘等を打ち込み，個々の木材の動揺を防ぐ。
3)その他必要な措置
③陸上に集積中の木材について高潮時の危険がある場合には，各荷役業
者に連絡してワイヤー結束等により流木防止の措置をとらせる。
④海上保安部は，海域利用関係者に対して，注意喚起を行う。

博多港台風等・津波対策委員
会の目的に照らし合わせ内容
を整理
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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17節在港船舶対策

117 2 在港船舶対策
  災害の発生による船舶の損壊を防止し，船舶による港湾施設の損害を
軽減するため次の対策を行う。
(1)博多港台風等・津波対策委員会における措置
①台風情報により適時港内を巡回し，係留中の船舶の保船状況を確認す
る。
②台風の強度に応じ，被害のおそれがある場合には，博多港長，水先人
会，港湾管理者等関係者協議 の上，離岸及び転錨等の措置をする。
③避泊地への誘導及び係留索の補強については，臨船指導を行う。
(2)船舶に対する勧告 避難等の指示
台風情報，気象情報等により一般船舶及び漁船に対する出港の見合せ，
避難の指示等は次の経路で行う。
(ただし，福岡管区気象台から，福岡市災害対策本部及び福岡海上保安
部に至る破線(‐‐‐‐)は台風情報・気象情報等の流れを示す。)

2 在港船舶対策
  港内にある船舶の災害防止と救助について，海上保安部は次の対策を
講ずる。
①災害の発生が予想されるときは，関連情報の伝達，早期避難の勧告，
荒天準備の指導，避泊地への誘導，整理等を行い，避難状況を把握す
る。
②災害により人命，船舶の救助を要するときは，速やかに巡視船艇ある
いは海上保安官を派遣して救助作業を実施する。
(ただし，福岡管区気象台から，福岡市災害対策本部及び福岡海上保安
部に至る破線(‐‐‐‐)は台風情報・気象情報等の流れを示す。)

博多港台風等・津波対策委員
会の会則の改正に伴う修正

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

121 1 非常体制
(略)
(2)非常体制の整備
　

1 非常体制
(略)
(2)非常体制の整備

西部ガスの災害対策にかかる
非常体制の見直し

博多港台風等・津波対
策委員会（海事・漁業）

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（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
第3 都市ガス施設

122 5 教育訓練計画
(1)製造部門
ア 教育
各製造所等では、災害によるガス工作物の被害の低減を図るため、火災
原因、危険物可燃物、高圧ガス、気象と火災、建物・構築物の特性、消
化設備・消火器、避難・救援方法、作業標準の徹底等について、計画的
に防災教育を実施する。
イ 訓練
各製造所等では、保安委員会の計画により様々な災害想定訓練を実施す
る。
なお、停電その他の緊急時における迅速、的確な措置をとれるよう緊急
時措置訓練についても日常反復実施する。
(ア)現場訓練
作業員の分担を具体的に定め、反復実施する。
(イ)総合訓練
原則として、年2回以上実施する。（消防機関との合同訓練を適宜実施
する。）
(2)営業・供給部門（供給管理センター、支社）
ア 教育
各事業所（供給管理センター、支社）従業員及び関係工事会社従業員に
対し、風水害等によるガス工作物の被害による二次災害の防止及び早期
復旧を期すため，ガス漏洩及び導管事故等の緊急措置を重点に教育を実
施し，保安意識の向上を図るものとする。

5 教育訓練計画
(1)(削除)

(1)営業・供給部門
ア 教育
各事業所従業員及び関係工事会社従業員に対し、風水害等によるガス工
作物の被害による二次災害の防止及び早期復旧を期すため，ガス漏洩及
び導管事故等の緊急措置を重点に教育を実施し，保安意識の向上を図る
ものとする。

西部ガスの災害対策にかかる
教育訓練計画の見直し

第4章　災害復旧計画
第2節　市民生活再建のための施策
第3　租税等の減免等

139 1 租税の減免・徴収猶予等
(略)
(2)所得税の還付又は徴収猶予
(略)
②還付又は徴収猶予額
1)合計所得金額の見積額が500万円以下であるとき
ア 災害のあった日以後徴収を受くべきその年分の所得税の徴収を猶予
する。
(略)
2)合計所得金額の見積額が500万円を超え750万円以下であるとき
ア 6月30日以前に災害を受けたときは，災害のあった日から6月を経過
する日の前日までの間の所得税の徴収を猶予する。
イ 7月1日以後に災害を受けたときは，災害のあった日以後徴収を受く
べきその年分の所得税を徴収猶予し，かつその年の7月1日以後災害の
あった日までの間に徴収された税相当額を還付する。
ウ　被災給与所得者が災害被災者に対する租税の減免，徴収猶予等に関
する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第3条の2第4項の規
定の適用を受ける旨の申請をしたときは，災害のあった日以後に徴収を
受けるべきその年分の所得税額の2分の1の額を徴収猶予し，かつ，その
年の1月1日から災害のあった日までの間に徴収された税額の2分の1額を
還付する。
3)合計所得金額の見積額が750万円を超え1,000万円以下であるとき災害
のあった日から3月を経過する日の前日(その日が災害のあった日に属す
る年の12月31日後であるときはその年12月31日)までの間の所得税の徴
収を猶予する。

1 租税の減免・徴収猶予等
(略)
(2)所得税及び復興特別所得税の還付又は徴収猶予
(略)
②還付又は徴収猶予額
1)合計所得金額の見積額が500万円以下であるとき
ア災害のあった日以後徴収を受くべきその年分の所得税及び復興特別所
得税の徴収を猶予する。
(略)
2)合計所得金額の見積額が500万円を超え750万円以下であるとき
ア 6月30日以前に災害を受けたときは，災害のあった日から6月を経過
する日の前日までの間の所得税及び復興特別所得税の徴収を猶予する。
イ 7月1日以後に災害を受けたときは，災害のあった日以後徴収を受く
べきその年分の所得税及び復興特別所得税を徴収猶予し，かつその年の
7月1日以後災害のあった日までの間に徴収された税相当額を還付する。
ウ 被災給与所得者が災害被災者に対する租税の減免，徴収猶予等に関
する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第3条の2第4項の規
定の適用を受ける旨の申請をしたときは，災害のあった日以後に徴収を
受けるべきその年分の所得税額及び復興特別所得税額の2分の1の額を徴
収猶予し，かつ，その年の1月1日から災害のあった日までの間に徴収さ
れた税額の
2分の1額を還付する。
3)合計所得金額の見積額が750万円を超え1,000万円以下であるとき災害
のあった日から3月を経過する日の前日(その日が災害のあった日に属す
る年の12月31日後であるときはその年12月31日)までの間の所得税及び
復興特別所得税の徴収を猶予する。

「東日本大震災からの復興の
ための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特
別措置法」の施行に伴う修正

③ 還付又は徴収猶予の手続
(略)
2)徴収猶予徴収猶予を受けようとする者は，その旨，被害の状況，損害
金額及び災害のあった日において見積もったその年分の合計所得金額の
見積書等を記載した申請書を，徴収猶予を受けようとする所得税を徴収
されるべき給与等の最初に支払を受ける日の前日までに当該給与等の支
払者を経由して所轄税務署に提出する。

③ 還付又は徴収猶予の手続
(略)
2)徴収猶予徴収猶予を受けようとする者は，その旨，被害の状況，損害
金額及び災害のあった日において見積もったその年分の合計所得金額の
見積書等を記載した申請書を，徴収猶予を受けようとする所得税及び復
興特別所得税を徴収されるべき給与等の最初に支払を受ける日の前日ま
でに当該給与等の支払者を経由して所轄税務署に提出する。
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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（風水害対策編）修正案

第4章　災害復旧計画
第2節　市民生活の再建のための施策
第3　租税等の減免等

140 3 国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負担
金の減免，徴収猶予等
(1)国民健康保険料の減免
　震災，風水害，火災などの災害により住宅，家財又はその他の財産に
著しい損害を受け，生活が困難となり，保険料を完納することができな
くなった者については，申請により，災害の発生した日の属する月以降
の納期に係る保険料額に，前年の所得金額及び損害の程度に応じ一定の
割合を乗じた額の保険料を減免する。なお，減免の期間は，災害の発生
した日の属する月から1ヵ年以内の範囲とする。

3 国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負担
金の減免，徴収猶予等
(1)国民健康保険料の減免
　震災，風水害，火災などの災害により住宅，家財又はその他の財産に
著しい損害を受け，生活が困難となり，保険料を完納することができな
くなった者については，申請により，災害の発生した日の属する月以降
の納期に係る保険料額に，損害の程度に応じ一定の割合を乗じた額の保
険料を減免する。なお，減免の期間は，災害の発生した日の属する月か
ら1ヵ年以内の範囲とする。

前年の所得金額の文言につい
ては誤記のため削除

第4章　災害復旧計画
第2節　市民生活の再建のための施策
第3　租税等の減免等

140 3 国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負担
金の減免，徴収猶予等
(略)
(2)国民健康保険料の徴収猶予
　被災世帯のうち，減免の対象とならない納付義務者で，納付すべき保
険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合にお
いては，申請により，その徴収を猶予する。
　なお，徴収猶予の期間は，災害を受けた日から6ヶ月以内の範囲と
し，徴収猶予した期間に対応する延滞金については免除する。

3 国民健康保険料，国民年金保険料，後期高齢者医療保険料，一部負担
金の減免，徴収猶予等
(略)
(2)国民健康保険料の徴収猶予
　納付義務者がその資産について震災，風水害，落雷，火災その他の災
害を受け，納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することがで
きないと認める場合においては，申請によって納付することができない
と認められる金額を限度として6ヶ月以内の期間を限って徴収を猶予す
る。

福岡市国民健康保険条例に
沿った内容に変更

福岡市水防計画 152 9 福岡県と気象庁が共同して行う洪水予報と伝達系統
(3)伝達系統図(図中)
→九州地方整備局(河川管理課，九州技術事務所)

9 福岡県と気象庁が共同して行う洪水予報と伝達系統
(3)伝達系統図(図中)
→九州地方整備局(河川管理課)

九州技術事務所への伝達廃止
に伴う削除

福岡市水防計画 152 9福岡県と気象庁が共同して行う洪水予報と伝達系統
(略)
(3)伝達系統図(図中)
陸上自衛隊第四師団

9福岡県と気象庁が共同して行う洪水予報と伝達系統
(略)
(3)伝達系統図(図中)
陸上自衛隊第４師団

誤記修正

福岡市水防計画 153 12 社団法人福岡市土木建設協力会 12 一般社団法人土木建設協力会 名称変更

福岡市水防計画 154 15 社団法人福岡市舗装協力会 15 一般社団法人福岡市舗装協会 名称変更

福岡市水防計画 154 一般社団法人福岡市設計測量業協会については記載なし

16 その他

16 一般社団法人福岡市設計測量業協会
(1)防災支援活動に関する基本協定書(資料編399頁)
(2)防災支援活動組織表(資料編403頁)
17 その他

協定締結団体の記載漏れ
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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
1　玄海原子力発電所の概要

2 玄海原子力発電所１号機廃止
に係る追記及び修正

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

6 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。)
（略）
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、す
べ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。

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。)
（略）
③
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した場合におい
て、すべ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。

文言の修正

第1章 総則
第7節 防災関係機関の事務又は業務
の大綱
2 事務の大綱

12 (4)指定地方行政機関
大阪航空局福岡空港事務所
ア 航空機による輸送の安全確保に必要な措置
イ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底

(4) 指定地方行政機関
大阪航空局福岡空港事務所
ア 指定地域上空の飛行規制及びその周知に関する事項
イ 災害時における航空輸送の安全確保に関する事項

国土交通省防災業務計画(震災
対策編)に基づき事務の大綱を
整理

第1章　総則
第7節 防災関係機関の事務又は業務
の大綱
2 事務の大綱

13 (7) 指定地方公共機関
福岡県ＬＰガス協会

(7) 指定地方公共機関
福岡県福岡地区ＬＰガス協会

名称変更

第1章 総則
第7節 防災関係機関の事務又は業務
の大綱
2 事務の大綱

14 （略）
ｵ　災害時における電力の供給確保

（略）
ｵ〔削除〕

（以下、繰り上げ）

九州電力の事務の大綱につい
て福岡県地域防災計画(原子力
災害対策編)と整合を図る必要
があるため削除

福岡市地域防災計画(原子力災害対策編)修正案

１号機 ２号機 ３号機 ４号機

55万9千kW 55万9千kW 118万kW 118万kW

昭50.10 昭56.3 平6.3 平9.7

型式

熱出力 165万kW 165万kW 342万3千kW 342万3千kW

低濃縮(約4%)二酸化ウラン

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物※

装荷量 約48トン 約48トン 約89トン 約89トン

昭45. 5.29 昭49. 7. 4

（52回） （65回）

昭45.12.10 昭51. 1.23

昭46. 3.12 昭51. 6.12

昭50.10.15 昭56. 3.30 平6. 3.18 平9. 7.25

※集合体平均　4.1％濃縮ウラン相当以下

電気出力

ユニット

所在地 佐賀県東松浦郡玄海町今村

敷地面積 約87万平方メートル

運転開始

原子炉
加圧水型軽水炉（PWR）

燃料
種別 低濃縮(約4～5%)二酸化ｳﾗﾝ 低濃縮(約5%)二酸化ｳﾗﾝ

営業運転開始日

電調審承認日 　　　　昭57. 9.21（89回）

設置許可日 昭59.10.12

基礎掘削開始日 昭60. 8.20

１号機※１ ２号機 ３号機 ４号機

55万9千kW 55万9千kW 118万kW 118万kW

昭50.10 昭56.3 平6.3 平9.7

型式

熱出力 165万kW 165万kW 342万3千kW 342万3千kW

低濃縮(約4%)二酸化ウラン

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物※２

装荷量 約49トン 約49トン 約89トン 約89トン

昭45. 5.29 昭49. 7. 4

（52回） （65回）

昭45.12.10 昭51. 1.23

昭46. 3.12 昭51. 6.12

昭50.10.15 昭56. 3.30 平6. 3.18 平9. 7.25

※１平成２７年４月　玄海原子力発電所１号機を廃止

※２集合体平均　4.1％濃縮ウラン相当以下

運転開始

ユニット

所在地 佐賀県東松浦郡玄海町今村

敷地面積 約87万平方メートル

電気出力

原子炉
加圧水型軽水炉（PWR）

燃料
種別 低濃縮(約4～5%)二酸化ｳﾗﾝ 低濃縮(約4%)二酸化ｳﾗﾝ

営業運転開始日

電調審承認日 　　　　昭57. 9.21（89回）

設置許可日 昭59.10.12

基礎掘削開始日 昭60. 8.20
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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 原子力災害時前対策
第3節 緊急事態応急体制の整備
7 モニタリング体制等

21   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。

  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、国が統括する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に
伴う修正

第3章 緊急事態応急対策
第4節 緊急時モニタリング活動

32 　市は，県が実施する緊急時モニタリングに関し，環境試料の採取・運
搬，空間放射線のモニタリング等に協力する。
  また，県を通じて屋内退避，避難，飲食物の摂取制限等，各種防護対
策に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努めるものとする。

　市は，国が統括する緊急時モニタリングに関し，環境試料の採取・運
搬，空間放射線のモニタリング等に協力する。
  また，県を通じて屋内退避，避難，飲食物の摂取制限等，各種防護対
策に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努めるものとする。

原子力災害対策指針の改正に
伴う修正

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
1 屋内退避,避難誘導等の防護活動の
実施

34 (2)市は、市民等の避難誘導にあたっては、県と協力し、市民等に向け
て、避難やスクリーニングの場所の所在、災害の概要、緊急時モニタリ
ング結果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。

(2)市は、市民等の避難誘導にあたっては、県と協力し、市民等に向け
て、避難やスクリーニングの場所の所在、災害の概要、緊急時モニタリ
ング結果や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。

原子力規制庁が通知(H26.8.11)
した緊急時モニタリング方法
の変更に伴う改正

第3章 緊急事態応急対策
第9節 緊急輸送活動
4 緊急輸送のための交通確保

38   道路管理者は，県警察と相互に密接な連絡をとり，緊急輸送のための
交通の確保に必要な措置をとるものとする。
災害時における車両の移動等については記載なし

(1)道路管理者は，県警察と相互に密接な連絡をとり，緊急輸送のため
の交通の確保に必要な措置をとるものとする。
(2)道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合，緊急通
行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは，運転者等に対し
車両の移動等の命令を行うものとし，運転者がいない場合等において
は，自ら車両の移動等を行うものとする。また，車両等の移動場所を確
保するためやむを得ない必要があるときは，その必要な限度において，
他人の土地を一時使用し，または竹木その他の障害物を処分することが
できる。

災害対策基本法の改正に伴う
修正
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