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平成２８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 １０回 ，災害警戒本部設置回数 ３回

設 置 日 時 

廃 止 日 時 

原因種別 
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1 

災害対策本部 

4月14日(木)21時40分 

4月15日(金)01時00分 

災害警戒本部 

4月15日(金)01時00分 

4月15日(金)11時00分 

地震 震度４ １ 

2 

災害対策本部 

4月16日(土)01時44分 

4月16日(土)15時45分 

災害警戒本部 

4月16日(土)15時45分 

4月23日(土)17時30分 

地震 震度５弱 南２ 

博多２ 

中央２ 

南３ 

城南１ 

西１ 

3 

災害対策本部 

6月20日(月)20時13分 

6月21日(火)01時30分 

大雨 

(大雨〔土砂災害〕

警報) 

124.3㎜ 

4 

災害対策本部 

6月22日(水)05時35分 

6月23日(木)03時45分 

大雨 

(大雨・洪水警報) 
263.0㎜ 南１ 

東１ 

中央２ 

西１ 

5 

災害対策本部 

7月12日(火)23時09分 

7月13日(水)15時20分 

大雨 

(大雨〔土砂災

害・浸水害〕・ 

洪水警報) 

265.0㎜ 西２ 南１ 

6 

災害対策本部 

8月28日(日)11時58分 

8月28日(日)16時56分 

大雨 

(大雨〔浸水害〕・

洪水警報) 

77.0㎜ 

7 

災害対策本部 

9月04日(日)09時00分 

9月05日(月)07時00分 

台風 

(大雨･洪水 

注意報) 

37.0㎜ 

14.9m/s 

1



 
 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。 
 
 

設 置 日 時 

 

廃 止 日 時 
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8 

災害対策本部 

9月18日(日)13時38分 

9月18日(日)23時12分 

大雨 

(大雨・洪水警報) 

台風 

198.0㎜ 

22.7 m/s 
     中央２      西１ 

9 

災害対策本部 

9月27日(火)20時54分 

9月27日(火)23時20分 

大雨 

(大雨･洪水警報) 
66.0㎜             

10 

災害対策本部 

9月28日(水)20時42分 

9月29日(木)17時30分 

大雨 

(大雨警報) 
197.0m/s      西１      南１ 

11 

情報収集態勢 

10月4日(火)16時09分 

10月5日(水)17時30分 

台風 

(大雨・洪水 

注意報) 

(強風注意報 

〔陸域〕) 

(暴風・波浪警報 

〔海上〕) 

47.0㎜ 

25.4 m/s       
博多２ 

南４ 
   南１   

東２ 

南５ 

12 
災害警戒本部 

11月08日(火)08時55分 

11月15日(火)12時00分 

道路陥没  

     博多１     博多１  

ライフライン：下水道，再生水，上水道，通信，電気，ガスが断絶 

その他空港ビル停電，金融機関ＡＴＭへシステム障害 など 
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平成 28年 4月 14 日の地震について 

 

 

 

１ 内 容 

平成 28年 4月 14日(木) 21時 26分頃 福岡市内(福岡空港)で震度 4観測 

 

２ 地震情報 

(1) 震源地     熊本県熊本地方(北緯 32.42度，東経 130.48度) 

(2) 震源の深さ   約 10km 

(3) 地震の規模   マグニチュード 6.4 

(4) 津波のおそれ  なし 

(5) 市内各地の震度（震度３以上） 

日 時間 震 度 場 所 

14 

21:26頃 
震度 4 福岡空港 

震度 3 その他福岡市内 
 

22：07頃 
震度 3 福岡空港，中央区大濠 

震度 2 その他福岡市内 
 

15 

 

00：03頃 
震度 3 福岡空港，中央区大濠，南区塩原，西区今宿 

震度 2 その他福岡市内 

 

３ 災害対策本部等の状況 

日 時間 内 容 配備 

14 21:40 災害対策本部開始 第１配備 334人 
 

15 

 

1:00 
災害対策本部解除及び 

災害警戒本部開始 

 

配備人員  68人 

11:00 災害警戒本部解除  

 

４ 防災情報 

(1) 県 

  地震発生に伴い，災害警戒準備室を設置 

(2) 各区役所及び各局 

  ① 15日 1時 00分 各区約 5名及び各局 1名態勢をとるようを連絡 

  ② 同日 11時 00分 被害通報の有無の確認及び災害警戒本部解除の通知 

 

５ 被害状況 

  14日 21:32 56歳女性揺れで転倒し救急搬送 

【自主避難情報】 

・（西区）姪北公民館に，１世帯２人避難  ・早良区役所に１人避難 

・博多区区役所に１人避難 
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平成 28年 4月 16 日の地震について 

 

 

 

１ 内 容 

平成 28年 4月 16日(木) 1時 25分頃 福岡市内(南区塩原)で震度５弱観測 

 

２ 地震情報 

(1) 震源地     熊本県熊本地方(北緯 32.8度，東経 130.8度) 

(2) 震源の深さ   約 10km 

(3) 地震の規模   マグニチュード 7.3 

(4) 津波のおそれ  あり（津波警報等発表） 

(5) 市内各地の震度観測（4/16 1：25 ～ 4/23 17：30） 

    

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害対策本部等の状況 

日 時間 内 容 配備 

 

４ 防災情報 

(1) 県 

  地震発生に伴い，災害対策本部を設置 

(2) 各区役所及び各局 

  地震第 3配備職員参集。 

 

震度 発生回数 震度 発生回数 

1 37 5 強 0 

2 4 6 弱 0 

3 7 6 強 0 

4 0 7 0 

5 弱 1 合計 49 

4 月 16 日 1:44 福岡市災害対策本部設置 地震第３配備 

4 月 16 日 4:00 ４月１６日３：００現在の数字 第３配備 1,940 人   

4 月 16 日 5:00 福岡市災害対策本部 第３配備 2,925 人 

4 月 16 日 6:00 福岡市災害対策本部 第３配備 3,151 人 

4 月 16 日 7:00 福岡市災害対策本部 第３配備 3,424 人 

4 月 16 日 9:00 福岡市災害対策本部 第１配備  427 人 

4 月 16 日 15:45 災害警戒本部移行 配備人員  212 人 

4 月 17 日 9:00 災害警戒本部 配備人員  208 人 

4 月 18 日 9:00 災害警戒本部 配備人員  128 人 

4 月 23 日 17:30 災害警戒本部廃止   
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５ 被害状況 

 ・消火設備破損 １件（中央区） 

・負傷者 ２名（南区） 

・エレベータ停止 2件（博多区） 

・天井タイルの落下 １件（西区） 

・ガス漏れ １件（城南区） 

・ガソリン臭 １件（南区） 

・民有地の漏水 １件（中央区） 

・水道管漏水 ２件（南区） 

 

６ 避難情報 

最大避難者数（４月１６日 ６：００時点） 

 ２５３人・１３９世帯 
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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（２０日１７：００～２１日２：００）

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
　124.3ｍｍ（アメダス博多（空港））

月　　日 時　　　間

1:30
20:13

内　　　　　　容

平成２８年６月２０日からの大雨について

災害対策本部　廃止

内　　　　　容
大雨（土砂災害）警報　発表

最大累積雨量

月　　日 時　　　　間
20:13

1:13

市　　　　　　内

第１配備　５１１名災害対策本部　設置

　　50.0ｍｍ（脊振ダム）20日22:00～23:00

大雨・洪水警報　解除
22:28 洪水警報　発表

６月２０日（月）

６月２１日（火）

６月２０日（月）
６月２１日（火）
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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　３件　（中央区輝国２丁目，東区大字勝馬970，西区今津）
・道路損壊　１件　（南区長住７丁目）

４　雨量情報（２２日４：００～２３日１１：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

６　避難勧告等の状況

　（１）　避難勧告

中央区　：　６世帯・１７名　　，　早良区　：　６２世帯・６８名

　（２）　避難準備情報

博多区　：　６，４５２世帯・１３，８４９人　，　中央区　：　２４，２２０世帯・４８，６２２人

南区　：　２５，４２１世帯・５９，０８３人　，　城南区　：　４，１６１世帯・７，９８６人

早良区　：　６，３３２世帯・１４，２４４人　，　西区　：　１，７８５世帯・５，１９１人

平成２８年６月２２日からの大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

６月２２日（水）

17:20 土砂災害警戒情報　発表
洪水警報　解除
土砂災害警戒情報　解除

時　　　間

5:35 大雨・洪水警報　発表

17:07
15:55 洪水警報　解除

洪水警報　発表

5:35

2:15

市　　　　　　内
最大累積雨量

６月２２日（水）
災害対策本部　設置 第１配備　４３８名

9:40

0:10

最大時間雨量
　263.0mm（脊振ダム）
　　47.0mm（脊振ダム）22日16:00～17:00

６月２３日（木）

６月２３日（木） 3:45 災害対策本部　廃止

3:45 大雨警報　解除

内　　　　　　容月　　日

災害対策本部　設置（土砂災害対処要員の増員） 第１配備　５３９名

7



１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・がけ崩れ　２件（西区今宿上の原，西区草場）
・擁壁の崩落　１件　（南区柏原７丁目）


４　雨量情報（１１日６：００～１３日２１：００）

５　河川情報

６　避難勧告等の状況

避難準備情報

東区　：　２６，１２８世帯・５１，２７０人　，　博多区　：　６，４５２世帯・１３，８４９人

南区　：　９，８０３世帯・２２，９７０人　，　城南区　：　１１，１９１世帯・２５，０６０人

早良区　：　６０世帯・６５人

７　避難等の状況

自主避難　：　東区　１世帯・１名　，　早良区　１世帯２名

平成２８年７月１２日からの大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容
23:09 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報　発表７月１２日（火）

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容
23:09 災害対策本部　設置 第１配備　４８９名

市　　　　　　内
最大累積雨量 　265.0mm（脊振ダム）

13:10

河川名 観測地点

最大時間雨量 　43.5mm（石釜）13日6:00～7:00

大雨（土砂災害）警報・洪水注意報（洪水警報解除）　発表
土砂災害警戒情報　解除

７月１３日（水）

７月１２日（火）
７月１３日（水）

15:20 大雨（土砂災害）警報・洪水注意報　解除

災害対策本部　廃止

土砂災害警戒情報　発表8:45
12:25

避難判断水位（m） 超過時間

宇美川 二又瀬橋 1.63 8：40～10：05

15:20
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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（２８日５：００～１９：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

　77.0ｍｍ（石釜）
　48.5ｍｍ（石釜）28日13:00～14:00

平成２８年８月２８日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

８月２８日（日）
11:58 大雨（浸水害）・洪水警報　発表
16:56 大雨（浸水害）・洪水警報　解除

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

８月２８日（日）
11:58 災害対策本部　設置 第１配備　４１２名
16:56 災害対策本部　廃止

最大時間雨量
最大累積雨量

市　　　　　　内
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　気象状況（４日９：００～５日１５：００）

４　被害状況

被害なし

５　避難等の状況

自主避難　：　東区　４世帯・４人　，　博多区　２世帯・５人　，　中央区　３世帯・３人　，　城南区　３世帯３人
　 　　 早良区　７世帯・７人　，　西区　２世帯・２人

第１配備　６１７名
内　　　　　　容

災害対策本部　設置
災害対策本部　廃止

平成２８年９月の台風第１２号について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容
９月４日（日） 16:08 大雨・洪水注意報　発表

9:00

5:08
15:10

９月４日（日）
９月５日（月） 7:00

最大時間雨量 13.0mm（アメダス小呂）4日19：00～20：00

最大瞬間風速 14.9m/s（博多区）5日5：27

項　　目 日　　時　　等

大雨・洪水注意報　解除
強風注意報　解除

９月５日（月）

月　　日 時　　　間

最大累積雨量 37.0mm（脊振ダム）

最大風速 11.4m/s（博多区）5日5：31
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・道路陥没　２件　（中央区地行４丁目，中央区渡辺通５丁目）
・河川護岸陥没　１件　（西区福重４丁目付近）

４　気象情報（１７日１７：００～２０日１７：００）

　198.0mm（脇山門戸口堰堤）
    37.0mm（曲淵水源事務所）18日14:00～15:00

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

大雨・洪水警報　発表

最大風速
最大瞬間風速

　13.2m/s（中央区）20日10：7　
　22.7m/s（中央区）20日 9：24　

土砂災害警戒情報　解除
大雨・洪水警報　解除　　　大雨注意報　発表

洪水注意報　解除
大雨注意報　解除
暴風警報（海上）・波浪警報　解除

強風・洪水注意報　発表
９月１９日（月）

20:10
23:12

15:05 土砂災害警戒情報　発表

９月２０日（火）
2:57
5:39

16:12

22:15

17:54

19:25

市　　　　　　内

情報収集態勢　開始

情報収集態勢　廃止

14:31

最大累積雨量
最大時間雨量

９月１７日（土）

９月２０日（火）

17:35

17:00

13:38

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

９月１８日（日）

平成２８年９月１８日からの大雨・台風第１６号について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

13:38
９月１７日（土） 17:12 大雨・洪水注意報　発表

９月１８日（日）

情報収集態勢　廃止　　　災害対策本部　設置 第１配備　５３０名
23:12 災害対策本部　廃止　　　情報収集態勢　開始

洪水警報　解除　　　洪水注意報　発表

暴風警報（海上）　発表
波浪警報　発表

11



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（２７日１８：００～２３：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

平成２８年９月２７日の大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容

９月２７日（火）
20:54 大雨・洪水警報　発表
23:17 大雨・洪水警報　解除

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容

９月２７日（火）
20:54 災害対策本部　設置 第１配備　４６２名
23:20 災害対策本部　廃止

最大時間雨量 　58.0ｍｍ（壱岐出張所）27日20:00～21:00

市　　　　　　内
最大累積雨量 　66.0ｍｍ（早良本署）
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　被害状況

・地割れ（私道）　１件　（南区柏原１丁目）　
・市道への土砂流入　１件　（西区大字草場）　

４　雨量情報（２８日１０：００～２９日１７：００）

５　河川情報

氾濫注意水位に達した河川なし

17:06

平成２８年９月２８日からの大雨について

月　　日 時　　　　間 内　　　　　容
20:42 大雨警報　発表

月　　日 時　　　間 内　　　　　　容
20:42 災害対策本部　設置 第１配備　５１８名
17:30 災害対策本部　廃止

９月２８日（水）
９月２９日（木）

９月２８日（水）
９月２９日（木）

市　　　　　　内

大雨警報　解除

最大時間雨量 　　24.0mm（入部出張所）28日20:00～21:00
最大累積雨量 　197.0mm（曲淵）
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１　警報等の内容

２　配備態勢

３　気象状況（４日１６：００～５日１８：００）

４　被害状況

住家被害　１件
・ブロック塀破損　（南区）

非住家被害　６件
・ガラス破損　１件　（博多区）
・看板破損　２件　（南区）
・壁・屋根剥離　３件　（博多区１，南区２）

その他被害　７件
・倒木　２件　（南区）
・街灯破損　１件　（東区）
・電柱破損　１件　（南区）
・電話線破損　１件　（東区）
・電線破損　１件　（南区）
・電線への障害物　１件　（南区）

５　避難等の状況

自主避難　：　東区　５世帯・５人　，　博多区　１世帯１人　，　早良区　２世帯・２人　，　西区　１世帯・１人

16:09
0:45

情報収集態勢　開始16:09
17:30 情報収集態勢　解除

11:48
15:18

平成２８年１０月の台風第１８号について

月　　日 時　　　　間
16:09

内　　　　　容
大雨・洪水注意報　発表

項　　目

16:56

最大風速 　13.7m/s（中央区）5日10：33

　47.0mm（脇山門戸口堰堤）

時　　　間

波浪警報，強風注意報（陸域）　解除

　19.5mm（石釜）5日6：00～7：00

最大瞬間風速 　25.4m/s（中央区）5日10：29  

内　　　　　　容月　　日

市内最大雨量(累積)

日　　時　　等

　19.5mm（柏原南）5日7：00～8：00
市内最大雨量(時間)

強風注意報（陸域）　発表
暴風・波浪警報（海上）　発表
大雨・洪水注意報　解除
暴風警報（海上）　解除　　強風注意報　発表

１０月４日（火）
１０月５日（水）

１０月４日（火）

１０月５日（水）
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平成28年11月８日博多駅前２丁目道路陥没事故について 

 

 

 

 

１ 事故から仮復旧までの時系列 

11月８日5時15分 道路陥没発生 

11月８日～９日  流動化処理土による埋め戻し 

11月10日～13日  ライフライン復旧と近接基礎周辺の充填開始 

11月11日～14日  砕石埋め戻し，道路舗装 

11月15日5時00分 道路開放 

 

２ 情報収集態勢の状況 

11月 ８日 8：55 災害警戒本部 設置    

11月 15日 12：00 災害警戒本部 解除    

 

３ 避難情報等の状況 

  11月８日 09:45 避難勧告第１報（博多区博多駅前２丁目，３丁目の一部，７棟） 

  11月８日 11:15 避難勧告第２報（博多区博多駅前２丁目，３丁目の一部，３棟追加，計10棟） 

  11月８日 18:20  避難勧告第３報（一部解除，６棟解除，４棟継続） 

  11月９日 12:10  避難勧告第４報（一部解除，１棟解除，３棟継続） 

  11月15日 05:00  避難勧告第５報（３棟解除） 

 

  避難所：堅粕公民館、東住吉公民館 

  実避難者数：最大１世帯１名 

 

４ 被害状況 

  人的被害：軽傷１件（70歳代女性が停電により階段で転倒） 

  道路被害：道路損傷１件（博多区博多駅前２丁目交差点付近） 

  ライフライン：下水道，再生水，上水道，通信，電気，ガスが断絶 

その他空港ビル停電，金融機関ＡＴＭへシステム障害 など 
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平成 29 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 28 年 4 月に発生した熊本地震の被災地支援で得た知見や経験を福岡市の防災減災対策に活かして

いくため，「備蓄関係」，「避難所関係」，「物資輸送」，「災害対策体制」について見直しを行う。      

 なお，平成29年度以降も，国の基本的な方針等を踏まえつつ，「受援関係」「支援関係」などについて

検討を行っていく。 

 

２ 修正案での主な見直し項目 

 

  

 

（備蓄関係） 

 ◆ 公的備蓄の拡充                

 ◆ 市民・企業への備蓄の働きかけ         

◆ 企業との災害時応援協定（流通備蓄）の拡大 

（避難所関係） 

 ◆ 自主防災体制の強化              

◆ 避難所の整備                 

 ◆ 指定避難所以外の避難者対策          

（物資輸送関係） 

 ◆ 物流事業者等と連携した効率的な輸送体制の構築  

（災害対策体制） 

 ◆ 災害対策本部の配備態勢及び避難所の開設基準の見直し 

   

  

  

 ◆ 津波想定の変更                 

 ◆ 帰宅困難者対策の強化              

 ◆ 避難勧告等の発令の判断基準及び発令の参考とする河川の基準水位の変更 

 ◆ 避難行動要支援者名簿に関する事項の明記     

 ◆ 国の原子力災害対策指針の改正に伴う修正    

１ 平成 29 年度版「福岡市地域防災計画」の修正の目的 

熊本地震を踏まえた見直し 

その他の修正 

資料 2 
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３ 主な見直しの概要 

 

  

 

（備蓄関係） 

◆ 公的備蓄の拡充                                    【新旧対照表 11 頁(震災)，59 頁(風水害)】 

○ 公的備蓄の品目・数量の拡充            

公的備蓄として，食料，生活必需品及び資機材の備蓄品目の拡充を行うとともに，想定避難者数及

び在宅避難者数の食料を３日分備蓄する。 

○ 備蓄場所の拡大                   

埋蔵文化財センター月隈収蔵庫の備蓄倉庫に物資を備蓄するとともに，避難所となる各小学校また

は公民館において分散備蓄を行う。さらに，物資をより効率的に輸送，供給できるようにするために，

市内各所での分散備蓄について検討していく。 

 

◆ 市民・企業への備蓄の働きかけ           【新旧対照表 10 頁(震災)，58，59 頁(風水害)】     

○ 「備蓄促進ウィーク」の創設        

  毎年 9月 1日から 9月 7日において，市民や企業の備蓄促進に向けた運動やＰＲ活動を推進する。 

○ 企業等における備蓄の推奨       

  企業等については，災害時に従業員等を事業所内に留めておくことができるよう，必要な物資を最 

低３日分備えておくよう呼びかけ，周知・普及を図る。 

 

◆ 企業との災害時応援協定（流通備蓄）の拡大      【新旧対照表 11 頁(震災)，60 頁(風水害)】 

  発災時における確実な物資の調達のため，企業等とのさらなる協定締結を推進していく。 

 

（避難所関係） 

◆ 自主防災体制の強化 

 ○ 避難所運営支援エキスパートの養成          【新旧対照表 9頁(震災)，56 頁(風水害)】 

   避難所運営を支援する災害ボランティア「避難所サポートチーム・福岡」を養成するため，平成 29

年度から専門的な知識と技能を有する人材300名の養成を目指し取り組み，地域防災力の向上を図る。 

○ 避難所の自主運営力の向上             【新旧対照表 10 頁(震災)，58 頁(風水害)】 

地域において地域住民，施設管理者，行政等による避難所運営のワークショップや訓練等を開催し，

避難所運営体制の充実・強化を図る。 

 

◆ 避難所の整備                    【新旧対照表 12 頁(震災)，60 頁(風水害)】 

  マンホールトイレの整備及び学校施設におけるトイレの洋式化を推進する。

熊本地震を踏まえた見直し 震災 …震災対策編 

風水害…風水害対策編 

原子力…原子力災害対策編 
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◆ 指定避難所以外の避難者対策             【新旧対照表 35，36 頁(震災)，75 頁(風水害)】     

 ○ 在宅避難者等の把握                           

在宅避難者等の状況については，ＩＣＴの活用や自主防災組織をはじめとした地域の協力及び最寄 

りの避難所への名簿登録を促すことにより把握する。 

 ○ 情報の提供                                   

   テレビ，ラジオ，ＩＣＴ（ＳＮＳ，メール，ホームページ等）により，避難者支援に関する必要な 

情報の提供を行う。 

  

（物資輸送関係） 

◆ 物流事業者と連携した効率的な輸送体制の構築     【新旧対照表 35 頁(震災)，74 頁(風水害)】 

  物流事業者や自衛隊等と連携し，救援物資の受け入れ，仕分け，在庫管理，避難所への配送を行う。 

 ○ 物資の受け入れ 

 国や自治体等からの救援物資については，一次集積拠点において受け入れる。 

 なお，市全体の被災状況をみて，二次集積拠点の活用も検討する。 

○ 物資の輸送等 

  物資の荷卸し，仕分け，在庫管理，輸送等にかかる業務は，物流事業者や自衛隊と連携し行う。 

○ 物資の集積拠点 

   一次集積拠点         ・・・埋蔵文化財センター月隈収蔵庫  

   二次集積拠点         ・・・中央卸売市場（青果市場），民間の物流倉庫等 

 

（災害対策体制） 

◆ 災害対策本部の配備態勢及び避難所の開設基準の見直し   

【新旧対照表 21～24，31,32 頁(震災)，64,70 頁(風水害)】 

災害現場への職員の集中的かつ効果的な配備を行うため，震度（災害）の程度に応じ，必要な職員数 

を段階的に配備するなど，避難所の開設基準及び災害対策本部の配備態勢を見直す。 
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◆ 津波想定の変更                           【新旧対照表 3～6，19 頁(震災)】 

平成28年2月に福岡県が公表した「福岡県津波想定」に基づき，津波想定の概要や津波の予測結果及び，

想定地域を変更する。 

 

◆ 帰宅困難者対策の強化           【新旧対照表 12，15，16 頁(震災)，60 頁(風水害)】 

平成 28 年 3 月に策定した都市再生安全確保計画を活用し，官民連携で帰宅困難者対策の推進を図る。 

 

◆ 避難勧告等の発令の判断基準及び発令の参考とする河川の基準水位の変更 

【新旧対照表 68～69 頁(風水害)】 

  「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（内閣府）の改定及び，福岡県による河川 

の基準水位の設定（数値）の見直しを踏まえ，水害における避難勧告等の発令の判断基準の変更及び発 

令の参考とする基準水位を変更する。 

 

◆ 避難行動要支援者名簿に関する事項の明記    【新旧対照表 12～15 頁(震災)，61～64 頁(風水害)】 

災害対策基本法の改正を踏まえ，これまでの「災害時要援護者台帳」制度を，「避難行動要支援者名

簿」制度に改めるにあたり，災害対策基本法の規定や，内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に

関する取組指針」に基づき，下記の事項を地域防災計画に定める。 

○ 避難支援等関係者となる者 

○ 名簿に登載する者の範囲等 

○ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

○ 名簿の更新に関する事項 

○ 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 

○ 要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

○ 避難支援等関係者の安全確保 

 

◆ 国の原子力災害対策指針の改正に伴う修正 

【新旧対照表 83 頁（原子力）】 

 平成 27 年 4 月の国の原子力災害対策指針の改正により，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（ＰＰＡ）の考え方が削除されたことから，本計画中のＰＰＡに関する記述を削除 

する。 

その他の修正 



福岡市地域防災計画の見直し
震災対策編

平成２９年４月２６日

福岡市防災会議

熊本地震
2016.4.14(前震)  PM21:26
2016.4.16(本震)  AM01:25

熊本県下におい
て震度７の地震
が連続発生

13006
テキストボックス
資料３



福岡市災害対策本部の設置

2016.4.14  PM21:40  震度４
2016.4.16  AM01:44 震度５弱

(1)人的被害
負傷者（3名）

(2)施設等被害
消火栓設備破損（1件），
ガス漏れ（1件）， 水道管漏水（2件），
エレベ－タ－停止（2件），
天井タイルの落下（1件）

福岡市の被害



2016.4.14(前震)  

緊急消防援助隊を派遣（第一次）

2016.4.16(本震)  

医療チ－ムを派遣（第一次）

2016.4.17～4.22

大名小（旧）プロジェクト ・支援物資の
受け入れ

2016.4.18～5.16

福岡市支援本部設置（計9回）

被災地の支援活動

• 応急給水支援

• 災害ゴミの収集支援

• 避難所運営支援

• 建築物応急危険度判定支援

• 保健・衛生支援

• り災証明発行支援

• 下水道施設復旧支援など

福岡市の人的支援の実績

延べ約６千名の職員が支援活動に従事



熊本地震の教訓（課題）や
被災地支援で得た経験や知見
を福岡市の地域防災計画に活
かしていく

福岡市地域防災計画
震災対策編の見直し

• 国等からの救援物資が被災地に届
くのに最低3日間の日時を要する

• 被災自治体は，最低3日分の食料
や飲料水と避難所開設のための資
機材や生活物資を備えておく必要
がある

熊本地震から見えてきた課題

１．備蓄関係



• 避難所運営への住民の参画

• 高齢者や障害者，女性への配慮

• 車中泊など指定避難所以外の避難
者への対応

熊本地震から見えてきた課題

２．避難所関係

• 避難所までのラストワンマイルへの
対応（発災初期）

• 必要な物資を必要な場所に迅速か
つ円滑に届けるための輸送システム
の構築（安定期）

熊本地震から見えてきた課題

３．物資の集配送関係



熊本地震で本市が導入したＩＣＴシステム

福岡市避難所運営支援システム ライン

• 大規模災害に備え，受援を受ける際の手順
や体制等をあらかじめ定めておくこと

• 他都市において大規模災害が発生した場
合に，出来るだけ被災自治体に負担をかけ
ない人的支援や物的支援について，その手
順や体制等をあらかじめ定めておくこと

熊本地震から見えてきた課題

４．受援・支援関係

14146
長方形



課題を踏まえた見直しの内容

食料は，現行の１日分から３日分に増量

数量を３７，５００食 ２７万食

（水，パン） （水，パン＋レトルト米）

〔内 容〕

現行の水，パン，お粥に加え，

レトルト米，ゼリ－タイプ栄養補助食品

粉ミルクを追加

備蓄関係（食料）

新 新現 現 現 新



ﾏﾙﾁﾙｰﾑ

プライバシ保護関係

段ﾎﾞｰﾙ間仕切り

トイレ関係

発電機

ｱﾙﾐﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

ﾗﾝﾀﾝ

避難所運営関係

備蓄関係（資機材）
プライバシ－保護関係

女性・子育てニ－ズ関係

備蓄関係（資機材）

６０万セットに増量

埋蔵文化財収蔵庫（博多区）

小学校・公民館等

公民館

拡大

拡大

現状

備蓄関係（備蓄場所）



★備蓄促進ウィ－クの創設

９月１日(防災の日)から1週間

備蓄関係（自主備蓄）

災害時における物資の確実か
つ安定的な確保に向け，更なる
協定締結を推進していく。

災害時応援協定（現状）
食料 １１社，資機材 ３社

備蓄関係（流通備蓄）



「避難所サポ－トチ－ム
・福岡」 養成事業

災害時に
福岡市内外の
避難所運営を
サポートする
災害ボランティアの
養成

目 標
平成２９年度から

３００名の
サポ－タ－を養成

避難所関係（人材育成）

地 域

施設管理者 行 政

避難所運営
ワ－クショップの開催

避難所運営の

官民の役割分担や

避難所生活の

ルールの話し合い

避難所自主運営チ－ムの
設置

校区での避難所運営
訓練の実施

避難所関係（人材育成）



◆テレビ，ラジオ，SNS等を通じた情報提供

◆ＩＣＴ（防災アプリ等）を活用した情報発信
・収集

◆自主防災組織をはじめとした地域ぐるみで
の車中泊避難者等の把握

◆指定避難所での名簿登録

避難所関係（指定避難所以外）

１．物資の集積拠点

一次集積拠点（全市）
埋蔵文化財収蔵庫（博多区）

二次集積拠点（区）
市の公共施設，民間物流倉庫等

２．物資の受配送体制の構築
◆物資の受配送のための物流事業
者を含む組織横断型のチ－ム編成
◆ＩＣＴの活用による効率的な受配送

物資の集配送関係



基準 見直し 現在

震度４ 区災害対策本部長の判断により必要
な一時避難所を開設

区災害対策本部の判断により開設

震度５弱

すべての小学校，公民館を開設
（全職員自主参集）

震度５強
すべての公民館，空港周辺共同利用
館，一時避難所として指定している人
権のまちづくり館を開設

震度６弱
すべての小学校，一時避難所を開設

（全職員自主参集）

避難所の開設基準及び職員の
参集体制の見直し

現在の福岡市の避難所開設基準は，震度
５弱ですべての小学校，公民館を開設するこ
ととしているが，昨年の熊本地震では，指定
避難所への避難者が少数にとどまった。

受援計画
１．庁内の受援調整体制の新設
２．受援を受ける業務の定め
３．自衛隊等の宿営地の定め
４．他都市応援職員の受け入れ体制など

支援計画
１．庁内の支援調整体制の新設
２．職員の派遣方針
３．救援物資の提供
４．被災者の受け入れなど

受援・支援関係



平成２９年度版 

福岡市地域防災計画 修正案 

１ 震   災   対   策  編 ( １ 頁～４６頁）

２ 風  水  害  対  策  編（４７頁～８２頁）

３ 原 子 力 災 害 対 策 編 (８３頁～９１頁）

資料４



福岡市地域防災計画（震災対策編）修正案 

頁 章節 現行 修正案 修正理由 

目次 第１章  総     則 

第２章  災 害 予 防 計 画 

第３章  災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第２節 情報の収集・伝達 

第３節 災害時の広報 

第４節 消防活動 

第５節 救出・救急対策   

第６節 応急医療救護 

第７節 避難対策 

（追加） 

第８節 警備・交通対策 

第９節 緊急輸送対策 

第１０節 生活救援対策 

（追加） 

第１１節 民間団体，ボランティアとの連携 

第１２節 要援護者対策 

第１３節 防疫・保健衛生対策 

第１４節 清掃対策 

第１５節 行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬 

第１６節 応急教育対策 

第１７節 危険物施設等の応急対策  

第１８節 津波・水防対策 

第１９節 公共施設等の応急対策 

第２０節 ライフライン施設の応急対策 

第４章  災害復旧・復興計画 

第１章  総     則 

第２章  災 害 予 防 計 画 

第３章  災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第２節 情報の収集・伝達 

第３節 災害時の広報 

第４節 消防活動 

第５節 救出・救急対策   

第６節 応急医療救護 

第７節 避難対策 

第８節 物資の供給・輸送対策 

第９節 警備・交通対策 

第１０節 緊急輸送対策 

第１１節 被災地の安全対策 

第１２節 被災者の生活再建対策 

第１３節 民間団体，ボランティアとの連携 

第１４節 要配慮者対策 

第１５節 防疫・保健衛生対策 

第１６節 清掃対策 

第１７節 行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬 

第１８節 応急教育対策 

第１９節 危険物施設等の応急対策  

第２０節 津波・水防対策 

第２１節 公共施設等の応急対策 

第２２節 ライフライン施設の応急対策 

第４章  災害復旧・復興計画 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

１ 第１章 総則 

第１節 震災対策編の目

的 

第１節 震災対策編の目的 

（省略） 

（追加） 

第１節 震災対策編の目的 

（省略） 

○ 平成28年４月に発生した熊本地震の被災地支援で得た知見や経験を福岡市の防災・減災対策

に活かしていくため，「備蓄関係」，「避難所関係」，「物資輸送」，「災害対策体制」，「受援関係」な

どについて，必要な見直しを行っていくとともに，「支援関係」については，新たな計画に位置づ

けていく。 

熊本地震を踏まえた見

直し 

２ 第１章 総則 

第２節 防災の基本理念

及び施策の方向性 

１ 周到かつ十分な災害予防 

（２）施策の方向性 

⑤ 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。 

１ 周到かつ十分な災害予防 

（２）施策の方向性 

⑤ 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

な訓練や研修を実施する。

防災基本計画の修正 

５ 

６ 

７ 

８ 

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 

２ 事務の大綱 

（２）指定地方行政機関 

九州農政局福岡地域センター （略） 

（４）福岡県警察 

福岡県警察 
② 災害応急対策 

サ 死体の見分・検視に関すること 

（７）指定公共機関 

日本赤十字社福岡県支部 
② 災害医療用薬品等の備蓄に関する事項 

④ 義援金品の募集・配分業務に関する事項 

（９）その他の防災関係機関 

（新設） 

２ 事務の大綱 

（２）指定地方行政機関 

九州農政局福岡県拠点 （略） 

（４）福岡県警察 

福岡県警察 
② 災害応急対策 

サ 死体調査・検視に関すること 

（７）指定公共機関 

日本赤十字社福岡県支部 
② 災害医療用資機材等の備蓄に関する事項 

④ 義援金の募集・配分業務に関する事項 

（９）その他の防災関係機関 

公益社団法人福岡市老人クラブ

連合会 
本市が実施する防災活動についての協力に関する事項 

福岡市ＰＴＡ協議会 本市が実施する防災活動についての協力に関する事項 

組織名称変更 

死因・身元調査法の制

定による用語の整理 

災害医療用薬品の備蓄

や支援物資などを募集

する業務を行っていな

いため 

その他の防災関係機関

として指定 

１０ 第１章 総則 

第５節 災害の想定 

第１ 地震の想定 

２ 想定地震の根拠等 

（２）福岡市域に被害を与えた記録又は推定される主な地震 

（新設） 

第１ 地震の想定 

２ 想定地震の根拠等 

（２）福岡市域に被害を与えた記録又は推定される主な地震 

(5) 
２０１６年（平成２８年）４月１４日２１時２６分「熊本地震」（前震）Ｍ６．５ 

福岡市内の最大震度は４で負傷者１名の被害があった。 

(6) 

２０１６年（平成２８年）４月１６日０１時２５分「熊本地震」（本震）Ｍ７．３ 

福岡市内の最大震度は５弱で負傷者２，水道管漏水２，天井タイルの落下１などの被

害があった。 

熊本地震を踏まえた見

直し 



 

頁 章節 現行 修正案 修正理由 

１７ 第１章 総則 

第５節 災害の想定 

第２ 津波の想定 

２ 津波想定の概要 

東日本大震災を踏まえ，平成２４年３月に福岡県が実施した津波に関する防災アセスメント調査

結果によるものとする。 

一般的に津波は地震による断層運動によって海底が広域にわたって急激に沈降・隆起する際

に，海面に凹凸が生じて発生するとされており，沈降・隆起を生じる縦ずれ成分を持つ可能性があ

る下記の３つの断層を波源とした津波を予測する。 

① 対馬海峡東の断層（玄界灘） 

② 周防灘断層群主部（周防灘） 

③ 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（有明海） 

※ なお，別府湾-日出生断層帯東部は周防灘における波源の比較検討を目的に行ったもので

あり，平均潮位の潮位条件で計算した結果，別府湾-日出生断層帯東部と比較して最大津波高

が高く，最速津波到達時間が速い②周防灘断層群主部を周防灘における波源とした。 

【対象とした波源位置】 

（「津波に関する防災アセスメント調査 平成24 年3 月福岡県」より抜粋) 

第２ 津波の想定 

２ 津波想定の概要 

津波想定は，津波防災地域づくりに関する法律に基づき，平成２８年２月に福岡県が公表した「福

岡県津波浸水想定」によるものとし，発生頻度は極めて低いものの，発生すれば甚大な被害をもた

らす最大クラスの津波（「L２津波」）を想定する。 

（１）対象とする津波断層モデル（波源） 

福岡県に来襲する可能性のある想定津波のうち，最大クラスの津波をもたらすと想定される

津波断層モデルについて，玄界灘沿岸の以下の２つの断層を波源とした津波が想定される。 

① 西山断層（「日本海における大規模地震に関する調査検討会」（平成２６年８月公表。国土交

通省・内閣府・文部科学省）の F６０） 

② 対馬海峡東の断層（福岡県の独自設定断層） 

（２）「福岡県津波浸水想定」における潮位，構造物等の設定条件 

海域の潮位については，朔望平均満潮位（福岡市：TP.1.16m）をベースに設定。 

構造物については，地震や津波による被災を考慮（護岸・防波堤について，耐震や液状化に

対する技術的評価がなければ，すべて破壊され，堤防については，耐震や液状化に対する技術

的評価がなければ，地震及び液状化により，土堤の場合は，堤防高を地震前の25％の高さと

し，コンクリート構造物の場合は，地震及び液状化によりすべて破壊するものとして，また，構造

物は津波が越流し始めた時点で破壊されるものとして設定する等）し，また，水門等について

は，耐震性を有し自動化された施設，常時閉鎖の施設等以外は，開放状態として設定している。 

福岡県津波浸水想定の

公表 

【津波断層モデル（波源）】（「福岡県津波浸水想定」（平成２８年２月）より抜粋） 

●西山断層



●対馬海峡東の断層

頁 章節 現行 修正案 修正理由 

福岡県津波浸水想定の

公表 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

１８ 第１章 総則 

第５節 災害の想定 

３ 津波の予測結果及び想定被害 

（１）各地震による最大津波高および津波到達時間 

津波の計算結果を基に，浸水エリアと，建築物・人口分布を重ね合わせ，浸水深ごとの被害関

数を利用して被害想定量が算出されている。 

なお，下記の表は，福岡市において被害が想定される断層毎のケースを抜粋している。 

ケース 福 

岡 

市 

最
大
津
波
高 

最
速
津
波 

到
達
時
間 

最
大
津
波 

到
達
時
間 

建 

築 

物 

被
害
棟
数 

人的被害死者数

（人） 

昼間 夜間 

波 

源 

初

期 

潮

位 

通

常 

意

識 

低

い 

通

常 

意

識 

低

い 
（ｍ） （分） (分) （棟） 

対
馬
海
峡
東
の
断
層 

朔
望
平
均
満
潮
位 

西区 １.９７ ９６ １８９ １６ － １ － １ 

早良区 ０.５３ １３６ ２４２ １ － － － － 

中央区 ０.６２ １３７ ２２３ １ － － － － 

博多区 ０.３２ １６８ ２６０ － － － － － 

東区 １.６８ １１２ １７５ ２４ － ２ １ ４ 

最大 １.９７ ９６ － 計４２ ０ ３ １ ５ 

平
均
潮
位 

西区 １.９５ ９７ ２０９ ７ － １ － － 

早良区 ０.６１ １３７ ２５３ １ － － － － 

中央区 ０.５３ １３７ ２７４ － － － － － 

博多区 ０.２８ １７１ ２６５ － － － － － 

東区 ２.１５ １１２ ２００ ３ － － － － 

最大 ２.１５ ９７ － 計１１ ０ １ ０ ０ 

周
防
灘
断
層
群
主
部 

朔
望
平
均
満
潮
位 

西区 ０.１１ － － － － － － 

早良区 ０.０２ － － － － － － 

中央区 ０.０３ － － － － － － 

博多区 ０.０２ － － － － － － 

東区 ０.０６ － － － － － － 

最大 ０.１１ － － 計 ０ ０ ０ ０ 

平
均
潮
位 

西区 ０.０２ － － － － － － 

早良区 ０.０２ － － － － － － 

中央区 ０.０５ － － － － － － 

博多区 ０.０２ － － － － － － 

東区 ０.０７ － － － － － － 

最大 ０.０７ － － 計 ０ ０ ０ ０ 

３ 津波の予測結果及び想定被害 

（１）各地震による影響開始時間，最高津波水位，最高津波到達時間および被害想定 

津波の計算結果を基に，浸水エリアと，建築物・人口分布を重ね合わせ，浸水深ごとの被害関

数を利用して被害想定量が算出されている。 

●影響開始時間，最高津波水位，最高津波到達時間 

●被害想定 

西山断層 対馬海峡東の断層 

福 

岡 

市 

人的被害 

（死者数） 

物的被害 

（棟数） 

人的被害 

（死者数） 

物的被害 

（棟数） 

夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 

１６ １７ ２ ６４ １５ １７ ２ ６９ 

福岡県津波浸水想定の

公表 

影響開始時間，最高津波 位，最高津波到 時間

西山断層 対馬海峡東の断層 

影響開始 

時間 

(分) 

最高津波 

水位 

(TPm) 

最高津波 

到達時間 

(分) 

影響開始 

時間 

(分) 

最高津波 

水位 

(TPm) 

最高津波 

到達時間 

(分) 

福岡市 

東区 7 2.6 110 111 3.4 152 

博多区 35 2.4 42 177 2.3 234 

中央区 32 2.2 41 142 2.0 193 

早良区 30 1.9 38 141 1.8 144 

西区 20 2.3 143 132 3.3 181 

・「影響開始時間」：初期水位から20cm上昇する時間。 

・「最高津波到達時間」：各津波のうち，最高津波水位となるものの到達時間を採用。 

・「TPm」：東京湾平均海面を基準（TP＝0m）とした高さ。 

・   ：最短の影響開始時間，最高津波水位及び最高津波到達時間。 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

１９ （２）波源による想定 

福岡市では対馬海峡東の断層を波源とし，初期潮位を平均潮位とした場合に東区で最大津波

高２.１５ｍの津波が予測される。 

また，初期潮位が朔望平均満潮位とした場合に西区で最速の津波到達時間は９６分と予測さ

れる。 

津波による被害は，対馬海峡東の断層を波源とした場合が最も多いと予測され，４２棟の建築

物被害が予測される結果となった。人的被害は５人程度の死者が予測されるが，津波の到達ま

で時間があることから，避難が迅速に行われれば被害は大きくならないと考えられる。 

① 津波の到達時間 

対馬海峡東の断層において想定した地震が起きた場合の津波は，朔望平均満潮位では地

震発生から９６分程度で最も速く西区に到達し，平均潮位でも９７分程度で西区に到達すると予

測される。 

② 最大津波高 

波高は玄界灘と響灘の沿岸部で高く，福岡市東区と西区で最大津波高が２ｍ前後になると

予測される。この中で，最大津波高は，朔望平均満潮位の場合は西区で１.９７ｍ，平均潮位の

場合は東区で２.１５ｍである。 

③ 最大津波の到達時間 

最大津波の到達時間は，朔望平均満潮位の場合で地震発生から１８９分程度で西区に到達

すると予測される。 

④ 流速 

朔望平均満潮位の場合に比べて，平均潮位の場合は相対的に沖方向に流れる際に最大流

速が生じる傾向がみられる。 

最も早い箇所での最大流速は１.５ｍ/ｓ程度と予測され，河口，港の出入り口など，流路が狭

くなる箇所では，相対的に流速が速い傾向がある。 

⑤ 浸水範囲 

対馬海峡東の断層で想定した地震が起きた場合，浸水は主に玄界灘や響灘に面した浜辺

で生じると予測され，浜辺に面した宅地等で地盤と護岸が低い箇所では，浸水する可能性が

ある。 

⑥ 博多湾入口で予測される水位変化の特徴 

博多湾入口で予測される水位変化の特徴として，津波の到達は地震発生から約２時間後，

最大津波高は０.５６ｍ程度と予測され，測定値は，初期潮位が朔望平均満潮位より平均潮位

の方が，津波の振幅が大きく津波高が高くなる傾向がみられる。 

地震発生から８～１０時間後に津波高が０.２ｍを下回り，収束すると予測される。 

（２）波源による想定 

① 西山断層を波源とした場合 

津波の最短の影響開始時間は，東区で地震発生から７分と予測されている。 

最高津波水位は東区で２.６ｍ，その到達時間は，１１０分と予測されている。 

津波による被害は，人的被害が夜間１６人（昼間１７人），物的被害が全壊２棟，半壊６４棟と

予測されている。 

② 対馬海峡東の断層を波源とした場合 

津波の最短の影響開始時間は，東区で１１１分と予測されている。 

最高津波水位は東区で３.４ｍ，その到達時間は，１５２分と予測されている。 

津波による被害は，人的被害が夜間１５人（昼間１７人），物的被害が全壊２棟，半壊６９棟と

予測されている。 

福岡県津波浸水想定の

公表 

２０ 第１章 総則 

第６節 防災計画の修正 

第６節 防災計画の修正 

この計画は，災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年定期的に検討を加え，必要があると認

められるときは修正する。 

その際には，男女共同参画の視点や高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦等の災害時要

援護者に対する配慮に留意するなど，人権尊重の視点に立って検討を行う。 

第６節 防災計画の修正 

この計画は，災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年定期的に検討を加え，必要があると認

められるときは修正する。 

その際には，男女共同参画の視点や高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦等に対する配

慮に留意するなど，人権尊重の視点に立って検討を行う。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

２６ 第２章 災害予防計画 

第１節 防災体制の整備 

第３ 消防，医療体制の整備 

２ 医療体制の整備 

（３）通信手段等の確保 

保健福祉センター，市立病院（地方独立行政法人福岡市立病院機構が経営する「福岡市立こど

も病院・ 感染症センター」及び「福岡市民病院」をいう。以下同じ。），福岡市医師会，及び災害拠

点病院，その他医療 関係機関との連携，連絡体制を確保するとともに，福岡市医師会及び災害

拠点病院に防災行政無線を設置するなど災害時の通信手段を確保する。 

第３ 消防，医療体制の整備 

２ 医療体制の整備 

（３）通信手段等の確保 

保健福祉センター，市立病院を運営する地方独立行政法人福岡市立病院機構，福岡市医師

会，及び災害拠点病院，その他医療関係機関との連携，連絡体制を確保するとともに，福岡市医

師会及び災害拠点病院に防災行政無線を設置するなど災害時の通信手段を確保する。 

文言修正 

２６ 第２章 災害予防計画 

第１節 防災体制の整備 

第４ 道路交通体制の整備 

１ 緊急通行車両の事前届出制度 

災害発生時の混乱した現場における緊急通行車両の迅速な確認手続を実施するため，県公

安委員会が，あらかじめ関係機関から緊急通行車両の事前届出を受理する制度である。 

なお，災害発生時における緊急通行車両の確認手続においては，事前届出を行った車両は，

他の車両に優先して確認される。 

２ 事前届出の対象とする車両 

事前届出の対象とする車両は，次に掲げるいずれにも該当する車両とする。 

（１）災害時において災害対策基本法第50 条第１項に規定する災害応急対策（次に掲げる事項をい

う。）を実施するために使用される計画がある車両。 

① 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

② 消防，水防その他の応急措置に関する事項 

③ 被災者の救難，救助その他保護に関する事項 

④ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

⑤ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

⑥ 清掃，防疫その他の保健衛生に関する事項 

⑦ 犯罪の予防，交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

⑧ 緊急輸送の確保に関する事項 

⑨ その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関する事項 

（２） 指定行政機関の長，指定地方行政機関の長，地方公共団体の長その他の執行機関，指定公

共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」という。）が保有し，若しくは指定行政

機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために専用に使用される車両又は災

害時に他の関係機関・団体等から調達する車両。 

① 指定行政機関 

警察庁，防衛省等災害対策基本法第２条第３号に定める機関 

② 指定地方行政機関 

本計画第１章第３節２（２）に記載の機関 

③ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

本計画第１章第３節２（７）及び（８）に記載の機関 

（新設） 

第４ 道路交通体制の整備 

１ 緊急通行車両等の事前届出制度 

災害が発生していない平時において県公安委員会が事前に指定行政機関等から緊急通行車

両等の届出を受理し，時間を要する審査を済ませ「緊急通行車両等事前届出済証」又は「規制除

外車両事前届出済証」を交付する制度である。 

同事前届出済証を検問所等で警察官に提示すれば審査を経ることなく速やかに「標章」及び

「証明書」の交付を受けることができる。 

２ 事前届出の対象とする車両 

（１）緊急通行車両 

事前届出の対象とする車両は，次に掲げるいずれにも該当する車両とする。 

① 災害時において災害対策基本法第50条第１項に規定する災害応急対策（次に掲げる事項

をいう。）を実施するために使用される計画がある車両。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

イ 消防，水防その他の応急措置に関する事項 

ウ 被災者の救難，救助その他保護に関する事項 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

オ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

カ 清掃，防疫その他の保健衛生に関する事項 

キ 犯罪の予防，交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

ク 緊急輸送の確保に関する事項 

ケ その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置に関する事項 

② 指定行政機関の長，指定地方行政機関の長，地方公共団体の長その他の執行機関，指定

公共機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」という。）が保有し，若しくは指定

行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために専用に使用される車両

又は災害時に他の関係機関・団体等から調達する車両。 

ア 指定行政機関 

警察庁，防衛省等災害対策基本法第２条第３号に定める機関 

イ 指定地方行政機関 

本計画第１章第３節２（２）に記載の機関 

ウ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

本計画第１章第３節２（７）及び（８）に記載の機関 

（２）規制除外車両 

事前届出の対象とする車両は，次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両となら

ない車両とする。 

① 医師・歯科医師，医療機関等が使用する車両 

② 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両（製造者又は販売者に限る。） 

③ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

④ 道路啓開作業用車両 

緊急交通路の通行を認

めることが適切である

規制除外車両等の整理

に伴う修正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

３ 事前届出の申請 

（１）申請者 

災害対策基本法施行令第33条第１項に基づく緊急通行車両の緊急通行を実施することにつ

いて責任を有する者。（代行者を含む。） 

（２）申請先 

申請に係る車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は県警察本部交通規制課。 

４ 申請書類 

緊急通行車両事前届出書２通に次の書類を添付の上申請する。 

（１）申請者が緊急通行車両として使用することを疎明する書類１通 

（２）自動車検査証の写し等 

⑤ 建設用重機 

⑥ 重機輸送車両（建設用重機と同一の使用者による届出に限る。） 

３ 事前届出の申請 

（１）申請者 

災害対策基本法施行令第33条第１項に基づく緊急通行車両等の緊急通行を実施することに

ついて責任を有する者（代行者を含む。） 

（２）申請先 

申請に係る車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は県警察本部交通規制課 

４ 申請書類 

（１）緊急通行車両 

① 緊急通行車両等事前届出書…２通 

※ 福岡県警察ホームページの交通部交通規制課「大規模災害等が発生した場合の交

通規制について」に記載例とともに掲載 

② 自動車検査証の写し…１通 

③ 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類の写し（指定行政機関等の契約書等）

…１通 

（２）規制除外車両 

① 規制除外車両事前届出書…２通 

※ 前記４（１）①の※に同じ 

② 自動車検査証の写し…１通 

③ 次のいずれかに該当する業務内容を疎明する書類等…１通 

ア 医師・歯科医師，医療機関等が使用する車両 

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類

の写し 

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両（製造者又は販売者に限る。） 

使用者が医薬品，医療機器，医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認でき

る書類の写し 

ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できる写真 

エ 道路啓開作業用車両 

ナンバープレート及び車両の形状が確認できる写真 

オ 建設用重機 

ナンバープレート及び車両の形状が確認できる写真 

カ 重機輸送車両（建設用重機と同一の使用者による届出に限る。) 

ナンバープレート及び車両の形状が確認でき，重機を積載した状況の写真 

２７ 第２章 災害予防計画 

第１節 防災体制の整備 

第５ 防災訓練（各機関） 

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）訓練内容 

（新設） 

第５ 防災訓練（各機関） 

１ 実地訓練 

自然災害を想定して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）訓練内容 

⑧ 受援訓練・支援訓練 

他の自治体や関係機関などからの応援を最大限に生かすことができるよう受援力を高め

るための訓練を実施する。また，他の自治体からの応援要請に対応するための災害応急対

策訓練や現地本部設置訓練などを実施する。 

実態に応じた修正 

熊本地震を踏まえた見

直し 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

２９ 第２章 災害予防計画 

第１節 防災体制の整備 

第７ 防災に関する調査研究（各局，区） 

７  高齢者や障がい者などの居所把握調査など災害時の要援護者対策に関すること 

第７ 防災に関する調査研究（各局，区） 

７  高齢者や障がい者などの居所把握調査など災害時の要配慮者対策に関すること 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

３０ 第２章 災害予防計画 

第２節 自主防災体制の

整備 

第２節 自主防災体制の整備 

（略） 

また，防災・減災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦な

どの災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよ

う努めるとともに，被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点，障がい者等の視点に十分配

慮するよう努めるものとする。 

第２節 自主防災体制の整備 

（略） 

また，防災・減災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦な

どの要配慮者に十分配慮し，地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるととも

に，被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点，障がい者等の視点に十分配慮するよう努

めるものとする。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

３１ 第２章 災害予防計画 

第２節 自主防災体制の

整備 

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。 

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） 

（追加） 

（略） 

（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。 

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 

①「博多あん（安全）・あん（安心）塾」 

地域や企業の防災力の向上を目的に，平成１７年度から開講。「防災リーダー」（防災士）を

1,000名養成する。塾修了者を「博多あん・あんリーダー」として認定し，塾の継続実施により，

「博多あん・あんリーダー」を地域や企業へ浸透させ，防災リーダーの中核として活動すること

で，地域防災力の底上げを図る。 

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 

９６９名 ９２８名 

（平成29年3月末現在） 

②避難運営支援エキスパートの養成 

避難所運営を支援する災害ボランティア「避難所サポートチーム・福岡」を養成するため，平

成２９年度から専門的な知識と技能を有する人材300名の養成を目指し取り組み，地域防災力

の向上を図る。 

（略） 

（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，地域防災力の

向上に取り組んでいく。 

表現の適正化 

時点修正 

熊本地震を踏まえた見

直し 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

３２ 

３３ 

３４ 

第２章 災害予防計画 

第２節 自主防災体制の

整備 

７ 防災知識の普及 

広く市民に対し，災害時の対応，事前の備え等について理解の増進を図る。 

（略） 

（８）防災に関する主な運動期間 

市民防火の日 毎月１日

防災とボランティア週間  １月１５日～１月２１日

防災とボランティアの日  １月１７日

文化財防火運動  １月２６日～２月１日

春の火災予防運動 ３月１日～３月７日

市民防災の日  ３月２０日

土砂災害防止月間  ６月

危険物安全週間 ６月第２週

国民安全の日  ７月１日

海上災害防止運動  ５月～１０月

全国海難防止強調運動  ７月１６日～７月３１日

道路防災週間  ８月２５日～８月３１日

防災週間  ８月３０日～９月５日

防災の日  ９月１日

救急の日  ９月９日

津波防災の日  １１月５日 

秋の火災予防運動  １１月９日～１１月１５日

１１９番の日  １１月９日

８ 防災教育の充実 

「子どもたちのセ－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。 

７ 防災知識の普及 

広く市民に対し，災害時の対応，事前の備え等について理解の増進を図る。また，災害による

人的被害を軽減する方策は，市民等の避難行動が基本となることを踏まえ，警報等や避難指示

等の意味と内容の説明など，啓発活動を市民等に対して行うものとする。 

（略） 

（８）防災に関する主な運動期間 

市民防火の日 毎月１日

防災とボランティア週間  １月１５日～１月２１日

防災とボランティアの日  １月１７日

文化財防火運動  １月２６日～２月１日

春の火災予防運動 ３月１日～３月７日

市民防災の日  ３月２０日

土砂災害防止月間  ６月

危険物安全週間 ６月第２週

国民安全の日  ７月１日

海上災害防止運動  ５月～１０月

全国海難防止強調運動  ７月１６日～７月３１日

道路防災週間  ８月２５日～８月３１日

防災週間 ８月３０日～９月５日 

防災の日 ９月１日 

備蓄促進ウィーク ９月１日～９月７日 

救急の日 ９月９日 

津波防災の日 １１月５日 

秋の火災予防運動 １１月９日～１１月１５日 

１１９番の日  １１月９日

８ 防災教育の充実 

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。 

防災基本計画の修正 

備蓄促進ウィークの創

設 

事業内容の見直しによ

る文言の修正 

３４ 第２章 災害予防計画 

第２節 自主防災体制の

整備 

１０ 避難所の自主運営力の向上 

地域において地域住民，施設管理者，行政等による避難所運営のワ－クショップや訓練等を

開催する等し，避難所運営体制の充実・強化を図る。 

熊本地震を踏まえた見

直し 

３５ 第２章 災害予防計画 

第３節 被災者支援対策 

第３節 被災者支援対策 

被災者への支援対策を充実するため，食料や生活物資の備蓄・調達，避難対策，要援護者対策

等について必要な整備を行う。その際，男女のニーズの違い等，男女の双方の視点に十分配慮す

るものとする。 

第１ 生活支援対策 

災害に備え，災害時に必要となる食料・日用品に関して，市民に対して必要な備えを呼びかける。 

また，公的備蓄は，企業等との災害時応援協定に基づく流通備蓄の活用を基本とし，調達に必要な

情報等の収集に努めるとともに，災害発生直後における対応に備え，必要最低限の食料や物資等

を備える。 

第３節 被災者支援対策 

被災者への支援対策を充実するため，食料や生活物資の備蓄・調達，避難対策，要配慮者対策

等について必要な整備を行う。その際，男女のニーズの違い等，男女の双方の視点に十分配慮す

るものとする。 

第１ 生活支援対策 

災害に備え，災害時に必要となる食料，生活必需品，資機材（以下「物資」という）に関して，市民や企

業等に対して必要な備えを呼びかける。 

また，公的備蓄は，発災から３日間の対応に備え，必要最低限の物資を備えるとともに，これを

補完するものとして，国等からの救援物資や企業等との災害時応援協定に基づく流通備蓄の活用

を図る。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

熊本地震を踏まえた見

直し 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

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 

① 災害に備え，市民一人ひとりが食料，水を最低３日分備えておくことを呼びかけ，周知・普

及を図る。 

（略） 

（２）日用必需品の持ち出し準備 

食料，水のほか，懐中電灯，ラジオ，衣類その他必要な日用品をまとめ，何時でも持ち出せる

ように備えておくこと等を呼びかけ，周知・普及を図る。 

（追加） 

２ 食料等の確保 

（１）調達先の情報収集 

市において，災害時に調達するべき食料，日用品，その他の物資について，調達先，調達

能力等の情報を定期的に把握しておく。 

（２）公的備蓄の実施 

大規模災害時に，食料などの調達が困難な状況になった場合に備え，防災倉庫，防災セン

ター，各校区（公民館）に計画的に非常食，水の備蓄を行うとともに，市立小・中学校等への配

備拡充を検討する。 

また，大規模災害が発生し，水洗トイレが使用できなくなった場合，各避難所に仮設トイレが

設置されるまでの間の対応が必要となることから，防災倉庫，各校区（公民館）に簡易トイレの

備蓄を行う。 

なお，その他必要な備蓄品目及び量については，今後，関係各局と検討を行う。 

① 非常食，水 

備蓄数量については，国，他都道府県及び他市町村からの早期支援の実施や民間業者

との生活物資応援協定の締結による支援等を考慮し，平成24年に県から公表された警固断

層直下型地震の想定避難者数約 25,000 人の半数である約 12,500 人の 3 食分にあたる約

37,500 食分を備蓄し，今後は，5 年間の消費期限が切れる分について，計画的に補充を行

う。 

また，食物アレルギー体質者や離乳食の摂取者対応食として，想定避難者数約25,000 人

のうちの約4％（アレルギー体質をもつ者2％＋離乳食が必要な者2％）である約1,000人の

6 食分（2 日分）及びその半数約500 人（3 日目）の3 食分にあたる約7,500 食分を平成26 年

度末で完了した。 

② 簡易トイレ 

仮設トイレが設置されるまでの応急的なトイレ対策として，防災倉庫，各区役所及び公民

館等に，簡易トイレ（便袋）24,000枚を備蓄し，今後は，警固断層直下型地震の被害想定に基

づき，備蓄を検討していく。 

（３）市内部組織の所有品の活用 

こども病院や市立保育所が所有する粉ミルク等（アレルギー対応含む）を災害時に活用す

る。 

（４）協力関係の樹立 

本市に店舗を有する事業所等に，災害時の対応について理解，協力を求め，情報交換に努

めるとともに，災害時の生活必需物資等供給協定の締結を推進する。（資料編 254 頁） 

１ 自主的備蓄 

市民及び企業等は，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）家庭における備蓄 

① 災害に備え，市民一人ひとりが食料，飲料水，簡易トイレ，トイレットペーパー等を最低３日

分備えておくことを呼びかけ，周知・普及を図る。 

（略） 

③ 食料，水のほか，懐中電灯，ラジオ，衣類，お薬手帳その他必要な日用品をまとめ，何時

でも持ち出せるように備えておくこと等を呼びかけ，周知・普及を図る。 

（２）企業等における備蓄 

企業等については，災害時に従業員等を事業所等内に留めておくことができるよう，必要な物

資を最低３日分備えておくよう呼びかけ，周知・普及を図る。 

２ 公的備蓄 

（１）備蓄品目 

① 食料 

水，パン，レトルト米の基礎的食料に加え，高齢者，乳幼児及び食物アレルギ－を有する

避難者に対応した白粥，粉ミルクなどの備蓄を行う。 

② 生活必需品 

簡易トイレ，和式トイレの洋式化アタッチメント，毛布，生理用品，紙おむつ，哺乳瓶，口腔

衛生用品など，発災直後に必要となる生活必需品の備蓄を行う。 

③ 資機材 

発電機，投光器，カセットコンロ，懐中電灯，ブルーシートなど，発災直後に必要となる資

機材の備蓄を行う。 

（２）備蓄数量 

想定避難者数約25,000 人分及び在宅避難者数5,000 人分の食料を３日分備蓄する。 

※居宅で生活可能な者のうち，食料等の入手が困難な者（以下「在宅避難者」という）につい

て，他都市の算出方法を参考に，予想される在宅避難者数を算出 

（３）備蓄場所 

埋蔵文化財センター月隈収蔵庫の備蓄倉庫に物資を備蓄するとともに，避難所となる各小学

校または公民館において分散備蓄を行う。さらに，物資をより効率的に輸送，供給できるように

するために，市内各所での分散備蓄について検討していく。 

３ 流通備蓄 

市において，災害時に調達する物資について，災害時応援協定を締結している企業等から

調達物資に関する情報を定期的に把握しておく。 

発災時における確実な物資の調達のため，企業等とのさらなる協定締結を推進していく。 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

３６ 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 

１ 避難場所等の指定 

（２）避難所（資料編209 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。 

③ その他の避難所 

ア 福祉避難所 

高齢者，障がい者等の要援護者で通常の避難所での生活が困難な者を収容するた

めの避難所として指定する。指定にあたっては，予め福祉避難所として適当な社会福

祉施設等の設置者と協定を締結するものとする。 

第２ 避難対策 

１ 避難場所等の指定 

（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

要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては，要配慮者の円滑な利用を確保するた

めの措置が講じられ，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。 

③ その他の避難所 

ア 福祉避難所 

高齢者，障がい者等の要配慮者で通常の避難所での生活が困難な者を収容するた

めの避難所として指定する。指定にあたっては，予め福祉避難所として適当な社会福

祉施設等の設置者と協定を締結するものとする。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

３６ 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 

３ 避難場所の整備 

（第３ 要援護者対策  ２ 避難所の整備と防災訓練の実施  （１）避難所の整備から移設） 

学校，公民館など避難所に指定している施設については，要援護者の使用に支障がないよう，

施設の整備に努める。 

避難場所となる公園について，順次整備する。また，小学校統廃合による避難所，避難場所の確

保を順次行う。（第４節  第３オープンスペースの確保参照） 

第２ 避難対策 

３ 避難所・避難場所の整備 

（１）避難所の整備 

学校，公民館など避難所に指定している施設については，高齢者や障がい者の使用に支障

がないよう，施設の整備に努める。

また，マンホールトイレの整備及び学校施設におけるトイレの洋式化を推進する。 

（２）避難場所の整備 

避難場所となる公園について，順次整備する。（第４節  第３オープンスペースの確保参照） 

熊本地震を踏まえた見

直し 

３７ 第２章 災害予防計画 

第３節 被災者支援対策 

５ 帰宅困難者対策 

公共交通機関が運行を停止した場合，自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生

することから，次に掲げる帰宅困難者対策を講じる。 

（３）天神，博多駅地区などにおいて，帰宅困難者の避難スペースを確保するため，企業等に対し

て，施設提供協力の働きかけを積極的に行う。 

（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。 

５ 帰宅困難者対策 

公共交通機関が運行を停止した場合，自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生

することから，都市再生安全確保計画に基づき，次に掲げる帰宅困難者対策を講じる。 

（３）帰宅困難者の避難スペースを確保するため，企業等に対して，施設提供協力の働きかけを積

極的に行う。 

（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策定された「天神・博多駅周辺地区都市再生安全確保計

画」に基づいて，官民連携により，帰宅困難者対策を推進していく。 

都市再生安全確保計画

の策定に伴う修正 

３８ 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 

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

講習会や防災訓練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

第３ 要配慮者対策 

災害時における要配慮者（災害対策基本法に規定する高齢者，障がい者，乳幼児その他の特に

配慮を要する者をいう。以下，同じ）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」，「福岡市避難行動要支援者に関する取組指針」（以下「取組

指針」という。）など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，地域住民への防災講習会や防災訓練等を通じて要配慮者への配慮について啓発してい

く。 

災害対策基本法改正に

伴う制度の見直しによ

る修正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

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 574

頁）による。 

１ 要援護者の把握・情報共有 

（追加） 

（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。 

（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。 

（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。 

（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。 

さらに，必要に応じて「取組指針」を見直し，地域の各種団体の連携により，要配慮者と地域住民

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仕組づく

りを進めていく。 

１ 避難行動要支援者の把握・情報共有 

市は，災害対策基本法の規定に基づき，要配慮者のうち，避難行動要支援者（災害時に自ら避

難することが困難な者であって，その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する

ものをいい，以下「要支援者」という。）の把握に努めるとともに，避難支援等を実施するための

基礎とする避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を作成する。 

また，避難支援等関係者へ名簿情報を提供する場合は，本人の同意を得るものとする。 

〔名簿の種類〕 

① 全体名簿 

本人の同意の有無に関わらず，要支援者全員を掲載する名簿をいう。 

② 同意者名簿 

全体名簿に掲載された者のうち，避難支援等関係者へ名簿情報を提供することに同意した

要支援者を掲載する名簿をいう。 

なお，市から避難支援等関係者への名簿情報の提供は，同意者名簿により行う。 

（１）避難支援等関係者となる者 

市が同意者名簿の情報を提供する避難支援等関係者は，次のとおりとする。 

① 校区・地区自治協議会 

② 校区・地区社会福祉協議会 

③ 民生委員・児童委員 

（２）名簿に登載する者の範囲等 

名簿に掲載する者の範囲及び要件は，次のとおりとする。 

① 名簿に掲載する要支援者の範囲 

次の要件に１以上該当する者 

・移動が困難な人 

・日常生活上，介助が必要な人 

・情報を入手したり，発信したりすることが困難な人 

・精神的に著しく不安定な状態をきたす人 

② 名簿に登載する者の要件 

ア 次の要件に１以上該当する者（施設入所者を除く） 

・身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者。ただし，心臓又はじん臓機能障害

のみを交付の理由とするものは除く。 

・療育手帳Ａの交付を受けている者 

・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

・要介護認定３以上の者 

・福岡市の災害時要援護者台帳に登載された者 

イ 次の要件に１以上該当する者（施設入所者を除き，災害時の避難支援等を希望して，避

難支援等関係者へ名簿情報を提供することに同意した者に限る） 

・身体障害者手帳の交付を受けている者（上記アの要件に該当する者を除く） 

・要介護認定者（上記アの要件に該当する者を除く） 

・要支援認定者 

・障害支援区分１以上の者 

・精神障害者保健福祉手帳２級又は３級の交付を受けた者 

修正前（４） 

修正前（１） 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

（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。 

（新設） 

（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。 

（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。 

２ 避難所の整備と防災訓練の実施 

（１）避難所の整備 

学校，公民館など避難所に指定している施設については，要援護者の使用に支障がないよ

う，施設の整備に努める。 

（２）防災訓練の実施 

自主防災組織等において，要援護者の支援に関する防災訓練を実施するなど，要援護者に

対する地域での協力体制の確立を図っていく。 

・療育手帳Ｂの交付を受けた者 

・指定難病患者 

・65 歳以上で身体虚弱の者 

（３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

① 名簿作成に必要な個人情報 

・氏名 ・性別 ・生年月日 ・住所 ・電話番号 ・ＦＡＸ番号 

・避難支援等を必要とする事由 ・世帯状況（単身同居の別） 

② 情報の入手方法 

上記（２）②アの要件に該当する者の情報は，市が保有する福祉情報等及び本人の申告に

よるものとし，上記（２）②イの要件に該当する者の情報は，本人の申請によるものとする。 

（４）名簿の更新に関する事項 

名簿は，市が保有する福祉情報等に基づき，年１回更新する。 

（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 

① 法令等の遵守 

市は，避難支援等関係者に対して，名簿情報の漏えいを防止するため，災害対策基本法

や市が整備する名簿の取扱要領等の遵守を指導する。 

② 提供する名簿情報の限定 

市が避難支援等関係者へ提供する名簿情報は，避難支援等関係者が担当する地域の名

簿情報に限るものとする。 

③ 名簿の回収 

市が，名簿情報提供のために避難支援等関係者へ貸与した名簿の更新は年１回とし，名

簿の更新の際に，前回貸与した名簿を回収する。 

④ その他情報漏えいの防止に効果的な措置について，適宜，検討するものとする。 

（６）要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

① 市は，災害時等においては，福岡市地域防災計画に基づき，避難準備・高齢者等避難開

始，避難勧告，避難指示（緊急）の発令・伝達を適時適切に発令し，要配慮者が円滑かつ安

全に避難行動ができるよう努める。 

② 市は，緊急かつ着実な避難指示（緊急）等が伝達されるよう，多様な手段（報道機関による

広報，緊急速報メール，広報車，ＦＡＸ，市ホームページ等）を活用して情報伝達を行う。 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者が行う避難支援等は，避難支援等関係者本人とその家族の安全が確保

された上で，地域の実情や災害の状況に応じて，可能な範囲で行われるものであり，避難支

援等関係者は法的責任や義務を負わない。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。 

（削除） 

（削除） 

修正前（２） 

修正前（３） 

修正前（５） 

（新設） 

修正前（６） 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

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。 

（１）地域ぐるみの取り組みを促進 

地域の住民や各種団体が連携した「地域の支援組織」による取り組みを充実・強化していく。

なお，地域の実情を踏まえた取り組みが実施可能となるよう，支援組織の構成・形態及び支援

内容は地域の判断に委ねる。 

（２）災害時要援護者情報の地域との共有を拡充 

平成２３年１２月の福岡市個人情報保護審議会の答申を踏まえ，個人情報の保護に配慮し

つつ，「災害時要援護者台帳」登録者で地域への個人情報の提供に関する同意書を提出して

いない者の情報を含めた要援護者情報を地域の支援組織と共有する。 

ただし，情報提供同意書未提出者の情報提供は，避難支援全体計画の取り組みに関する申

請書や個人情報保護に関する誓約書の提出，及び災害時要援護者名簿に関する覚書の締結

を踏まえ，校区単位で災害時要援護者の避難支援対策に取り組む地域支援組織の代表者に

限る。 

（３）災害時要援護者個人ごとの「避難支援計画」（個別計画）の策定 

地域の支援組織は，地域への個人情報の提供に関する同意書を提出した者について，要

援護者本人やその家族，また，区役所や関係機関等と協力・連携して，災害時の具体的な避

難支援の方法や内容等を定める「避難支援計画」（個別計画）の策定を進める。 

（４）実施可能な地域から段階的に拡大 

当該取り組みは，実施可能な地域から開始し，その実施状況を十分に検証しながら，段階

的に全市に拡大していく。 

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や妊産婦，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。 

２ 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指針」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，要支援者の避難支援対策の充実・強化を図る。 

（１）地域ぐるみの取り組みを促進 

避難支援等関係者が連携した「地域の支援組織」による取組の充実・強化を図る。 

なお，地域の実情を踏まえた取り組みが実施可能となるよう，支援組織の構成・形態及び支援

内容は地域の判断に委ねる。 

（削除） 

（２）要支援者個人ごとの「個別計画」の策定 

避難支援等関係者は，名簿情報の提供に同意した要支援者について，要支援者本人やその

家族，並びに区役所や関係機関等と連携し，災害時の具体的な避難支援の方法や内容等を定め

る「個別計画」の策定を進める。 

（削除） 

３ 要支援者以外の要配慮者対策の研究 

要支援者以外の乳幼児や妊産婦，外国人などの要配慮者についても，必要に応じて適宜，市

や関係機関，地域，福祉関係団体等が連携し，具体的な支援対策の研究を行う。 

４０ 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 

２ 基本的な考え方 

（４）都心部の安全確保（エリア防災の推進） 

高次の都市機能や就業者・観光客等が集積する都心地域においては，大規模災害発生時

に，ターミナル駅を中心として多くの帰宅困難者が発生することが想定される。このような災害

発生時の混乱を最小限に抑え，速やかに都市機能の回復を図るため，官民共同で防災計画を

策定し，退避施設等の確保や防災活動・防災訓練等の取り組みを推進する。 

（５）都市再生安全確保計画の策定 

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。 

３ 震災に強い都市づくりの推進方策 

（４）都心部の安全確保（エリア防災の推進） 

① 目的 

警固断層帯（南東部）における大規模地震が発生した場合，中央区や博多区といった都心

部周辺では多くの帰宅困難者が発生すると想定されており，その場合，特に鉄道・バスの大

規模ターミナルとなっている天神地区，博多駅地区は観光客等の来街者も多く，帰宅困難者

第１ 震災に強い都市づくり 

２ 基本的な考え方 

（４）都心部の安全確保（エリア防災の推進） 

高次の都市機能や就業者・観光客等が集積する都心地域においては，大規模災害発生時

に，ターミナル駅を中心として多くの帰宅困難者が発生することが想定される。このような災害

発生時の混乱を最小限に抑え，速やかに都市機能の回復を図るため，都市再生安全確保計

画に基づき，帰宅困難者対策を推進する。 

（削除） 

３ 震災に強い都市づくりの推進方策 

（４）都心部の安全確保（エリア防災の推進） 

① 目的 

警固断層帯（南東部）における大規模地震が発生した場合，中央区や博多区といった都心

部周辺では多くの帰宅困難者が発生すると想定されており，その場合，特に鉄道・バスの大

規模ターミナルとなっている天神地区，博多駅地区は観光客等の来街者も多く，帰宅困難者

都市再生安全確保計画

の策定に伴う修正 
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がターミナル周辺に滞留し混乱する恐れがある，そのため，このような帰宅困難者対策を

中心に都心部の安全確保を推進する。 

② 基本的な考え方 

（略） 

ウ エリア防災にかかる計画の策定には，建築物の管理者，所有者，テナント，交通事業者

等，エリア内の多数の関係者の協力が必要であるため，既存の地域協議会等の枠組み

を活用し，関係者の合意形成を図っていく。 

エ 大規模災害発生時の対策が円滑に行われるよう，平常時における防災訓練や意識啓

発等の継続した取り組みをエリアマネジメント活動の一環として行う。 

オ 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。 

がターミナル周辺に滞留し混乱する恐れがあるため，都市再生安全確保計画に基づき，こ

のような帰宅困難者対策を中心に都心部の安全確保を推進する。 

② 基本的な考え方 

（略） 

ウ 計画の推進には，建築物の管理者，所有者，テナント，交通事業者等，エリア内の多数

の関係者の協力が必要であるため，既存の地域協議会等の枠組みを活用し，引き続き，

関係者の合意形成を図っていく。 

エ 大規模災害発生時の対策が円滑に行われるよう，平常時における防災訓練や意識啓

発等の継続した取り組みをエリアマネジメント団体等と連携して行う。 

オ 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策定された「天神・博多駅周辺地区都市再生

安全確保計画」に基づいて，官民連携により，帰宅困難者対策を推進していく。 

４３ 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 

１ 都市計画 

（１）土地利用計画 

① 市街化区域及び市街化調整区域 

無秩序な市街化を防止し，計画的な市街化を図るため，都市計画区域を市街化区域と市

街化調整区域に区分している。 

市街化区域と市街化調整区域の区域区分については，昭和 45 年の当初決定の後，当該

都市計画区域の人口及び産業の将来の見通し等を勘案して，定期的（概ね７～８年に一度）

に見直しを行っている。 

② 用途地域 

用途地域は，機能的かつ安全な都市活動の場を確保するとともに，防災にも配慮した建

築密度，形態等を誘導し良好な市街地環境の形成を図るため，本市の都市構造，土地利用

及び都市基盤整備の動向を踏まえ指定しており，建築基準法と合わせて，建築物の用途や

容積率・建ぺい率・高さ等を規制・誘導するものである。 

用途地域については，昭和６年の当初決定の後，都市の発展と土地利用の動向等を勘案

して，定期的（概ね７～８年に一度）に見直しを行っている。 

③ 防火地域・準防火地域 

（略） 

防火地域及び準防火地域の指定状況（H25.4 月） 

区 分 
面積 

（ha） 

市街化区域に 

おける割合 
備 考 

防火地域 160 0.98％ 

（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。） 

準防火 

地域 
2,499 15.30％ 

（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 

第２ 具体的な施策 

１ 都市計画 

（１）土地利用計画 

① 市街化区域及び市街化調整区域 

無秩序な市街化を防止し，計画的な市街化を図るため，都市計画区域を市街化区域と市

街化調整区域に区分している。 

市街化区域と市街化調整区域の区域区分については，昭和 45 年の当初決定の後，当該

都市計画区域の人口及び産業の将来の見通し等を勘案して，定期的に見直しを行ってい

る。 

② 用途地域 

用途地域は，機能的かつ安全な都市活動の場を確保するとともに，防災にも配慮した建

築密度，形態等を誘導し良好な市街地環境の形成を図るため，本市の都市構造，土地利用

及び都市基盤整備の動向を踏まえ指定しており，建築基準法と合わせて，建築物の用途や

容積率・建ぺい率・高さ等を規制・誘導するものである。 

用途地域については，昭和６年の当初決定の後，都市の発展と土地利用の動向等を勘案

して，定期的に見直しを行っている。 

③ 防火地域・準防火地域 

（略） 

防火地域及び準防火地域の指定状況（H28.10 月） 

区 分 
面積 

（ha） 

市街化区域に 

おける割合 
備 考 

防火地域 160 0.98％ 

（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。） 

準防火 

地域 
2,513 15.4％ 

（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 

文言修正（見直しの周

期が不確定のため） 

時点修正 
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（３）市街地形成 

② 地区計画等（H25.4 月） 

地区の特性に応じて，道路，公園等の地区施設や建築物，土地利用に関する計画を地区

住民の意向を反映しながら定め，地区内の開発や建築行為を規制誘導することにより，都

市防災にも配慮した良好な市街地環境の形成や保全，あるいは木造密集，道路狭隘等，防

災上の課題のある地区における課題の改善に努める。 

地区数（地区） 面積（ha） 

116（12） 1316.2（69.8） 

（３）市街地形成 

② 地区計画等（H28.10 月） 

地区の特性に応じて，道路，公園等の地区施設や建築物，土地利用に関する計画を地区

住民の意向を反映しながら定め，地区内の開発や建築行為を規制誘導することにより，都

市防災にも配慮した良好な市街地環境の形成や保全，あるいは木造密集，道路狭隘等，防

災上の課題のある地区における課題の改善に努める。 

地区数（地区） 面積（ha） 

120（14） 1369.4（98） 

４５ 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 

１ 公園等整備計画 

公園名 
公園計画 

面積（ha） 
整備予定年度 

広域 

避難地 

西南杜の湖畔公園 （ 総 合 公 園 ） １９．２ 平成23～27年度 

舞 鶴 公 園 （ 総 合 公 園 ） ４６．９ 平成26年度以降 

ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ中 央 公 園 （ 総 合 公 園 ） ２１．９ 平成26年度以降 

今 津 運 動 公 園 （ 運 動 公 園 ） ３３．０ 平成23～28年度 

一時 

避難地 

伊 都 １ 号 公 園 （ 近 隣 公 園 ） １．７ 平成26～27年度 

伊 都 ２ 号 公 園 （ 近 隣 公 園 ） １．１ 平成26～28年度 

賀 茂 中 央 公 園 （ 近 隣 公 園 ） １．７ 平成26年度以降 

片 江 風 致 公 園 （ 風 到 公 園 ） ４．７ 平成26年度以降 

２ 港湾緑地 

広域避難地として機能する公園の計画 

香椎パークポートに整備した港湾緑地については，臨海部における避難地及び一時居住地と

して機能する避難緑地として活用する。 

公園名 公園計画面積（ha） 整備完了年度 

みなと１００年公園 １２．２ 
平成１１年７月 一部供用開始 

平成２２年度完了 

（略） 

第３ オープンスペースの確保 

１ 公園等整備計画 

公園名 
公園計画 

面積（ha） 
整備予定年度 

広域 

避難地 

舞 鶴 公 園 （ 総 合 公 園 ） ４６．９ 
平成26～42年度 

（中期） 

今 津 運 動 公 園 （ 運 動 公 園 ） ３３．０ 平成13～33年度 

ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ中 央 公 園 （ 総 合 公 園 ） ２１．９ 平成28～35年度 

一次 

避難地 

大 塚 古 墳 公 園 （ 近 隣 公 園 ） １．７ 平成26～30年度 

山 ノ 鼻 古 墳 公 園 （ 近 隣 公 園 ） ２．４ 平成26～29年度 

石 丸 中 央 公 園 （ 近 隣 公 園 ） １．０ 平成30年度以降 

賀 茂 中 央 公 園 （ 近 隣 公 園 ） １．７ 平成30年度以降 

片 江 風 致 公 園 （ 風 致 公 園 ） ４．７ 平成30年度以降 

２ 港湾緑地 

広域避難地として機能する公園の計画 

アイランドシティ北東部に整備を計画しているアイランドシティはばたき公園については，臨海

部における避難地及び一時居住地として機能する避難緑地として活用する。 

公園名 公園計画面積（ha） 整備予定年度 

ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨはばたき公園 １２ 平成２９年度以降 

（略） 

計画内容の変更 

整備完了及び新規計画

による修正 
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４６ 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 

３ 高潮，津波災害予防 

（１）海岸事業 

海岸耐震対策事業 

地区名 事業全体 事業内容 整備予定年度 

西戸崎（大岳）地区 福岡市 護岸補強 平成20 年度～平成31 年度 

４ 土砂災害予防（農林水産局，住宅都市局，道路下水道局） 

（３） 急傾斜地対策 

③ 宅地災害防止のための規制 

宅地造成工事規制区域 

事業名 
市域面積 

（ha） 

規制区域面積 

（ha） 

面積比 

規制区域面積／市域面積 

宅地造成工事規制区域 33,681 1,530 4.5％ 

６ 港湾 

（略） 

区分 場所 水深 岸壁延長 備考 

緊急物資輸送等対応岸壁 中央ふ頭 
10.0ｍ 250ｍ×１バース 

未着手 
7.5ｍ 160ｍ×２バース 

幹線貨物輸送対応岸壁 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ 15.0ｍ 350ｍ×２バース 

１バース 

平成20年10月 

供用開始 

７ 漁港 

（略） 

区分 場所 水深 岸壁延長 備考 

陸揚用岸壁 
博多漁港 

（長浜東岸壁） 
5.5ｍ 2９0ｍ 平成２７年度着手予定 

第４ 公共土木構造物の対策 

３ 高潮，津波災害予防 

（１）海岸事業 

海岸耐震対策事業 

地区名 事業全体 事業内容 整備予定年度 

西戸崎（大岳）地区 福岡市 護岸改良 平成21年度～平成30年度 

４ 土砂災害予防（農林水産局，住宅都市局，道路下水道局） 

（３） 急傾斜地対策 

③ 宅地災害防止のための規制 

宅地造成工事規制区域 

事業名 
市域面積 

（ha） 

規制区域面積 

（ha） 

面積比 

規制区域面積／市域面積 

宅地造成工事規制区域 34,338 1,530 4.5％ 

６ 港湾 

（略） 

区分 場所 水深 岸壁延長 備考 

緊急物資輸送等対応岸壁 中央ふ頭 9.0ｍ 340ｍ×１バース 未着手 

幹線貨物輸送対応岸壁 

ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ 15.0ｍ 350ｍ×２バース 

１バース 

平成20年10月 

供用開始 

箱崎ふ頭 10.0ｍ 240ｍ×１バース 未着手 

７ 漁港 

（略） 

区分 場所 水深 岸壁延長 備考 

陸揚用岸壁 
博多漁港 

（長浜東岸壁） 
5.5ｍ 2９0ｍ 

整備予定年度 

平成２７～31年度 

文言の修正 

公表されている市域面

積の修正 

博多港港湾計画の改訂 

整備予定年度記載 

５３ 第２章 災害予防計画 

第５節 津波災害予防 

２ 津波に強い都市づくり 

（２）建築物の安全化 

① 地下街，駅等不特定多数の者が使用する施設，学校，行政関連施設等の応急対策上重要な

施設，災害時要援護者に係る社会福祉施設，医療施設等について，津波に対する安全性の確

保を検討する。 

２ 津波に強い都市づくり 

（２）建築物の安全化 

① 地下街，駅等不特定多数の者が使用する施設，学校，行政関連施設等の応急対策上重要な

施設，要配慮者に係る社会福祉施設，医療施設等について，津波に対する安全性の確保を検

討する。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

５３ 第２章 災害予防計画 

第５節 津波災害予防 

３ 津波防災知識の普及・訓練 

（１）防災思想の普及，徹底 

自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，市民は，その自覚を持ち，平常時より

災害に対する備えを心がけるとともに，発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重

３ 津波防災知識の普及・訓練 

（１）防災思想の普及，徹底 

自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，市民は，その自覚を持ち，平常時より

災害に対する備えを心がけるとともに，発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重

災害対策基本法の改正

による文言の修正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

要である。また，災害時には，近隣の負傷者及び災害時要援護者を助ける，避難場所で自ら活

動する，あるいは，防災活動に協力するなど，防災への寄与に努めることが求められることか

ら，自主防災思想の普及，徹底を図る。 

また，教育機関，民間団体等との密接な連携の下，防災に関するテキストやマニュアルの配

布，有識者による研修や講演会，実地研修の開催等により，防災教育を実施する。 

（略） 

（４）普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 

防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦等の災害時

要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよう努める

とともに，被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとす

る。 

要である。また，災害時には，近隣の負傷者及び要配慮者を助ける，避難場所で自ら活動する，

あるいは，防災活動に協力するなど，防災への寄与に努めることが求められることから，自主防

災思想の普及，徹底を図る。 

また，教育機関，民間団体等との密接な連携の下，防災に関するテキストやマニュアルの配

布，有識者による研修や講演会，実地研修の開催等により，防災教育を実施する。 

（略） 

（４）普及，訓練における要配慮者等への配慮 

防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配

慮者に十分配慮し，地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに，

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

５５ 第２章 災害予防計画 

第５節 津波災害予防 

５ 避難対策の強化 

（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。 

５ 避難対策の強化 

（１）津波ハザードマップの作成・配布 

津波防災地域づくりに関する法律に基づく浸水想定（「福岡県津波浸水想定」（平成28年2月

18 日公表））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。 

福岡県津波浸水想定の

公表 

５８ 第２章 災害予防計画 

第７節 業務継続計画の

策定 

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。 

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」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

策定による修正 
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５９ 第２章 災害予防計画 

第８節 地震対策に関する

調査 

１ 地震に関する調査研究等 

（２）警固断層帯の長期評価について 

地震調査研究推進本部（事務局：文部科学省）は，平成１７年８月に警固断層を主要活断層と

して新たに指定し，平成１９年３月に警固断層帯の長期評価を公表した。その概要について

は，下記のとおりである。 

２ 警固断層帯の特性 

３ 警固断層帯の将来の地震発生確率等

項  目 将来の地震発生確率等 

地震後経過率（最新活動時

期から評価時点までの経

過時間を平均活動間隔で

割った値） 

北西部：不明 

南東部：0.6－1.4 

地震発生確率 北西部：警固断層帯北西部の最新活動が 2005 年の地震であった

ことを考慮すると，我が国の主な活断層の平均的な活

動間隔と比べ非常に短い時間しか経過していないこと

から，断層帯北西部でごく近い将来に今回評価したよう

な地震が発生する可能性は低いと考えられる。 

南東部：今後30 年以内の地震発生確率  0.3－6% 

今後50 年以内の地震発生確率  0.4－9% 

今後100 年以内の地震発生確率 0.9－20% 

今後300 年以内の地震発生確率  3－40% 

我が国の主な活断層の中では，高いグループに属する 

（参考１） 

地震調査研究推進本部が公表した主要活断層帯の長期評価の概要（算定基準日：平成20 年1 月1

日） 

主要断層帯名 
地震規模 

（マグニチュード） 
30年確率 

我が国の主な

活断層における

相対的評価 

平均活動間隔 

最新活動時期 

神縄・国府津－

松田断層帯 
7.5程度 0.2%～16% 高いグループ 

約800年－1300年 

12世紀－14世紀前半 

糸魚川－静岡構

造線断層帯 

（牛伏寺断層を含

む区間） 

8程度 14% 高いグループ 

約1000年 

約1200年前 

（参考２）1995 年兵庫県南部地震発生直前における 30 年確率 0.02－8% 

（参考３）30 年確率の例 

・交通事故で死亡 0.2% ・火災で罹災 1.9% 

・ガンで死亡 6.8% ・交通事故で負傷 24% 

１ 地震に関する調査研究等 

２ 警固断層帯の長期評価結果 

地震調査研究推進本部（事務局：文部科学省）は，平成１７年８月に警固断層を主要活断層とし

て新たに指定し，平成１９年３月に警固断層帯の長期評価結果を公表。 

（２）警固断層帯の特性 

（３）警固断層帯の将来の地震発生確率等（算定基準日 平成29 年1 月1 日） 

起震 

断層 

地震 

規模 

(ﾏｸﾞﾆﾁｭ

ｰﾄﾞ） 

相対的 

評価(注1) 
地震発生確率 地震後

経過率 

(注2) 

平均活動間隔 

ﾗﾝｸ 色 
30 年 

以内 

50 年 

以内 

100 年 

以内 
最新活動時期 

北西

部 

(注3) 

ｄ 

程度 

X 

ﾗﾝｸ 
不明(注4) 

不明 

2005 年福岡県 

西方沖の地震 

南東

部 

7.2 

程度 

S* 

ﾗﾝｸ 

0.3 

～6% 

0.4 

～9% 

0.9 

～20% 
0.6-1.4 

約3100 年 

-5500 年 

約4300 年 

-3400 年前 

（注1）今後30 年以内の地震発生確率が 3％以上を「Ｓランク」，0.1～3％を「Ａランク」，0.1％未満を

「Ｚランク」，不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Ｘランク」と表記。地震後経過

率が 0.7 以上については，ランクに「＊」を付記。 

（注 2）最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を平均活動間隔で割った値。最新の

地震発生時期から評価時点までの経過時間が平均活動間隔に達すると 1.0 となる。 

（注 3）警固断層帯（北西部）は，平均活動間隔などが不明のため，地震発生確率は求めることがで

きないが，最新活動時期が2005年であり，地震後経過年数が短いため，近い将来の地震発

生確率はごく小さいと考えられる。なお，断層面の位置・形状や活動履歴の検討をするため

の地形学・地質学的な資料が得られていないことから，長期評価は主に地震観測結果など

の地球物理学的な資料に基づいて行われている。 

（注 4）平均活動間隔が判明していない等の理由より，地震発生確率及び地震後経過率を求めるこ

とができない。 

（削除） 

地震調査研究推進本部

の活断層長期評価の表

記見直しに伴う修正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

６４ 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 

３ 対策本部 

（２）設置基準 

③ 地震 

ア 市域内に震度４以上の地震が発生したとき。（第１配備） 

イ 福岡県日本海沿岸に大津波警報（津波特別警報に位置づけられる），津波警報が発表さ

れたとき。（第２配備） 

ウ 市域内に震度５弱以上の地震が発生したとき。（第３配備） 

（追加） 

（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，種類等によっては，部分的廃止

もある。） 

（４）本部設置及び廃止の周知 

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，関係地方行政機関，

指定公共機関，報道機関等へ通知する。 

第１ 福岡市災害対策本部等 

３ 対策本部 

（２）設置基準 

③ 地震 

ア 市域内に震度４の地震発生時（第１配備） 

イ 市域内に震度５弱の地震発生時（第２配備） 

ウ 市域内に震度５強の地震発生時（第３配備） 

エ 福岡県日本海沿岸に大津波警報，津波警報発表時（第３配備） 

オ 市域内に震度６弱以上の地震発生時（第４配備） 

（３）配備の強化・縮小 

災害の規模や被害の状況等に応じて，配備態勢を強化または縮小する。 

（４）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，種類等によっては，部分的廃止

もある。） 

（５）本部設置及び廃止の周知 

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，関係地方行政機関，

指定公共機関，報道機関等へ通知する。 

熊本地震を踏まえた修

正 

６６ 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（各局・区） 

１ 災害対策本部の配備態勢 

態勢 項目 気象業務法に基づく場合 台風接近時 地震関係 

水
防
第
１
・地
震
第
１ 

発令 

基準 

・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。 

・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。 

・大雨警報発表時 

・洪水警報発表時 

・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，事前に災害

対策本部を設置する。 

・地震が発生し，気

象庁から，市域内

での震度が４以上

と発表されたとき。 

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 

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 

第２ 職員の動員・配備（各局・区） 

１ 災害対策本部の配備態勢 

態勢 項目 内容 

第１配備 

発令基準 

・震度４の地震発生時 

・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。 

（台風接近時） 

・気象台が発表する気象情報（台風情報，福岡県気象情報）を受け，

総合的な対策が必要であると判断されるとき。 

・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。 

配備に 

つく職員 

・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 

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・高齢者等避難開始，避難勧告，避難指示（緊急）の発令

検討・準備・発令 

・避難所の開設検討・準備 

熊本地震を踏まえた修

正 
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・自主避難者対応 

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 

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 

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 

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 

・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 

・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，避難所開設を考

慮し，事前に災害対策本

部を設置する。 

・福岡県日本海沿岸

に大津波警報，津波

警報が発表された

場合（気象庁発表） 

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 

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 

水
防
第

４ 

発令 

基準 

・全市的に相当の被害が

発生しつつある場合，又は

そのおそれがある場合 

・全市的に相当の被害が発

生しつつある場合，又はそ

のおそれがある場合 

・自主避難者対応 

第２配備 

発令基準 

・震度５弱の地震発生時 

・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 

配備につ 

く職員 

・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 

業務例示 

・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・高齢者等避難開始，避難勧告，避難指示（緊急）の発令

検討・準備・発令 

・一定数の避難所の開設準備・開設 

第３配備 

発令基準 

・震度５強の地震発生時 

・福岡県日本海沿岸に大津波警報・津波警報発表時 

・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 

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 

業務例示 

・災害応急活動 

・避難勧告，避難指示（緊急）の発令 

・複数の避難所の開設 
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配備

に 

つ く

職員 

・相当の災害被害に対する応急活動全般に十分対応でき

る人員 

業務 

例示 
・災害対策全般 

水
防
第
５
・地
震
第
３ 

発令 

基準 

・市内全域にわたる災害被

害，又は特に甚大な局地

的災害が発生した場合で

自衛隊派遣要請を含め，

他機関への応援要請が必

要とされるとき 

・市内全域にわたる災害被

害，又は特に甚大な局地的

災害が発生した場合で，自

衛隊派遣要請を含め，他機

関への応援要請が必要とさ

れるとき 

・市域内に震度

５弱以上の地震

が発生した場合

（気象庁発表） 

配備

につ

く 職

員 

・全職員 
・全職員自主参

集 

業務 

例示 
・災害対策全般 

※ 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。 

※ 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。 

（略） 

第４配備 

発令基準 

・震度６弱の地震発生時 

・津波により市域全体に甚大な被害が発生した場合 

・市内全域にわたる災害被害，又は特に甚大な局地的災害が発生

した場合で自衛隊派遣要請を含め，他機関への応援要請が必要と

されるとき 

配備につく

職員 
・全職員 

業務例示 ・災害対策全般 

（削除） 

６９ 第３章 災害応急対策計

画 

第１節 応急活動体制 

第３ 初動期の対応（市民局，各局，各区，各機関） 

１ 震災発生後とるべき措置 

（１） 職員の参集 

① 震度５弱以上の地震が発生したときは，予め指定された場所へ自主参集し初期活動に従

事する。 

（２） 消防団の参集 

① 震度５弱以上の地震が発生したときは，分団車庫若しくは格納庫に自主参集する。 

３ 初動活動期の支援体制 

（２）初動活動時（１日程度） 

② 救護関係（保健福祉部,こども未来部，財政部，環境部，経済観光文化部，農林水産部，教

育部） 

③ 施設対策関係 

ア 道路の復旧 

第３ 初動期の対応（市民局，各局，各区，各機関） 

１ 震災発生後とるべき措置 

（１）職員の参集 

① 震度６弱以上の地震が発生したときは，予め指定された場所へ参集し初期活動に従事す

る。 

（２）消防団の参集 

① 震度６弱以上の地震が発生したときは，分団車庫若しくは格納庫に参集する。 

３ 初動活動期の支援体制 

（２）初動活動時（１日程度） 

② 救護関係（保健福祉部,こども未来部，財政部，環境部，経済観光文化部，農林水産部，水

道部，教育部） 

③ 施設対策関係 

ア 道路，港湾施設等の復旧 

熊本地震を踏まえた修

正 

海上輸送に係る港湾施

設についての記述がな



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

（略） （略） いため 

７１ 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（各局，県，自衛隊） 

１ 自衛隊の派遣要請 

（略） 

（３）派遣要請依頼手続 

① 要請系統 

自衛隊派遣要請図 

福岡市災害対策本部 

派

遣

要

請

依

頼 

福岡県知事 

防災危機管理局 

ＴＥＬ 641-4734 

ＦＡＸ 643-3117 

643-3118 

県無線 78-700-7021 

派 

遣 

要 

請 

自 衛 隊 

陸上自衛隊 

第４師団  第３部防衛班 

 ＴＥＬ 591-1020(233) 

司令部当直 

 ＴＥＬ 591-1020(218) 

 ＦＡＸ 591-1020(239) 

第19 連隊本部 

   市無線 117 

航空自衛隊 

春日基地 

 ＴＥＬ 581-4031～4035 

芦屋基地 

 ＴＥＬ 093-23-0981 
状況の通知・ 

派遣依頼の報告 

（４） 自衛隊への情報提供等 

① 市域内で震度５弱以上の地震が発生したときは，自衛隊の派遣要請を行うか否かにかかわ

らず，次の事項を陸上自衛隊第４師団（第３部防衛班）に連絡する。 

第４ 応援要請（各局，県，自衛隊） 

１ 自衛隊の派遣要請 

（略） 

（３）派遣要請依頼手続 

① 要請系統 

自衛隊派遣要請図 

福岡市災害対策本部 

派 

遣 

要 

請 

依 

頼 

福岡県知事 

防災危機管理局 

 ＴＥＬ 643-3112 

ＦＡＸ 643-3117 

643-3118 

県無線 78-700-7021 

派 

遣 

要 

請 

自 衛 隊 

陸上自衛隊 

第４師団  第３部防衛班 

 ＴＥＬ 591-1020(5233) 

司令部当直 

 ＴＥＬ 591-1020(5218) 

 ＦＡＸ 591-1020(5739) 

第19 連隊本部 

   市無線 117 

航空自衛隊 

春日基地 

 ＴＥＬ 581-4031～4035 

芦屋基地 

 ＴＥＬ 093-23-0981 

状況の通知・ 

派遣依頼の報告 

（４） 自衛隊への情報提供等 

① 市域内で震度６弱以上の地震が発生したときは，自衛隊の派遣要請を行うか否かにかかわ

らず，次の事項を陸上自衛隊第４師団（第３部防衛班）に連絡する。 

誤記修正 

熊本地震を踏まえた修

正 

７３ 第３章 災害応急対策計

画 

第１節 応急活動体制 

２ 広域応援体制 

（１）応援要請先及び主たる応援活動内容 

③ 各業務関係協定（本市が当事者になっているもの） 

（追加） 

④ 福岡県の応援協定（福岡県が当事者になっているもの） 

ア 「九州・山口９県災害時相互応援協定」 

（エ）緊急輸送路及び輸送手段の確保 

（省略） 

（４）応援要請の手順 

③ 市域内で震度５弱以上の地震が発生したときは，応援要請の要否の結論が出る前におい

ても，各応援要請先に対して，その時点での被害の状況，活動の状況等の情報を連絡す

る。 

（省略） 

２ 広域応援体制 

（１）応援要請先及び主たる応援活動内容 

③ 各業務関係協定（本市が当事者になっているもの） 

ウ 「福岡都市圏水道災害時相互応援に関する協定書」（資料編 246 頁） 

④ 福岡県の応援協定（福岡県が当事者になっているもの） 

ア 「九州・山口９県災害時相互応援協定」 

（エ）緊急輸送路及び海上輸送手段の確保 

（省略） 

（４）応援要請の手順 

③ 市域内で震度６弱以上の地震が発生したときは，応援要請の要否の結論が出る前におい

ても，各応援要請先に対して，その時点での被害の状況，活動の状況等の情報を連絡す

る。 

（省略） 

記載漏れ 

福岡県地域防災計画と

の整合 

熊本地震を踏まえた修

正 
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７８ 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（市民局，区役所，各局，各機関） 

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 

（略） 

ア 震度速報 

観測区域内（九州・山口県内）において，震度3以上の揺れを伴う大きな地震が発生した

ときに地震の発生時刻及び震度３以上を観測した地域名を発表する。 

イ 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，津波予報を発表する。 

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。 

ウ 震源に関する情報 

震度３以上の揺れを伴う大きな地震が発生し，津波による被害の心配がない場合に発

表する。 

エ 震源・震度に関する情報 

震度３以上を観測したとき，地震の発生場所（震源），地震の規模（マグニチュード）及び

以下の 情報を発表する。 

（ア）震度３以上が観測されている地域と市（区）町村 

（イ）震度５弱以上と考えられるが震度を入手していない震度観測点のある市町村名 

オ 津波情報 

津波の到達予想時刻，予想される津波の高さ，満潮時刻及び観測された津波の高さ及

び時刻を発表する。 

カ 各地の震度に関する情報 

震度1以上を観測したときに各地点の震度を発表する。 

キ 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。 

ク （規定なし） 

第２ 情報の収集・伝達活動（市民局，区役所，各局，各機関） 

１ 情報収集 

（１）緊急地震速報，地震情報，津波警報等，津波情報，津波予報 

① 気象庁の情報 

（略） 

ア 緊急地震速報 

気象庁は，震度５弱以上の揺れが予想された場合に，震度４以上が予想される地域

（緊急地震速報で用いる区域）に対し，緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会

（NHK）は，テレビ，ラジオを通じて住民に提供する。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。 

注）緊急地震速報（警報）は，地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解

析することにより，地震による強い揺れが来る前に，これから強い揺れが来ることを知

らせる警報である。このため，震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。 

イ 地震情報の種類とその内容 

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 

・震度３以上 地震発生約１分半後に，震度３以上を

観測した地域名（全国を約190地域に

区分）と地震の揺れの発現時刻を速

報。 

震源に 

関する 

情報 

・震度３以上 

（大津波警報，津波警報または津波注

意報を発表した場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の

海面変動があるかもしれないが被害

の心配はない」旨を付加。 

震源･震度 

に関する 

情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・大津波警報，津波警報または津波

注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場

合 

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード），震度３以上の地域

名と市町村名を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で，震

度を入手していない地点がある場合

は，その市町村名を発表。 

各地の 

震度に 

関する 

情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか，

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で，震

度を入手していない地点がある場合

は，その地点名を発表。 

推計震度 

分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに，

１km 四方ごとに推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表。 

情報内容を明確化し，

地震情報と津波情報を

区別して掲載 
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遠地地震 

に関する 

情報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等，著しい被害が 

発生する可能性がある地域で規模

の大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻，発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を概ね 30 

分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関して

も記述して発表。 

その他 

の情報 

・顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知ら

せや地震が多発した場合の震度１以

上を観測した地震回数情報等を発表 

ウ 地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に，地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方

気象台等が関係地方公共団体，報道機関等に提供し，ホームページ等でも発表している

資料。 

（ア）地震解説資料 

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当

区域内で震度４以上の揺れを観測した時等に防災等に係る活動の利用に資するよう緊

急地震速報，大津波警報・津波警報・津波注意報並びに地震及び津波に関する情報や

関連資料を編集した資料。 

（イ）管内地震活動図及び週間地震概況 

地震及び津波に係る災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援する

ために管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資

料。気象庁本庁，管区気象台及び沖縄気象台は週毎の資料を作成し（週間地震概況），

毎週金曜日に発表している。 

エ 大津波警報・津波警報・津波注意報 

（ア）大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

気象庁は，地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し，これらをもとに

沿岸で予想される津波の高さを求め，津波による災害の発生が予想される場合には，

地震が発生してから約３分を目標に大津波警報，津波警報または津波注意報（以下こ

れらを「津波警報等」という。）を発表する。なお，大津波警報については，津波特別警

報に位置づけられる。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは，通常は数値で発表する。た

だし，地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数分

内に精度よく推定することが困難であることから，推定した地震の規模が過小に見積

もられているおそれがある場合は，予想される津波の高さを定性的表現で発表する。

予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合は，地震発生からおよそ１５分程

度で求められる地震規模（モーメントマグニチュード）をもとに，予想される津波の高さ

を数値で示した更新報を発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警

報等 

の種類 

発表基準 
津波の高さ 

予想の区分 

発表される津波の高さ 
津波警報等を見聞きした 

場合にとるべき行動 
数値で 

の発表 

巨大地震の 

場合の発表 

大津波

警報 

予想さ れ

る津波の高

10ｍ＜高さ 10ｍ超 
巨大 

陸域に津波が及び浸

水するおそれがあるた
５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 
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さが高いとこ

ろで３ｍを超

える場合 
３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

め，沿岸部や川沿いに

いる人は，ただちに高台

や避難ビル等，安全な場

所へ避難する。 

警報が解除されるまで

安全な場所から離れな

い。 

津波警

報 

予想さ れ

る津波の高

さが高いとこ

ろで１ｍを超

え，３ｍ以下

の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波注

意報 

予想さ れ

る津波の高

さが高いとこ

ろで 0.2ｍ以

上，１ｍ以下

の場合であ

って，津波に

よる災害の

おそれがあ

る場合 

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ （表記なし） 

陸域では避難の必要

はない。海の中にいる人

はただちに海から上がっ

て，海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険な

ので行わない。 

注意報が解除される

まで海に入ったり海岸に

近付いたりしない。 

注）「津波の高さ」とは，津波によって潮位が高くなった時点における潮位と，その時点に津

波がなかったとした場合の潮位との差であって，津波によって潮位が上昇した高さを

いう。 

（イ）津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合，津波警報等の発表が津波の襲来に

間に合わない場合がある。 

・津波警報等は，最新の地震・津波データの解析結果に基づき，内容を更新する場合

がある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合，津波警報等の解除を行う。

このうち，津波の観測状況等により，津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断し

た場合には，津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に，海面変動が継

続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

オ 津波情報 

（ア）津波情報の発表等 

津波警報等を発表した場合には，津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ等を

津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津
波
情
報 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想さ

れる津波の高さを５段階の数値（メートル単位）ま

たは２種類の定性的表現で発表 

［発表される津波の高さの値は，表（津波警報等

の種類と発表される津波の高さ等）参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を

発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 
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沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ，及び沖合の

観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻

や高さを津波予報区単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

（※1）津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第一波の到達時刻と押し引き，及びその時点における最大波の

観測時刻と高さを発表する。 

・最大波の観測値については，観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することによ

り避難を鈍らせるおそれがあるため，当該津波予報区において大津波警報または津波警

報が発表中であり観測された津波の高さが低い間は，数値ではなく「観測中」の言葉で発

表して，津波が到達中であることを伝える。 

最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1 ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍ 「観測中」と発表 

津波警報 
観測された津波の高さ≧0.2 ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 ｍ 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい

場合は「微弱」と表現） 

（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第一波の観測時刻と押し引き，その時点における最大波の観測

時刻と高さを観測点ごとに，及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第

一波の到達時刻，最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については，観測された津波の高さや推定される津波の高さ

が低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため，当該津波予

報区において大津波警報または津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さ

が低い間は，数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定

値）の言葉で発表して，津波が到達中であることを伝える。 

・ただし，沿岸からの距離が１００km を超えるような沖合の観測点では，予報区との対応付

けが困難となるため，沿岸での推定値は発表しない。また，観測値についても，より沿岸

に近く予報区との対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値で発表さ

れるまでは「観測中」と発表する。 

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から 100km 程度以内にある沖合の観測点） 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ＞３ｍ 
沖合での観測値，沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦３ｍ 
沖合での観測値を「観測中」，沿岸で

の推定値は「推定中」と発表 

津波警報 
沿岸で推定される津波の高さ＞１ｍ 

沖合での観測値，沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ≦１ｍ 沖合での観測値を「観測中」，沿岸で
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の推定値は「推定中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値，沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸からの距離が１００km を超えるような沖合の観測点（推定値を発表しない観測点）での最大

波の観測値の発表基準は，以下のとおりである。 

全国の警報等の 

発表状況 
発表基準 発表内容 

いずれかの津波予報区で大

津波警報または津波警報が

発表中 

より沿岸に近い他の沖合の

観測点（沿岸から100km以内

にある沖合の観測点）にお

いて数値の発表基準に達し

た場合 

沖合での観測値を数値で発

表 

上記以外 
沖合での観測値を「観測中」

と発表 

津波注意報のみ発表中 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値を数値で発

表 

（イ）津波情報の留意事項等 

○津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は，津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ

予報区のなかでも場所によっては，この時刻よりも数十分，場合によっては1時間以

上遅れて津波が襲ってくることがある。 

・津波の高さは，一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから，局

所的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

○各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると，潮位の高い状態に津波が重なり，被害がより大きくなる場合

がある。 

○津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第一波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数

時間以上かかることがある。 

・場所によっては，検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達 している

おそれがある。 

○沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは，沖合での観測値に比べ，沿岸ではさらに高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり，「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に

津波が到達するまで 5 分とかからない場合もある。また，地震の発生場所によって

は，情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。 

カ 津波予報 

地震発生後，津波による災害が起こるおそれがない場合には，以下の内容を津波予報

で発表する。 

津波予報の発表基準と発表内容 

発表基準 発表内容 

津 

波 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 

津波の心配なしの旨を発表 
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予 

報 

0.2m 未満の海面変動が予想されたとき（津

波に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のた

め被害の心配はなく，特段の防災対応の

必要がない旨を発表 

津波警報等の解除後も海面変動が継続す

るとき（津波に関するその他の情報に含め

て発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており，今

後も継続する可能性が高いため，海に入っ

ての作業や釣り，海水浴などに際しては十

分な留意が必要である旨を発表 

８２ 第３章 災害応急対策計

画 

第３節 災害時の広報 

第３節 災害時の広報 

市民等に対し，災害の状況，応急対策実施の状況，生活情報等を周知し，混乱を防止し，市民生

活の安定を図る。 

広報に当たっては，速やかな伝達，混乱の回避，市民ニーズ，要援護者に留意して行うととも

に，様々なメディアの活用を図る。 

また，市外への援助等の呼びかけ等のために情報を発信する。 

第３節 災害時の広報 

市民等に対し，災害の状況，応急対策実施の状況，生活情報等を周知し，混乱を防止し，市民生

活の安定を図る。 

広報に当たっては，速やかな伝達，混乱の回避，市民ニーズ，要配慮者に留意して行うととも

に，様々なメディアの活用を図る。 

また，市外への援助等の呼びかけ等のために情報を発信する。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

８３ 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（市民局，市長室，保健福祉局，総務企画局，区役所） 

広報に当たっては，報道機関の協力のほか，広報車，広報紙，ホームページ，防災メール，イン

ターネットＦＡＸ等により行う。 

第２ 広報の方法（市民局，市長室，保健福祉局，総務企画局，区役所） 

広報に当たっては，報道機関の協力のほか，広報車，広報紙，ホームページ，防災メール，イン

ターネットＦＡＸ，ＳＮＳ等により行う。 

広報手段の多様化 

８３ 第３章 災害応急対策計

画 

第３節 災害時の広報 

３ 広報の手段 

（４）その他の広報の手段 

（略） 

（追加） 

３ 広報の手段 

（４）その他の広報の手段 

（略） 

⑨ Yahoo!防災速報アプリ 

防災メールの情報のうち，福岡市で必要と判断した緊急情報をアプリによって発信する。 

広報手段の追加 

８４ 第３章 災害応急対策計

画 

第３節 災害時の広報 

４ 要援護者への配慮 

災害時に音声又は文字による情報伝達や情報の理解が困難な人々に対する情報の伝達方法の

確立を図っていく。 

（１）広報の方法及び内容上の配慮 

広報に当たっては，手話，点字，要約筆記，外国語等による広報の実施に配慮するとともに，そ

の内容についても，要援護者が必要とする情報を広報する。 

（略） 

（３）ボランティア等の協力 

要援護者への広報の実施に当たっては，各種ボランティア，関係機関・団体，近隣住民等の協力

を得るものとする。 

４ 要配慮者への配慮 

災害時に音声又は文字による情報伝達や情報の理解が困難な人々に対する情報の伝達方法の

確立を図っていく。 

（１）広報の方法及び内容上の配慮 

広報に当たっては，手話，点字，要約筆記，外国語等による広報の実施に配慮するとともに，そ

の内容についても，要配慮者が必要とする情報を広報する。 

（略） 

（３）ボランティア等の協力 

要配慮者への広報の実施に当たっては，各種ボランティア，関係機関・団体，近隣住民等の協力

を得るものとする。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

８９ 第３章 災害応急対策計

画 

第６節 応急医療救護 

第２ 応急医療活動 

３ 医療機関等への協力依頼 

（４）搬送方法 

搬送は，救急隊，その他の救急車等によるほか，状況によりヘリコプターで実施する。 

第２ 応急医療活動 

３ 医療機関等への協力依頼 

（４）搬送方法 

搬送は，救急車，その他の車両によるほか，状況によりヘリコプターで実施する。 文言修正 

９１ 第３章 災害応急対策計

画 

第７節 避難対策 

第１ 避難対策（市民局，保健福祉局，区役所） 

１ 地震災害時の避難所・避難場所 

（２）避難所・避難場所 

（略） 

⑤ その他の避難所 

第１ 避難対策（市民局，保健福祉局，区役所） 

１ 地震災害時の避難所・避難場所 

（２）避難所・避難場所 

（略） 

⑤ その他の避難所 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 
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「福祉避難所」 通常の避難所での生活が困難な災害時の要援護者の避難所 「福祉避難所」 通常の避難所での生活が困難な災害時の要配慮者の避難所 

９１ 第３章 災害応急対策計

画 

第７節 避難対策 

２ 地震災害時の避難 

（１）地震発生後の安全な場所への避難 

（略） 

④ 津波警報等の発表時，海岸線近くの避難所及び避難場所の使用を禁止する。 

２ 地震災害時の避難 

（１）地震発生後の安全な場所への避難 

（略） 

④ 津波警報発表時，｢福岡県津波浸水想定」(平成28年2月18日付，27港第1252号)において，

避難所が津波の浸水想定域に含まれる避難所及び避難場所の使用を禁止する。 

表現の適正化 

９２ 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 

（市民局，保健福祉局，消防局，区役所，住宅都市局，警察） 

１ 避難勧告・指示 

（１）避難勧告・指示の基準 

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） 

第２ 避難勧告・指示，警戒区域の設定 

（市民局，保健福祉局，消防局，区役所，住宅都市局，警察） 

１ 避難勧告・指示（緊急） 

（１）避難勧告・指示（緊急）の基準 

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。（「福岡県津波浸水想定」（平成 28

年2 月18 日公表）で想定される最大津波によって浸水が想定される区域） 

福岡県津波浸水想定の

公表 

９３ 第３章 災害応急対策計

画 

第７節 避難対策 

２ 警戒区域の設定 

警戒区域は，災害による危険から人命を守るため，区域を設定し，立ち入り制限・禁止，退去

命令により，その地域の居住者等の保護を図る。 

２ 警戒区域の設定 

災害による危険から人命を守るために必要な場合は，警戒区域を設定し，立ち入り制限・禁

止，退去命令により，その地域の居住者等の保護を図る。 

表現の適正化 

９３ 第３章 災害応急対策計

画 

第７節 避難対策 

３ 建築物の使用制限 

（追加） 

３ 建築物の使用制限 

（３）｢大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針｣(平成 27 年 3

月 9 日，内閣府)に基づき，建物の管理者等は，平常時から事前準備を行うとともに，大規模地

震発生後は，緊急・応急的に建物の安全確認を行い，建物内での待機・建物からの退避を判

断する。 

指針に基づく追記 

９５ 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（市民局，保健福祉局，区役所） 

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。 

１ 避難所の開設 

（２）開設する避難所 

① 災害時に開設する避難所は，あらかじめ指定した避難所のうち，災害の状況，施設の被害

状況，周囲の状況等から安全を確認し，開設する。 

② 災害の規模が小さく，避難者数が少ないと判断されるときは，一時避難所を優先して開設

し，不足する場合に収容避難所を開設する。 

③ 福岡市域に震度５弱以上の地震が発生した場合，すべての公民館（合築の場合は老人い

こいの家を含む），小学校（被災施設を除く）を避難所として開設する。 

④ 指定避難所だけでは収容できない場合又は，災害の状況や施設の被害状況，周囲の状

況等から，市の指定避難所が使用できない場合は，次の施設・場所をその管理者の了解を

第４ 避難所の開設（市民局，保健福祉局，区役所） 

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，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等との連絡網を整備する。 

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。 

１ 避難所の開設 

（１）開設する避難所（一時避難所：資料編209 頁，収容避難所：215 頁） 

① 福岡市域に震度４又は震度５弱の地震が発生した場合，区災害対策本部長の判断によ

り，必要な一時避難所を開設する。 

② 福岡市域に震度５強の地震が発生した場合，すべての公民館と空港周辺共同利用会館及

び一時避難所として指定している人権のまちづくり館を避難所として開設する。 

③ 福岡市域に震度６弱以上の地震が発生した場合，すべての一時避難所及び小学校を避難

所として開設する。なお，避難者数が一時避難所と小学校の収容可能な人数を超えると判

断される場合は，中学校等を避難所として適宜開設する。 

④ 指定避難所だけでは収容できない場合又は，災害の状況や施設の被害状況，周囲の状

況等から，市の指定避難所が使用できない場合は，次の施設・場所をその管理者の了解を
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頁 章節 現行 修正案 修正理由 

得て，臨時避難所として使用する。なお，イの場合の取扱は，別途定める運用基準によるこ

ととする。 

ア 公共施設で，避難者の収容が可能な施設等の借上 

イ 地域の集会所で避難者の収容が可能な施設 

ウ テント等の仮設施設の設置が可能な公園等で，安全が確保されている場所 

（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。 

（略） 

（５） 福祉避難所 

高齢者，障がい者など要援護者で通常の避難施設での生活が困難であり，特別な配慮を要す

る者を収容するための避難所で，事前に市と協定を締結した社会福祉施設，及び特別支援学校

の中から，必要に応じ開設を行うものとする。 

得て，臨時避難所として使用する。 

ア 公共施設で，避難者の収容が可能な施設 

イ 地域が管理する集会所等で，避難者の収容が可能な施設 

ウ その他の施設で，避難者の収容が可能な施設 

（２）開設の手順 

① 避難所の解錠は，原則として施設管理者が行う。 

② 避難所は，区災害対策本部要員，震災時緊急対応職員，施設管理者及び地域が連携して

開設する。 

③ ②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又は震災時緊急対応

職員が到着するまでの間，避難所としての管理運営を行う。 

（略） 

（５） 福祉避難所 

高齢者，障がい者など要配慮者で通常の避難施設での生活が困難であり，特別な配慮を要す

る者を収容するための避難所で，事前に市と協定を締結した社会福祉施設，及び特別支援学校

の中から，必要に応じ開設を行うものとする。 

９７ 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（市民局，保健福祉局，区役所） 

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。 

１  避難所の運営体制 

（３）自主防災組織，ボランティア等の地域住民による自主運営組織 

区災害対策本部は，避難所の運営に関し，役割分担を明確化し，被災者に過度の負担がかか

らないよう配慮しつつ，被災者が相互に助け合う地域住民による自主運営組織に早期に移行で

きるよう，自主防災組織，町内会長，ボランティア等へ働きかけ，その立上げを支援するものと

する。 

また，女性の視点や声を反映させるため，男性と女性両方の代表者を配置するなど運営体制

への女性の参画を図る。 

① 組織の例 

ア 運営会議（各班の代表者） 

イ 各班（地域割り，部屋割り） 

ウ 役割担当班 

（ア）食料配分等担当 

（イ）清掃等担当 

（ウ）警備等担当 

（エ）その他 

② 自主運営組織の役割 

ア 避難施設内の秩序の維持 

イ 食料，物資の配分，炊き出し等 

ウ 避難所内の衛生の保持 

エ 避難者のニーズの把握 

オ 物資の運搬，炊き出し等避難生活の維持のための援助 

カ 高齢者，障がい者の介護，児童等のケア等 

第５ 避難所の運営（市民局，保健福祉局，教育委員会，区役所） 

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

協力により行う。その際，男女のニーズの違い等，男女双方の視点や高齢者，障がい者の視点に

も十分配慮するものとする。 

また，ICT を活用して避難所運営の効率化を図る。 

１ 避難所の運営体制 

（３）地域による自主運営組織 

区災害対策本部は，避難所の運営に関し，役割分担を明確化し，被災者に過度の負担がかか

らないよう配慮しつつ，地域による自主運営組織に早期に移行できるよう，自治協議会など地域

に働きかけるとともに，「避難所サポートチーム・福岡」等のボランティアと協力し，その立上げを

支援するものとする。 

また，女性の視点や声を反映させるため，運営体制への女性の参画を図る。 

① 自主運営組織の例と役割 

ア 総務班 

避難所運営の統括，区災害対策本部との連絡調整，施設の利用管理，警備，避難所施設

の秩序の維持 

イ 情報班 

情報収集と情報提供，避難者の把握，避難者のニーズの把握 

ウ 生活衛生班 

感染症予防，生活衛生環境の管理，清掃 

エ 救護班 

要配慮者への対応，被災者の健康状態管理，高齢者，障がい者の介護，児童等のケア 

オ 物資班 

食料などの物資の調達，管理，配給，炊き出し 
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９８ 

２ 避難所の設備 

災害対策本部は，大規模な災害時など，避難が長期化することが予想される場合には，避難

者の食料，日用品，水等のほか，下記の設備・備品等のうち必要なものを調達して各避難所に備

える。その際，ニーズの違い等，男女の双方の視点や障がい者の視点に十分配慮するものとす

る。 

（１）畳，マット，カーペット等 

（２）間仕切り 

（３）仮設トイレ 

（４）テレビ・ラジオ 

（５）簡易台所，調理用具 

（６）エンジン発電機，カセットコンロ，燃料 

（７）その他必要な設備，備品（冷暖房機器，洗濯機，シャワー・仮設風呂等） 

３ 避難所の運営 

（２）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。 

① 避難所内での避難者居住区画を画する。その際，プライバシーを確保できる仕切りの工

夫を行う。 

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 

（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） 

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 

（４）要援護者への配慮 

２ 避難所の設備 

大規模な災害時など，避難が長期化することが予想される場合には，避難者の食料などのほ

か，下記の設備・備品等のうち必要なものを各避難所に配備する。 

（１）畳，マット，ダンボールベッド等 

（２）間仕切り，簡易更衣室 

（３）仮設トイレ，ポータブルトイレ 

（４）テレビ・ラジオ 

（５）簡易台所，調理用具 

（６）発電機，投光器，ランタン，カセットコンロ，燃料 

（７）その他必要な設備，備品（冷暖房機器，洗濯機，シャワー・仮設風呂等） 

３ 避難所の運営 

（２）避難所運営上の留意点 

自主運営組織は，避難所を運営する際に次の事項に留意する。 

① プライバシーの確保や高齢者・女性の視点を取り入れた避難所運営，男女別の更衣室や

仮設トイレ，物干し場の確保乳，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 

② 避難所の清掃，衛生管理の徹底 

③ 犯罪発生の防止，巡回警備の実施などによる安全性の確保，性犯罪やＤＶ等を防ぐため

の措置 

④ 避難所生活のル－ルづくり，生活サイクルの確立 

⑤ 高齢者や障がい者などの要配慮者やアレルギーのある方等への配慮 

⑥ 避難者の必要性に即した情報提供 

⑦ 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 

⑧ 各種相談窓口，意見箱の設置 

⑨ 「避難所サポートチーム・福岡」等，ボランティアとの連携 

⑩ その他避難者間の協力体制の確保等 

（削除） 

「第９節 物資の供給・輸送対策」に移設 

（４）要配慮者への配慮 

「第 10 節 生活救援対

策」に食料の供給につ

いて記載あり 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

① 要援護者の把握 

避難者名簿の作成時において，高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦，病弱者等の有無及

びその心身の状況を把握する。 

また，要援護者が必要とする用具・用品等の把握をし，調達の依頼を行う。 

② 状況の留意 

避難所内での要援護者については，区災害対策本部，施設管理者が留意するほか，近

隣の避難者等の協力を得て，その状況に留意し，必要な介護・援助をする。 

③ 必要な措置 

避難所での生活が困難であると認められる場合は，保健師等の派遣を行うほか，状況により病院・

産院への迅速な搬送や社会福祉施設等への緊急入所又は福祉避難所への移転を行う。 

① 要配慮者の把握 

避難者名簿の作成時において，高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦，病弱者等の配慮を

要する避難者及びその心身の状況を把握する。 

また，要配慮者が必要とする用具・用品等を把握し，調達する。 

② 必要な措置 

避難所内での要配慮者については，その健康状態などに留意し，必要に応じ個別に配慮

した環境を整え，必要な介護・援助を行う。その際，公民館や学校の教室等について，要配

慮者をできるだけ優先して収容する施設として利用する。 

また，避難所での生活が困難であると認められる場合は，状況により病院・産院への迅

速な搬送や福祉避難所などへの移送を行う。 

112 第３章 災害応急対策計

画 

（第１０節 生活救援対策） 

（第１０節 生活救援対策） 

第４ 愛玩動物対策（保健福祉局） 

１ 実施体制 

２ 愛玩動物の保護 

３ 被災者と愛玩動物の同行避難 

第７節 避難対策 

第６ 愛玩動物対策（保健福祉局） 

１ 実施体制 

２ 愛玩動物の保護 

３ 被災者と愛玩動物の同行避難 

項目整理のため第10節

より移動 

108 第３章 災害応急対策計

画 

（第１０節 生活救援対策） 

（追加） 

（第１０節 生活救援対策） 

避難者などの被災者に対し，食料等の必要物資の供給を行うとともに，住宅の確保その他の支

援措置，被害に関する調査・証明を行う。 

第１ 食料の供給（こども未来局，農林水産局，区役所，九州農政局福岡地域センター） 

第８節 物資の供給・輸送対策 

避難者などの被災者に対し，食料等の必要物資の供給を行うとともに，物資の緊急輸送を行う。 

第１ 食料の供給（こども未来局，農林水産局，区役所，九州農政局福岡県拠点） 

熊本地震を踏まえた修

正 

組織名称変更 

109 第３章 災害応急対策計

画 

（第１０節 生活救援対策） 

第２ 飲料水・生活用水等の応急給水 

２ 応急給水活動 

（５）応急給水の水源となる給水施設 

① 被災当初の段階 

ア 既設浄・配水池の注水口又は場内消火栓 

イ 管路被害を受けていない営業所の注水口 

ウ 被害を受けていない消火栓 

エ 近隣市町村及び福岡地区水道企業団の浄・配水場 

オ 飲料用井戸 

（６）応急給水の方法 

⑤ その他 

必要に応じ，プール・河川水をろ水器でろ過した水，消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム等)を投

入した水や移動式海水淡水化装置による給水等を行う。 

第２ 飲料水・生活用水等の応急給水 

２ 応急給水活動 

（５）応急給水の水源となる給水施設 

① 被災当初の段階 

ア 既設浄・配水池の注水口又は場内消火栓（給水基地） 

（削除） 

イ 被害を受けていない消火栓 

ウ 近隣市町村及び福岡地区水道企業団の浄・配水場 

エ 飲料用井戸 

（６）応急給水の方法 

⑤ その他 

必要に応じ，プール・河川水をろ水器でろ過した水，消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム等)を投

入した水による給水等を行う。 

導入時期未定のため削

除 

111 第３章 災害応急対策計

画 

（第１０節 生活救援対策） 

３ 応援要請・受入れ 

（１）応援要請 

② 要請 

エ その他 

（略） 

（追加）) 

（３）参集場所 

② 第２次参集場所 

福岡市西区大字羽根戸字龍の下486番地 

（略） 

３ 応援要請・受入れ 

（１）応援要請 

② 要請 

エ その他 

（略） 

（ウ）㈱ヴェオリア・ジェネッツ，第一環境㈱ 

(３)参集場所 

② 第２次参集場所 

福岡市西区大字羽根戸486番地 

（略）  

応援要請先の追加 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

９７ 第３章 災害応急対策計

画 

（第７節 避難対策） 

（第７節 避難対策 第５ 避難所の運営 ３ 避難所の運営） 

（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。 

（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。 

第３ 生活必需品の供給 

２  生活必需品の配給 

（３）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。 

（４）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。 

第７節から移設 

105 第３章 災害応急対策計

画 

（第９節 緊急輸送対策） 

（第９節 緊急輸送対策） 

第４ 物資等の輸送体制（こども未来局，区役所） 

応急活動に必要な物資，被災者への救援物資等を迅速・的確にそれを必要とする部署等へ

配送する。 

１ 避難場所等被災者への物資の配送 

（１）物資の配送 

避難者へ支給すべき食料，日用品等の調達物資は，各避難所に配送を指示するほか，状況に

より物資の一時集積場所又は各区役所に配送する。 

各地から送られる救援物資については，一時集積場所に一時集積して仕分を行い，各区，避

難所等に配送する。 

（２）物資の仕分 

集積場所において，食料（主食，副食物，飲料），日用品の種類ごとに仕分を行う。 

２ 物資の集積場所 

（１）被災者へ届けるべき食料，日用品等の物資は，状況に応じて本庁舎前広場，各区役所前，各

市民センター，各市民体育館，中央卸売市場に一時的に集積する。 

（追加） 

（２）その他の救助用資機材，医薬品等 

救助活動，応急復旧活動等に必要な資機材，医薬品等については，指示するところにより各

消防署，保健福祉センター，その他の活動の拠点に集積する。 

３ 要員等の確保 

（１）物資の配送，仕分等に当たっては，配送業者等の協力を求めるほか，ボランティア等の協力を

得る。 

（２）各避難所等への輸送に当たっては，庁用車のほか，配送業者，物資納入業者等の協力を求め

る。 

第４ 救援物資の受入れ・供給） 

物流事業者や自衛隊等と連携し，救援物資の受入れ，仕分け，在庫管理，避難所への配送を

行う。 

また，ICT を活用して物資集配送の効率化を図る。 

１ 避難場所等被災者への物資の配送 

（１）物資の受入れ 

国や自治体等からの救援物資については，一次集積拠点において受入れる。市全体の被災

状況をみて，二次集積拠点の活用も検討する。 

（２）物資の輸送等 

物資の荷卸し，仕分け，在庫管理，輸送等にかかる業務は，物流事業者や自衛隊と連携し行

う。 

２ 物資の集積拠点 

（１）一次集積拠点 

国や自治体等からの救援物資を受入れ，荷卸し，仕分け，保管し，二次集積拠点又は避難

所へ配送するための施設。 

・埋蔵文化財センター月隈収蔵庫 

（２）二次集積拠点 

一次集積拠点から配送されてくる物資を受入れ，荷卸し，仕分け，保管し，避難所へ物資を

配送するための中継施設。 

・中央卸売市場（青果市場），民間の物流倉庫等 

（３）その他の救助用資機材，医薬品等 

救助活動，応急復旧活動等に必要な資機材，医薬品等については，指示するところにより各

消防署，保健福祉センター，その他の活動の拠点に集積する。 

（削除） 

熊本地震を踏まえた修

正 

９８ 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） 

４ 在宅避難者対策 第５ 指定避難所以外の避難者対策 

熊本地震を踏まえた修

正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

（第７節 避難対策） 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）については，避難所入所者に準じた援護措置をとる。 

（１）在宅避難者の把握 

在宅避難者については，避難所での避難者の把握に準じて原則として最寄りの避難所で状

況を把握する。 

（追加） 

（２）食料等の配給 

① 在宅避難者への食料等の配給は，各避難所又は状況により地区の要所で行う。 

② 配給の実施期間は，配給の種類に応じて，近隣商店等の再開，水道の供給開始までの期

間とする。 

（追加） 

在宅避難者や指定避難所以外の場所で避難生活を送る者（以下「在宅避難者等」という）につい

ては，避難所入所者に準じた援護措置をとる。 

（１）在宅避難者等の把握 

在宅避難者等の状況については，ICTの活用や自主防災組織をはじめとした地域の協力及

び最寄りの避難所への名簿登録を促すことにより把握する。 

（２）情報の提供 

テレビ，ラジオ，ICT（ＳＮＳ，メール，ホームページ等）により，避難者支援に関する必要な

情報の提供を行う。 

（３）食料等の提供 

① 在宅避難者等への食料等の提供は，各避難所又は状況により地区の要所で行う。 

② 提供の期間は，近隣商店や水道等の被災により，食料等の入手が困難な期間とする。. 

③ 指定避難所における食料等の提供については，当該指定避難所及び在宅避難者等も含

めた地域全体のために行われていることについて，周知徹底を図る。 

９９ 第３章 災害応急対策計

画 

第８節 警備・交通対策 

第８節 警備・交通対策 

第１ 災害時の警備 

３ 警察の任務の内容 

（５）行方不明者の調査 

第９節 警備・交通対策 

第１ 災害時の警備 

３ 警察の任務の内容 

（５）行方不明者の捜索 他の記載との統一 

９９ 第３章 災害応急対策計

画 

第８節 警備・交通対策 

第２ 道路の交通規制 

２ 交通規制等 

（２）警察（公安委員会）による交通規制等 

① 災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合において，交通の安全と円滑を図り，

又は災害応急対策を行う緊急通行車両の通行を確保するため必要があると認めたときは，

区間又は区域を指定して緊急通行車両以外の通行の禁止又は制限する（災害対策基本法

第７６条） 

② 災害応急対策を行う緊急通行車両の通行を確保する必要があると認めたときは緊急通行

車両の先導を行う。 

③ 緊急通行車両の通行の確保等，的確・円滑な災害応急対策を行うため，関係機関・団体に

対する協力要請をはじめ，広域交通管制及び交通広報等による交通総量抑制対策を実施す

る。 

④ 車両の移動等の措置 

警察官は，車両等が通行の妨害となり応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあ

る場合は，車両の所有者等に対し移動等の措置を命じ，又は自らその措置をとることができ

る。 

（３）緊急通行車両の確認 

公安委員会が災害対策基本法第76条に基づく通行の禁止又は制限を行った場合，災害対策

基本法第50条第１項に規定する災害応急対策を実施するため，車両の使用者の申出により，

知事又は県公安委員会は災害対策基本法施行令第33条の規定により緊急通行車両の確認

（証明書及び標章の交付）を行う。 

① 申請手続 

緊急通行車両であることの確認を受けようとする車両の使用者は，「緊急通行車両確認申

請書」及び「緊急通行車両として使用することを疎明する書類」，「自動車検査証（写）」を，県

第２ 道路の交通規制 

２ 交通規制等 

（２）警察（公安委員会）による交通規制等 

① 福岡県公安委員会は，災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合において，人

命救助や救援物資輸送等の災害応急対策を的確かつ円滑にするため緊急の必要があると

認めるときは，道路の区域又は区間を指定し，緊急通行車両や規制除外車両以外の車両の

道路における通行を禁止し，又は制限する。この道路の区域又は区間を「緊急交通路」とい

う。 

② 災害応急対策を行う緊急通行車両等の通行を確保する必要があると認めたときは可能な

範囲で緊急通行車両等の先導を行う。 

③ 緊急通行車両等の通行の確保等，的確かつ円滑な災害応急対策を行うため，関係機関・

団体に対する協力要請をはじめ，広域交通管制及び交通広報等による交通総量抑制対策を

実施する。 

（削除） 

（３）緊急通行車両等の確認 

知事又は県公安委員会は，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第76条に基づく通行の

禁止又は制限が行われた場合において，災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他災害

応急対策を実施するための車両の使用者からの申出により緊急通行車両等の確認を行い，

証明書及び標章を交付する。 

なお，県公安委員会は「緊急通行車両等事前届出済証」又は「規制除外車両事前届出済証」

の交付を受けた者から緊急通行車両等であることの確認を求める旨の申出があった場合は，

事前届出を行っていない者からの申出に優先して取り扱うものとする。 

① 申請手続 

ア 交付場所 

（ア）県 

緊急交通路の通行を認

めることが適切である

規制除外車両等の整理

に伴う修正 

災害対策基本法第76条

の３の規定により「自衛

官」及び「消防吏員」も

移動措置ができるため

削除 

緊急交通路の通行を認

めることが適切である

規制除外車両等の整理

に伴う修正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

又は県公安委員会の下記担当部局に提出するものとする。 

ア 県－総務部防災危機管理局防災企画課，農林事務所 

イ 県公安委員会 

（ア）県警察本部交通部交通規制課 

（イ）各警察署交通課 

（ウ）交通機動隊（各地区隊を含む） 

（エ）高速道路交通警察隊（各分駐隊を含む） 

② 緊急通行車両の標章及び証明書の交付 

緊急通行車両の標章及び証明書の交付緊急通行車両であると認定されたときは，知事又

は県公安委員会は，速やかに緊急通行車両確認証明書及び標章を申請者に交付する。 

③ 災害発生時の事前届出車両の措置 

事前届出車両について，第２章「災害予防計画」第１節「防災体制の整備」第４「道路交通

体制の整備」に定める緊急通行車両の確認申請を受けた県公安委員会は，確認に係る審査

を省略し，緊急通行車両確認証明書及び標章を直ちに申請者に交付する。 

（追加） 

（４）運転者がとるべき措置 

地震災害発生後，自動車運転者は次の措置をとる。 

① 車両を停止するときは，左端に停車する。 

② 車両から離れるときは，キーをつけたままとする。 

③ 通行禁止措置がとられた場合は，速やかに通行禁止区間外に移動しなければならない。

この場合，移動できないときは，できるだけ左端に沿って駐車するなど緊急通行車両の通

行の妨害とならない方法で駐車しなければならない。 

○ 総務部防災危機管理局防災企画課 

○ 農林事務所 

（イ）県公安委員会 

○ 検問所（原則，事前届出済証の交付を受けた車両） 

※ 検問所設置場所は，緊急交通路の指定に伴い福岡県警察ホームページに掲載 

○ 警察署 

○ 警察本部交通規制課 

○ 高速道路交通警察隊（原則，事前届出済証の交付を受けた車両） 

○ 交通機動隊（原則，事前届出済証の交付を受けた車両） 

イ 申請書類 

（ア）緊急通行車両等確認申請書…１通又は規制除外車両確認申請書…１通 

※ 福岡県警察ホームページの交通部交通規制課「大規模災害等が発生した場合

の交通規制について」に記載例とともに掲載 

（イ）自動車検査証の写し…１通 

（ウ）災害発生時における指定行政機関等との契約書等の写し…１通又は車両を使用して行

う業務内容を疎明する書類等…１通 

（削除） 

② 災害発生時の事前届出車両の措置 

事前届出車両について，第２章「災害予防計画」第１節「防災体制の整備」第４「道路交通

体制の整備」に定める緊急通行車両の確認申請を受けた県公安委員会は，確認に係る審査

を省略し，証明書及び標章を速やかに交付する。 

③ 標章等の掲示等 

ア 標章 

車両の全面の見やすい箇所に掲示する。 

イ 証明書 

車両に備え付ける。 

（削除） 

101 第３章 災害応急対策計

画 

第９節 緊急輸送対策 

第９節 緊急輸送対策 

地震発生後，人命救助，消火，食料等の物資の確保等応急対策の実施のため，輸送手段確保，

輸送路の啓開を行うとともに，物資の緊急輸送を行う。 

第１ 輸送の対象（各局） 

１ 輸送対策の基本 

（３）輸送路の確保 

輸送に必要な緊急輸送路の啓開を速やかに行い，不急車両等の規制により，緊急輸送を確

第１０節 緊急輸送対策 

地震発生後，人命救助，消火，食料等の物資の確保等応急対策の実施のため，輸送手段確保，

輸送路の啓開を行うとともに，物資の緊急輸送を行う。 

また，物資等や被災者の緊急輸送が円滑に実施されるよう，あらかじめ運送事業者等との協定

の締結等により，輸送体制の整備に努めるとともに，物資供給協定等においても，輸送を考慮した

協定締結に努める。 

第１ 輸送の対象（各局） 

１ 輸送対策の基本 

（３）輸送路の確保 

輸送に必要な緊急輸送道路の啓開を速やかに行い，不急車両等の規制により，緊急輸送を

防災基本計画の修正 

福岡県地域防災計画と

の整合 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

保する。 確保する。 

101 第３章 災害応急対策計

画 

第９節 緊急輸送対策 

２ 輸送の対象 

（１）人命救出，消火活動その他応急活動に要する要員・物資 

（略） 

２ 輸送の対象 

（１）人命救助，消火活動その他応急活動に要する要員・物資 

（略） 

文言の整理 

101 第３章 災害応急対策計

画 

第９節 緊急輸送対策 

第２ 輸送手段の確保 

１ 車両 

（３）緊急通行車両の確認 

災害時の交通規制が行われた場合は，速やかに警察署等により緊急通行車両の確認を受

ける。（第８節 第２「道路の交通規制」参照） 

第２ 輸送手段の確保 

１ 車両 

（３） 緊急通行車両の確認 

災害時の交通規制が行われた場合は，速やかに県又は県公安委員会において緊急通行車

両等の確認を受ける。（第１０節 第２「道路の交通規制」参照） 

緊急交通路の通行を認

めることが適切である

規制除外車両等の整理

に伴う修正     

102 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 

１ 陸上交通の確保 

（１）緊急輸送路の確保 

（略） 

（２）緊急輸送路の被害状況の把握 

（略） 

第３ 輸送ルートの確保 

１ 陸上交通の確保 

（１）緊急輸送道路の確保 

（略） 

（２）緊急輸送道路の被害状況の把握 

（略） 

組織名称変更 

福岡県地域防災計画と

の整合 

106 第３章 災害応急対策計

画 

第９節 緊急輸送対策 

第５ 交通機関による交通の確保（交通局，九州旅客鉄道（株），西日本旅客鉄道（株）， 

西日本鉄道（株）） 

３ 九州旅客鉄道株式会社 

（１）災害時の列車の運転規制 

災害発生時における列車の運転については，「防災規程」，「運転取扱実施基準」，「気象異

常時運転規制手続」，「新幹線運転取扱実施基準」，「運転事故並びに災害応急処理標準」，「大

災害応急処理標準」に基づき対処する。 

第５ 交通機関による交通の確保（交通局，九州旅客鉄道（株），西日本旅客鉄道（株）， 

西日本鉄道（株）） 

３ 九州旅客鉄道株式会社 

（１）災害時の列車の運転規制 

災害発生時における列車の運転については，「防災規程」，「運転取扱実施基準」，「気象異

常時運転規制手続」，「新幹線運転取扱実施基準」，「運転事故並びに災害応急処理標準」，「防

災業務実施計画」に基づき対処する。 

規定改正 

107 第３章 災害応急対策計

画 

第９節 緊急輸送対策 

４ 西日本旅客鉄道株式会社(新幹線管理本部福岡支社) 

災害発生時においては，「新幹線運転取扱実施基準規程」，「新幹線災害時運転規制等取扱手

続」，「鉄道事故及び災害応急処置準則」，「線路災害等保安準則」，「新幹線管理本部鉄道事故及

び災害応急処置要項」，「新幹線施設指令業務取扱マニュアル」に基づき対処する。 

（１）地震災害時の列車の運転規制 

管内の４か所の変電所に設置している地震計により，最大加速度４０ガル以上感知したと

き，停止となる。また，速度規制を行う。８０ガル以上かつ取扱震度４で地震計の受け持ち範囲

で運転中止となる。九州地区指令，中央指令にて表示用作動ランプが点灯(４０ガル，８０ガ

ル，１２０ガル)する。また，遠隔地で発生した地震をいち早く感知して新幹線を緊急停止させる

「地震動早期感知警報システム(ユレダス)」を導入している。 

（略） 

（３）災害対策本部の設置 

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合の応急処理，復旧，救護等については，

「新幹線鉄道事故・災害応急処置準則」，「新幹線管理本部鉄道事故及び災害応急処置要項」に

より支社に事故対策本部を，現地には復旧本部を設置し，応援要請，救護，輸送，復旧，調査，

情報の発表等の指揮その他の業務を行う。 

４ 西日本旅客鉄道株式会社(新幹線管理本部福岡支社) 

災害発生時においては，「新幹線運転取扱実施基準規程」，「鉄道事故及び災害応急処置準

則」，「線路災害等保安準則」，「新幹線管理本部鉄道事故及び災害応急処置要項」，「新幹線管

理本部災害時運転規制等取扱い要領」，「新幹線施設指令取扱標準」に基づき対処する。 

（１）地震災害時の列車の運転規制 

海岸地震計，沿線地震計及び緊急地震速報の各装置により構成された ｢地震防災システ

ム」により，地震時に列車を自動で停止し，また運転規制に必要な情報を収集する。収集され

た情報に基づき運転規制等を行う。 

（略） 

（３）災害対策本部の設置 

災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合の応急処理，復旧，救護等については，

「鉄道事故・災害応急処置準則」，「新幹線管理本部鉄道事故及び災害応急処置要項」により支

社に事故対策本部を，現地には復旧本部を設置し，応援要請，救護，輸送，復旧，調査，情報

の発表等の指揮その他の業務を行う。 

手続き等の改廃 

誤記修正 

113 第３章 災害応急対策計

画 

第１０節 生活救援対策 

第１０節 生活救援対策 

第６ 住宅対策 

住宅等の地震災害の危険度を判定し，居住者の安全を確保するとともに，住宅の倒壊，破損の

ため住宅に居住できない者に対して，応急仮設住宅の設置，住宅の修理等の対策を行い災害時の

第１１節 被災地の安全対策 

（削除） 

住宅等の地震災害の危険度を判定し，居住者の安全を確保するとともに，環境保全を図る。 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

住宅の確保を図る。 

１ 実施体制 

福岡県と協議をしながら，総括部，財政部，保健福祉部，住宅都市部を中心として実施する。 

２ 被災建物の応急危険度判定 

（１）応急危険度判定の実施体制（要員の確保） 

（２）応急危険度判定の実施（実施方法，判定基準） 

（３）危険度の判定結果に基づき「調査済（使用可）」・「要注意」・「危険」のステッカーを建物入口等に

貼付することで，注意を促し，２次災害を防止する。 

３ 被災宅地の危険度の判定 

（１）被災宅地危険度判定の実施体制（要員の確保） 

（２）被災宅地危険度判定の実施（実施方法，判定基準） 

（３） 危険度の判定結果に基づき「調査済」・「要注意」・「危険」のステッカーを被災した擁壁，のり面

若しくはその宅地に位置する建築物等に貼付することで，注意を促し，２次災害を防止する。 

（追加） 

（削除） 

第１ 被災建物の応急危険度判定（住宅都市局） 

１ 応急危険度判定の実施体制（要員の確保） 

２ 応急危険度判定の実施（実施方法，判定基準） 

３ 判定結果の表示 

危険度の判定結果に基づき「調査済（使用可）」・「要注意」・「危険」のステッカーを建物入口等

に貼付することで，注意を促し，２次災害を防止する。 

第２ 被災宅地の危険度の判定（住宅都市局） 

１ 被災宅地危険度判定の実施体制（要員の確保） 

２ 被災宅地危険度判定の実施（実施方法，判定基準） 

３ 判定結果の表示 

危険度の判定結果に基づき「調査済」・「要注意」・「危険」のステッカーを被災した擁壁，のり面

若しくはその宅地に位置する建築物等に貼付することで，注意を促し，２次災害を防止する。 

第３ 環境保全対策（環境局，住宅都市局） 

１ 被災工場・事業場に関する措置 

工場・事業場の環境関連施設における有害物質の漏えいに関する状況の把握を行い，事業者等

に対して，漏えい防止措置を実施するよう指導する。 

２ アスベスト飛散・ばく露防止 

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（環境省）を参考に，事業者等に対して，

建築物の損壊や解体工事等に伴うアスベストの飛散防止措置を実施するよう指導・助言する。 

３ 環境モニタリング調査 

災害の状況に応じて，必要な環境モニタリング調査を実施する。 

第10 節より移動 

アスベスト対策の追加 

113 第３章 災害応急対策計

画 

（第１０節 生活救援対策） 

（追加） 

第５ 義援金等の受入，配分計画（市民局，会計室，こども未来局，保健福祉局） 

第１２節 被災者の生活再建対策 

第１ 義援金等の受入，配分計画（市民局，会計室，こども未来局，保健福祉局） 

節の追加 

114 第３章 災害応急対策計

画 

（第１０節 生活救援対策） 

第６ 住宅対策 

住宅等の地震災害の危険度を判定し，居住者の安全を確保するとともに，住宅の倒壊，破損の

ため住宅に居住できない者に対して，応急仮設住宅の設置，住宅の修理等の対策を行い災害時の

住宅の確保を図る。 

４ 住宅の応急修理 

（略） 

５ 応急仮設住宅 

（３）建設の実施 

② 建設に当たっては，福岡県を通じて「社団法人プレハブ建築協会」等の協力を求めるもの

とする。 

６ 一時的な居住先としての市営住宅の提供 

（２）認定方法 

区に設置する区災害対策本部が認定し，り災証明書を発行する。 

第２ 住宅対策 

住宅の倒壊，破損のため住宅に居住できない者に対して，応急仮設住宅の設置，住宅の応急修

理等の対策を行い災害時の住宅の確保を図る。 

１ 住宅の応急修理 

（略） 

２ 応急仮設住宅 

（３）建設の実施 

② 建設に当たっては，福岡県を通じて「一般社団法人プレハブ建築協会」等の協力を求める

ものとする。 

３ 一時的な居住先としての市営住宅の提供 

（２）認定方法 

区に設置する区災害対策本部が発行するり災証明書等で確認し，住宅管理課が入居の許

可を行う。 

項目整理に伴う変更 

115 第３章 災害応急対策計 第７ 家屋等資産被害に関する調査及びり災証明の発行 第３ 家屋等資産被害に関する調査及びり災証明の発行 項目整理に伴う変更 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

画 

（第１０節 生活救援対策） 

118 第３章 災害応急対策計

画 

（第11節 民間団体，ボラ

ンティアとの連携） 

第１１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 

３ 民生委員児童委員協議会 

要援護者の把握にあたっては，災害時要援護者台帳等に基づく安否の確認等について協力を

依頼する。 

第１３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 

（削除） 

災害対策基本法改正伴

う制度の見直しによる

修正 

121 第３章 災害応急対策計

画 

（第12節 要援護者対策） 

第１２節 要援護者対策 

第１ 基本方針 

災害応急対策の実施に当たっては，地域住民やボランティア等の協力を得ながら，要援護者に

配慮して行う。 

１ 実施体制 

要援護者への配慮は，各応急対策の実施担当において行う。 

要援護者に対する配慮の統括は，災害対策本部統括部，保健福祉部において行う。 

２ 要援護者への配慮の基本 

（１）応急対策活動全般における配慮 

要援護者への配慮は，救助活動，医療活動，避難対策，広報活動，生活支援その他あらゆ

る応急対策の遂行の中で，可能な限り行うものとする。 

（２）地域住民等との協力 

要援護者への配慮は，本市災害対策本部，各関係機関が実施するほか，自治協議会など

地域住民，ボランティアなどの協力を得て行う。 

第１４節 要配慮者対策 

第１ 基本方針 

災害応急対策の実施に当たっては，地域住民やボランティア等の協力を得ながら，要配慮者に

配慮して行う。 

１ 実施体制 

要配慮者（災害対策基本法に規定する高齢者，障がい者，乳幼児その他の特に配慮を要する

者をいう。以下，同じ。）への配慮は，各応急対策の実施担当において行う。 

要配慮者に対する配慮の統括は，災害対策本部統括部において行う。 

２ 要配慮者への配慮の基本 

（１）応急対策活動全般における配慮 

要配慮者への配慮は，救助活動，医療活動，避難対策，広報活動，生活支援その他あらゆる

応急対策の遂行の中で，可能な限り行うものとする。 

（２）地域住民等との協力 

要配慮者への配慮は，本市災害対策本部，各関係機関が実施するほか，自治協議会など地

域住民，ボランティアなどの協力を得て行う。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

121 第３章 災害応急対策計

画 

（第12節 要援護者対策） 

第２ 在宅要援護者の安全確保，支援（保健福祉局，各局） 

要援護者に対応した防災行動マニュアルを作成するとともに，自主防災組織，民生委員・児童委

員，地域住民，ボランティア等の協力を得ながら，要援護者の安否確認や災害状況に応じた支援を

行う。 

１ 安否確認 

高齢者，障がい者等の要援護者世帯については，社会福祉事業団や介護事業者や障がい福

祉サービス事業者等の協力を得，また要援護者台帳等を活用して，民生委員・児童委員，地域住

民，校区社会福祉協議会を実施主体としたふれあいネットワーク活動などのボランティアの協力

を得ながら，その安否確認を行う。 

（略） 

３ 状況把握等 

災害発生後，居宅で生活している高齢者，障がい者等の世帯について，民生委員・児童委員，

地域住民及びボランティア等の協力を得て，その世帯の状況，必要な用具・用品等の把握に努

めるとともに，必要に応じて，保健師等を派遣する。 

４ 居宅生活世帯への食料，飲料水及び生活必需品等の確保 

第２ 在宅要配慮者の安全確保，支援（保健福祉局，各局） 

要配慮者に対応した災害時の行動マニュアルを作成するとともに，自主防災組織，民生委員・児

童委員，地域住民，ボランティア等の協力を得ながら，要配慮者の安否確認や災害状況に応じた支

援を行う。 

１ 安否確認 

避難行動要支援者の安否確認は，名簿等を活用し，行政が，地域における避難支援等関係者

（校区・地区自治協議会，校区・地区社会福祉協議会及び民生委員・児童委員）の協力を得ながら

行う。 

名簿に掲載されていない者についても，要支援者の安否確認に準じた対応とする。 

なお，地域における避難支援等関係者が行う安否確認は，避難支援等関係者本人とその家族

の安全が確保された上で，地域の実情や災害の状況に応じて，可能な範囲で行われるものとす

る。 

（略） 

３ 状況把握等 

災害発生後，居宅で生活している要配慮者世帯について，地域住民やボランティア等の協力

を得て，その世帯の状況，必要な用具・用品等の把握に努めるとともに，必要に応じて，保健師

等を派遣する。 

４ 居宅生活世帯への食料，飲料水及び生活必需品等の確保 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

文言の整理 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

高齢者，障がい者世帯等で自ら食料，飲料水の確保，運搬等が困難なものについては，地域

住民やボランティア等の協力等を得て，援護する。 

５ 生活支援 

被災後の住居のあとかたづけ，清掃等が困難な高齢者・障がい者世帯に対し，地域住民やボ

ランティア等の協力を得て，生活支援を行う。 

６ 福祉避難所等への移送 

居住生活が困難な者等については，保健師等の派遣を行うほか，避難所での生活が困難な

場合は，状況により社会福祉施設への緊急入所又は福祉避難所への移送を行う。 

要配慮者世帯で自ら食料，飲料水の確保，運搬等が困難なものについては，地域住民やボラ

ンティア等の協力等を得て，援護する。 

５ 生活支援 

被災後の住居のあとかたづけ，清掃等が困難な要配慮者世帯に対し，地域住民やボランティ

ア等の協力を得て，生活支援を行う。 

６ 福祉避難所等の利用 

居住生活が困難な者等については，保健師等の派遣を行うほか，避難所での生活が困難な

場合は，状況により社会福祉施設への緊急入所又は福祉避難所の利用等を行う。 

123 第３章 災害応急対策計

画 

第１３節 防疫・保健衛生対策 第１５節 防疫・保健衛生対策 項目整理に伴う変更 

126 第３章 災害応急対策計

画 

（第14 節 清掃対策） 

第１４節 清掃対策 

第２ し尿の処理（環境局） 

下水道施設が被害を受けた場合，避難所等におけるし尿処理のため必要な措置を行い，し尿

の応急処置を行う。 

第１６節 清掃対策 

第２ し尿の処理（環境局） 

避難所等において仮設トイレが必要な場合に，仮設トイレの調達・設置及びし尿収集運搬・処

理のために必要な措置を行う。 

熊本地震を踏まえた修

正 

126 第３章 災害応急対策計

画 

（第14 節 清掃対策） 

２ 作業計画 

（１）避難状況の把握及び需要の推計 

災害発生後速やかに，下水道施設等のライフラインの被害状況及び避難状況に基づき，応

急に必要となるし尿収集，処理量，仮設トイレの需要を概算推計する。 

（２）仮設トイレの需要の算定基準 

避難者数100人あたり1基を基準として，仮設トイレの需要量を算定する。 

（追加） 

（３）し尿処理方法の判断 

下水道施設，し尿処理施設等の被害状況に応じて，し尿の収集，処理方法を判断する。 

（４）調達・作業計画の策定 

速やかに，し尿処理に必要な収集車両台数，し尿処理方法及び仮設トイレの調達数量を算

出し，し尿収集作業計画及び仮設トイレ確保・設置計画を作成する。 

２ 作業計画 

（１）避難状況の把握及び需要の推計 

災害発生後速やかに，避難所の状況（避難者数，避難所の既設トイレや水道等の状況等）を

把握する。 

（２）仮設トイレの需要の算定基準 

トイレ１基あたり50人分を基準として必要なトイレ数を算出し，使用可能な既設トイレで不足

する分を，仮設トイレの必要数として算出する。状況に応じてバリアフリー型の仮設トイレの必

要数も把握する。 

（３）設置の優先順位の判断 

避難所の状況を考慮し，仮設トイレを設置する避難所の優先順位を決定する。 

（４）し尿処理方法の判断 

し尿処理施設等の被害状況に応じて，処理方法を判断する。 

（５）調達・作業計画の策定 

仮設トイレを設置する避難所の場所，優先順位，設置数等について仮設トイレ調達・設置計

画を作成する。また，し尿収集に必要な収集車両台数，し尿処理方法等についてし尿収集作業

計画を作成する。 

熊本地震を踏まえた修

正 

126 第３章 災害応急対策計

画 

（第14 節 清掃対策） 

３ 仮設トイレ等の確保・設置 

（１）調達方法 

市内及び市周辺のリース業者との協定に基づき（資料編324頁），仮設トイレの確保に努め

る。 

なお，不足する場合は，県その他の関係機関に要請し，確保するほか一時的措置として，

使い捨てタイプの簡易トイレを利用する。 

（２）設置作業 

借上リース業者または市が搬入，設置する。 

（３）維持管理 

仮設トイレの設置時に，避難所等の管理者その他避難者の自主運営組織に対し清掃方法，

維持管理方法について説明・指導し，避難者等の協力により行う。 

３ 仮設トイレの調達・設置等 

（１）調達方法 

市内及び市周辺のリース業者との協定に基づき（資料編●●頁），仮設トイレの確保に努め

る。 

なお，不足する場合は，県その他の関係機関等に要請し，確保する。 

（２）設置作業 

借上リース業者等に設置先の避難所，設置の順番，設置数等を伝え，各避難所に仮設トイ

レを設置する。 

（３）清掃・維持管理 

仮設トイレの設置時に，避難所等の管理者その他避難者の自主運営組織に対し清掃方法，

維持管理方法について説明・指導し，避難者等が協力して行う。 

簡易トイレは備蓄物資

で対応 

熊本地震を踏まえた修

正 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

127 第３章 災害応急対策計

画 

（第14 節 清掃対策） 

４ し尿の収集・運搬 

（１）実施体制 

委託業者のほか，許可業者に対しても協力要請を行うとともに，収集車両が不足する場合

等には，各自治体等への参加要請を行う。 

（２）収集作業の臨時措置 

被災程度等により，通常のし尿収集について便槽の使用に支障のない範囲での収集の一

時延期などにより，被災地でのし尿収集体制・能力を確保する。 

４ し尿の収集・運搬 

（１）実施体制 

し尿収集作業計画に基づき委託業者に依頼するとともに，収集車両が不足する場合等に

は，許可業者や各自治体等へ協力要請を行う。

（２）収集作業の臨時措置 

通常のし尿収集については，対象の便槽の使用に支障のない範囲での収集の一時延期な

どにより，避難所の仮設トイレのし尿収集体制・能力を確保する。 

環境局 

127 第３章 災害応急対策計

画 

（第14 節 清掃対策） 

５ し尿の処理及び処分 

し尿の処理・処分については，し尿処理施設及び下水処理場の被災状況等に応じ，陸上処理

により実施するとともに，必要な場合は，他自治体へし尿の搬入・処理について応援を依頼す

る。 

５ し尿の処理及び処分 

し尿の処理・処分については，し尿処理施設の被災状況等に応じ実施するとともに，必要な場

合は，他自治体へし尿の搬入・処理について応援を依頼する。 

熊本地震を踏まえた修

正 

128 第３章 災害応急対策計

画 

（第 15 節 行方不明者の

捜索，遺体の処置・埋火

葬） 

第１５節 行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬 

第２ 遺体の収容・処置（保健福祉局，区役所，警察，海上保安部） 

１ 遺体が発見されたときの取り扱い 

（１）遺体を発見した場合は，警察官，海上保安官等の見分及び検視並びに医師による医学的検査

（検案）を受ける。 

第１７節 行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬 

第２ 遺体の収容・処置（保健福祉局，区役所，警察，海上保安部） 

１ 遺体が発見されたときの取り扱い 

（１）遺体を発見した場合は，警察官，海上保安官等の死体調査及び検視並びに医師による医学的

検査（検案）を受ける。 

警察等が取り扱う死体

の死因又は身元の調査

等に関する法律に基づ

き内容の整理 

134 第３章 災害応急対策計

画 

（第16 節 応急教育対策） 

第１６節 応急教育対策（教育委員会） 

第４ 教育施設が避難場所となった場合の対策 

学校は，災害時においては教育の場としての機能とともに避難所ととしての機能をも果たすた

め，災害時 に学校が避難所となったときは，教職員はその運営に協力する。 

第１８節 応急教育対策（教育委員会） 

第４ 教育施設が避難場所となった場合の対策 

学校は，教育の場としての機能とともに，災害時においては避難所としての機能も果たすた

め，災害時に学校が避難所となったときは，教職員はその運営に協力する。 

表現の適正化 

134 第３章 災害応急対策計

画 

（第16 節 応急教育対策） 

第５ 文化財，社会教育施設等の対策 

２ 社会教育施設の応急対策 

（１）地震災害発生後，催物の一時中止し，施設内の安全を確認の上，利用者を安全な場所に避難

誘導する。 

第５ 文化財，社会教育施設等の対策 

２ 社会教育施設の応急対策 

（１）地震災害発生後，催物を一時中止し，施設内の安全を確認の上，利用者を安全な場所に避難

誘導する。 

誤記修正 

135 第３章 災害応急対策計

画 

第１７節 危険物施設等の応急対策 第１９節 危険物施設等の応急対策 節の追加に伴う変更 

139 第３章 災害応急対策計

画 

（第 18 節 津波・水防対

策） 

第１８節 津波・水防対策 

第１ 災害発生直前の対策 

２ 住民等の避難誘導 

消防職団員，水防団員，警察官，市職員など避難誘導や防災対応にあたる者の安全が確保さ

れることを前提とした上で，予想される津波到達時間も考慮しつつ，水門・陸閘の閉鎖や災害時

要援護者の避難支援等の緊急対策を行うものとする。 

第２０節 津波・水防対策 

第１ 災害発生直前の対策 

２ 住民等の避難誘導 

消防職団員，水防団員，警察官，市職員など避難誘導や防災対応にあたる者の安全が確保さ

れることを前提とした上で，予想される津波到達時間も考慮しつつ，水門・陸閘の閉鎖や要配慮

者の避難支援等の緊急対策を行うものとする。 

災害対策基本法の改正

による文言の修正 

３ 気象庁が発表する津波警報等 

（略） 

津波警報等，地震及び津波に関する情報の種類 

（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 

（２）地震及び津波に関する情報 震度速報 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

３ 気象庁が発表する津波警報等 

（略） 

津波警報等，地震及び津波に関する情報の種類 

（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 

（２）地震及び津波に関する情報 震度速報 

震源に関する情報 

震源・震度に関する情報 

表現の適正化と地震情

報及び津波情報関係の

整理 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報 

津波観測に関する情報 

沖合の津波観測に関する情報 

津波予報 

各地の震度に関する情報 

各地の震度に関する情報 

推計震度分布図 

遠地地震に関する情報 

地震情報（その他の情報） 

津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

各地の満潮時刻・津波の到達予想時刻に関する情報 

津波観測に関する情報 

沖合の津波観測に関する情報 

津波に関するその他の情報 

津波予報 

143 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１９節 公共施設等の応急対策 

第４ 公園その他の公共施設（住宅都市局，区役所，市民局，各局） 

１ 公園施設 

（１）実施体制 

〇 みどり管理課直轄公園 

（略） 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

避難誘導，情報収集 

現地調査，応急対策を検討・実施 

指示     報告 

応急対策を実施 

みどり管理課 

指定管理者 

維持管理委託業者 

第２１節 公共施設等の応急対策 

第４ 公園その他の公共施設（住宅都市局，区役所，港湾空港局，市民局，各局） 

１ 公園施設 

（１）実施体制 

〇 みどり運営課直轄公園 

（略） 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

避難誘導，情報収集 

現地調査，応急対策を検討・実施 

指示     報告 

応急対策を実施 

みどり運営課 

指定管理者 

維持管理委託業者 

港湾空港局が管理する

公園について追加 

組織名称変更 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

〇 区管理公園 

（略） 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

連携     報告 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

現地調査，応急対策を実施 

依頼 

現地調査，応急対策を実施 

〇 市立霊園 

（略） 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

避難誘導，情報収集 

現地調査，応急対策を検討・実施 

依頼 

現地調査，応急対策を実施 

（追加） 

みどり管理課 

各区役所維持管理課 

西区役所管理調整課 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

みどり管理課 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

〇 区管理公園 

（略） 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

連携     報告 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

現地調査，応急対策を実施 

依頼 

現地調査，応急対策を実施 

〇 市立霊園 

（略） 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

避難誘導，情報収集 

現地調査，応急対策を検討・実施 

依頼 

現地調査，応急対策を実施 

〇 港湾緑地 

港湾空港部が，年間管理委託業者等との連携のもとに行う。 

情報収集，現地調査 

避難誘導，応急対策を検討・実施 

指示     報告 

現地調査，応急対策を実施 

みどり整備課 

各区役所維持管理課 

西区役所管理調整課 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

みどり運営課 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

維 持 課 

維持管理委託業者 

145 第３章 災害応急対策計

画 

３ 街路樹対策 

（１）実施機関 

３ 街路樹対策 

（１）実施機関 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

（第 19 節 公共施設等の

応急対策） 住宅都市部が，(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行

う。 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

現地調査，応急対策を検討 

依頼 

応急対策を実施 

（追加） 

（２）街路内の安全確保措置 

（略） 

① 実施主体 

みどり管理課，(公財)福岡市緑のまちづくり協会緑地環境課 年間管理委託業者，年間管

理協力業者 

（略） 

⑥ 連絡体制 

公園管理班と（公財）福岡市緑のまちづくり協会は，災害報告の連絡を密に行い，被害状

況により，警察・消防等への緊急連絡を行う。 

みどり管理課 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会緑地環境 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

○ 住宅都市局管理街路樹 

住宅都市部が，(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行

う。 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討討 

指示     報告 

現地調査，応急対策を検討 

依頼 

応急対策を実施 

〇 港湾空港局管理街路樹 

港湾空港部が，年間管理委託業者等との連携のもとに行う。 

情報収集，現地調査 

応急対策を検討 

指示     報告 

避難誘導，情報収集， 

現地調査，応急対策を検討 

依頼 

現地調査，応急対策を実施 

（２）街路内の安全確保措置 

（略） 

① 実施主体 

住宅都市局部，港湾空港部，(公財)福岡市緑のまちづくり協会，年間管理委託業者，年間

管理協力業者 

（略） 

⑥ 連絡体制 

住宅都市局部と（公財）福岡市緑のまちづくり協会は，災害報告の連絡を密に行い，被害

状況により，警察・消防等への緊急連絡を行う。 

港湾空港部は，被害状況により，警察・消防等への緊急連絡を行う。 

みどり運営課 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会みどり課 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

維 持 課 

年間管理委託業者 

年間管理協力業者 

組織名称変更 

港湾空港局が管理する

街路樹について追加 

組織名称変更及び港湾

空港局が管理する街路

樹について追加 



頁 章節 現行 修正案 修正理由 

146 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５ 地盤災害（各局，各機関） 

地震災害によりがけ崩れ等の危険が生じた箇所について，警戒を行い，住民等の安全を確

保するとともに，必要な応急的措置を実施する。 

１ 危険箇所等の警戒 

がけ崩れ等の危険区域・箇所の巡回点検を行うとともに，地震災害によりがけ崩れ，亀裂の発

生，液状化などの地盤に異常をきたしている箇所について状況を把握し，警戒を行う。 

２ 応急措置 

（２）応急措置の実施 

がけ崩れの危険があり，住民等に危険が及ぶ可能性がある箇所については，応急工事そ

の他の応急措置を実施する。 

第５ 地盤災害（各局，各機関） 

地震災害によりがけ崩れ等の被害が生じた箇所について，警戒を行い，住民等の安全を確

保するとともに，必要な応急的措置を実施する。 

１ 危険箇所等の警戒 

がけ崩れ等の被災箇所の巡回点検を行うとともに，地震災害により亀裂の発生，液状化など

の地盤に異常をきたしている箇所について状況を把握し，警戒を行う。 

２ 応急措置 

（２）応急措置の実施 

がけ崩れ等により，住民等に危険が及ぶ可能性がある箇所については，応急工事その他の

応急措置を実施する。 

表現の適正化 

151 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２０節 ライフライン施設の応急対策 

第４ 都市ガス施設（西部ガス） 

１ 緊急対策 

（１）情報の収集 

（略） 

② 地震計情報 

地震発生後は直ちに地震計の計測値を確認し，災害対策本部において統合ブロック，単

位ブロックごとに集計を行なう。 

（略） 

③ ガス製造設備，供給設備の被害状況の把握 

ガス製造設備，供給設備の被害状況を把握し，必要に応じて二次災害防止の措置を行な

う。 

第２２節 ライフライン施設の応急対策 

第４ 都市ガス施設（西部ガス） 

１ 緊急対策 

（１）情報の収集 

（略） 

② 地震計情報 

地震発生後は直ちに地震計の計測値を確認し，供給指令センターにおいて統合ブロッ

ク，単位ブロックごとに集計を行なう。 

（略） 

③ 供給設備の被害状況の把握 

供給設備の被害状況を把握し，必要に応じて二次災害防止の措置を行なう。 

供給指令センター設置

に伴う修正 

製造設備廃止に伴う修

正 

152 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） 

２ 復旧対策 

（２）復旧作業の実施 

① 製造設備の復旧作業 

ガスの製造を停止した製造設備は，復旧計画に基づき速やかに復旧する。 

② 供給設備の復旧作業 

供給設備の復旧作業は，復旧計画に基づき，二次災害の発生防止に万全を期すとともに，

速やかにガス施設の復旧作業を実施する。 

２ 復旧対策 

（２）復旧作業の実施 

（削除） 

復旧計画に基づき，二次災害の発生防止に万全を期すとともに，速やかにガス施設の復旧作

業を実施する。 

製造設備廃止に伴う修

正 

頁 章節 現行 修正案 修正理由 

161 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 租税等の減免等 

４ 介護保険第１号被保険者保険料の軽減及び居宅介護（介護予防）サービス費等の額の特例(利

用者負担軽減) 

（１）第１号被保険者等又はその属する世帯の生計を維持する者。 

震災，風水害，火災等により，住宅，家財等著しい損害を受けたこと。 

第３ 租税等の減免等 

４ 介護保険第１号被保険者保険料の軽減及び居宅介護（介護予防）サービス費等の額の特例(利

用者負担軽減) 

（１）第1号被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者。 

震災，風水害，火災等により，住宅，家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこ

と。 

介護保険料事務取り扱

いマニュアルと表現を合

わせる 

全般 港湾局 

港湾部 

港湾空港局 

港湾空港部 

組織名称変更 



頁 章節 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

目次 第１章　総　　　則
第２章　災害予防計画
第３章　災害応急対策計画
　第１節　応急活動体制
　第２節　情報の収集・伝達
　第３節　災害時の広報
　第４節　救出，救急計画
　第５節　保健医療及び助産計画
　第６節　避難対策
　（追加）
　第７節　警備・交通対策
　第８節　輸送計画
　第９節　生活救援対策
　第１０節　民間団体，ボランティアとの連携
　第１１節　要援護者対策
　第１２節　防疫計画
　第１３節　清掃計画
　第１４節　行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬
　第１５節　応急教育対策
　第１６節　障害物の除去
　第１７節　在港船舶対策
　第１８節　ライフライン施設の応急対策
　第１９節　石油事故対策
　第２０節　放射線災害応急対策
　第２１節　農畜産物応急対策
　第２２節　地下埋設工事等に伴う事故対策
　第２３節　その他災害応急対策に必要な事項
第４章　災害復旧計画
福岡市水防計画

第１章　総　　　則
第２章　災害予防計画
第３章　災害応急対策計画
　第１節　応急活動体制
　第２節　情報の収集・伝達
　第３節　災害時の広報
　第４節　救出，救急計画
　第５節　保健医療及び助産計画
　第６節　避難対策
　第７節　物資の供給・輸送対策
　第８節　警備・交通対策
　第９節　輸送計画
　第１０節　被災者の生活再建対策
　第１１節　民間団体，ボランティアとの連携
　第１２節　要配慮者対策
　第１３節　防疫計画
　第１４節　清掃計画
　第１５節　行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬
　第１６節　応急教育対策
　第１７節　障害物の除去
　第１８節　在港船舶対策
　第１９節　ライフライン施設の応急対策
　第２０節　石油事故対策
　第２１節　放射線災害応急対策
　第２２節　農畜産物応急対策
　第２３節　地下埋設工事等に伴う事故対策
　第２４節　その他災害応急対策に必要な事項
第４章　災害復旧計画
福岡市水防計画

1



頁 章節 現行 修正案 修正理由

2 第1章　総則
第2節　防災の基本理念
及び施策の方向性

１　周到かつ十分な災害予防
（２）施策の方向性
⑤ 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。

１　周到かつ十分な災害予防
（２）施策の方向性
⑤ 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訓練や研修を実施する。

防災基本計画の修正

4 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

2　事務の大綱
(2)指定地方行政機関
指定地方行政機関は，関係機関と連携・協力しながらその防災活動を実施するとともに，

市，県等の活動が円滑に行われるよう，連絡・調整に当たる。

2　事務の大綱
(2)指定地方行政機関

指定地方行政機関は，関係機関と連携・協力しながらその防災活動を実施するとともに，
市，県等の活動が円滑に行われるよう，連絡・調整に当たる。

組織名称の変更

5 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)福岡県警察 (4)福岡県警察
死因・身元調査法の制定
による用語の整理

6 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

2  事務の大綱 2  事務の大綱

災害医療用薬品の備蓄や
支援物資などを募集する
業務を行っていないため

7 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

（新設） 2　事務の大綱
（9）その他の防災関係機関

その他の防災関係機関と
して指定

8 第1章　総則
第6節　防災計画の修正

第6節　防災計画の修正
　この計画は，災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年定期的に検討を加え，必要がある
と認められるときは修正する。
　その際には，男女共同参画の視点や高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦等の災害
時要援護者に対する配慮に留意するなど，人権尊重の視点に立って検討を行う。

第6節　防災計画の修正
　この計画は，災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年定期的に検討を加え，必要があると
認められるときには修正する。
　その際には，男女共同参画の視点や高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊産婦等に対する
配慮に留意するなど，人権尊重の視点に立って検討を行う。

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正

（７）指定公共機関

西日本旅客鉄道株式会社

（新幹線管理本部福岡支社）
道施設の防災対策に関する事項

（７）指定公共機関

西日本旅客鉄道株式会社

（新幹線管理本部福岡支社）
鉄道施設の防災対策に関する事項

① 災害時における医療，助産及び死体の処理に関する事項

② 災害救助の連絡調整に関する事項

③ 義援金品の募集，配分業務に関する事項

日本赤十字社福岡県支部
① 災害時における医療，助産及び死体の処理に関する事項

② 災害救助の連絡調整に関する事項

③ 義援金の募集，配分業務に関する事項

日本赤十字社福岡県支部

九州農政局福岡地域センター 災害時における政府所有米穀の供給の支援に関する事項

② 災害応急対策

サ 死体の見分・検視に関すること
福岡県警察



頁 章節 現行 修正案 修正理由

9 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

第1　風水害予防
1 　河川整備計画
　本市を流れる河川については，一級河川を除く二級河川，準用河川，普通河川の131河川257.9km
があり雨水排水の根幹を担っている。
近年の局地的・記録的豪雨や市街地の進展などにより雨水の流出量が増大し，今後も引き続き水害
が懸念される。
　このため，主要河川である二級河川については県管理河川であるが，本市においても，きめ細かい
治水対策を進めるために，都市基盤河川として20河川（約54.2km）の整備を推進している。
　さらに，準用河川の整備推進や県事業との連携を図り，今後とも甚大な浸水被害を及ぼす恐れの
ある河川の優先的な整備や周辺まちづくりとの連携による事業の効率化を図るとともに，雨水流出抑
制施設として効果の高いため池の活用や既存治水地の貯留能力の拡充を行い，下水道整備とも連
携した総合的な浸水対策を推進していく必要がある。
　なお，平成21年7月の中国・九州北部豪雨により甚大な浸水被害を受けた那珂川及び樋井川につ
いては，平成22年4月，福岡県において緊急かつ集中的に河川整備を行う「床上浸水対策特別緊急
事業」の採択を受け，平成26年度までの5年間の予定にて事業を実施しており，本市も県との連携体
制を強化することで，事業の促進を図っていく。

第1　風水害予防
1 　河川整備計画
　本市を流れる河川については，二級河川，準用河川，普通河川の131河川257.9kmがあり雨水排水の
根幹を担っている。
　近年の都市化の進展に伴う雨水流出量の増加や集中豪雨による浸水被害を軽減するため，二級河
川については河川管理者である県と連携を図り事業促進に努めるとともに，早期に治水対策を図るた
め，本市において都市基盤河川改修事業を活用した整備を推進している。
　さらに，準用河川の整備推進や雨水流出抑制効果の高いため池の治水池への転用，既存治水池の
貯留能力の拡充を行っている。
　なお，平成21年7月の中国・九州北部豪雨により甚大な浸水被害を受けた那珂川及び樋井川につい
ては，平成22年4月，福岡県において緊急かつ集中的に河川整備を行う「床上浸水対策特別緊急事
業」の採択を受け，本市と県の連携の下，平成26年度までの5年間で事業を完了した。

文言の整理

9 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

2　下水道整備計画
(1)全 体 計 画

本市の行政面積は34,170haであるが，マスタープランに基づき市街化区域を中心として，
市街化調整区域内の集落も含め18,212haの区域を将来計画区域とし，地勢と水系等から西戸
崎，和白，東部，中部，西部，南部，新西部の7処理区に分割し公共下水道の排水計画をたて
整備を進めている。

2　下水道整備計画
(1)全 体 計 画

本市の行政面積は34,339haであるが，マスタープランに基づき市街化区域を中心として，市
街化調整区域内の集落も含め18,160haの区域を将来計画区域とし，地勢と水系等から西戸崎，
和白，東部，中部，西部，南部，新西部の7処理区に分割し公共下水道の排水計画をたて整備を
進めている。

平成27年度決算値の採用
(H28.10時点）

9 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

全体計画表 全体計画表 平成27年度決算値の採用
（H28.10時点）
集落排水事業との統合に
ついては，現在，検討中
であり今回削除するも
の。区  分 面積(ｈa) 備 考 

市 域 面 積 34,339 

平成27年度末下水道整備面積 17,035 

平成47年度末下水道整備計画面積 18,160 

区  分 面積(ｈa) 備 考

市 域 面 積 34,170 

平成24年度末下水道整備面積(見込) 16,875 

平成27年度末下水道整備計画面積 18,212 
農業集落排水事業(54ha)及び漁業集落整備

事業(51ha)で行なう区域を含まない｡ 



頁 章節 現行 修正案 修正理由

9 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防
第1　風水害予防

処理区別排水区域一覧表（※印は流域関連公共下水道） 処理区別排水区域一覧表（※印は流域関連公共下水道） 下水道全体計画の見直し
に伴う修正

10 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

(2）実施計画
①都市計画と事業認可

新都市計画法の施行により各都市は土地利用計画等との整合を図り，都市施設の一つである下水
道等について定めるものとされている。

本市では市街化調整区域の集落を含め下水道計画区域を18,212haにまで拡大し整備する目標で
計画を進めている。

なお，上記区域の中で下水道法による事業計画の面積は17,306haである。

(2）実施計画
① 都市計画と事業認可

新都市計画法の施行により各都市は土地利用計画等との整合を図り，都市施設の一つである下水
道等について定めるものとされている。

本市では市街化調整区域の集落を含め下水道計画区域を18,160haにまで拡大し整備する目標で計
画を進めている。

なお，上記区域の中で下水道法による事業計画の面積は17,342haである。

下水道全体計画の見直し
に伴う修正

10 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防
第1　風水害予防

平成27年度決算値の採用
（H28.10時点）

処 理 区
計画処

理面積 
区   域 域内の主な用途地域

域内主要河川及び

水路

西戸崎 166 
西戸崎，大岳，志賀

島
住居地域 

和 白 1,439 香住ヶ丘以東 〃 唐の原川 

東 部 3,784 
御笠川以東，香住ヶ

丘迄 
住居･工業･準工業地域 

多々良川，宇美川，御

笠川 

中 部 2,715 
御笠川以西，金屑川

迄
商業・住居地域 

御笠川,樋井川,金屑川

,那珂川 

西 部 5,165 

樋井川以西(草ケ江，

西新部を除く）の長

垂山以東 
住居地域 

金屑川,室見川,名柄川

,十郎川 

※南部 3,346 
山王川，野間，長丘

以南 
〃 御笠川，那珂川 

新西部 1,545 長垂山以西 〃 
瑞梅寺川，七寺川，江

の口川

計 18,160 

処 理 区 平成24年度までの都市計画

決定済面積(ha) 
平成24年度までの予定処理区域面

積(ha) 
西 戸 崎 154 154 

和  白 1,335 1,335 

東  部 3,689 3,685 

中  部 2,715 2,715 

西  部 5,648 5,644 

南  部 3,322 3,322 

新 西 部 451 451 

計 17,314 17,306 

処理区 平成27年度までの都市計画
決定済面積(ha)

平成27年度までの予定処理区域面
積(ha)

西戸崎 154 154

和　白 1,371 1,371

東　部 3,689 3,685

中　部 2,715 2,715

西　部 4,904 4,900

南　部 3,322 3,322

新西部 1,195 1,195

計 17,350 17,342

処 理 区
計画処

理面積 
区   域 域内の主な用途地域

域内主要河川及び

水路 

西戸崎 161 
西戸崎，大岳，志

賀島 
住居地域

和 白 1,421 香住ヶ丘以東 〃 唐の原川

東 部 3,690 
御笠川以東，香住

ヶ丘迄
住居･工業･準工業地域

多々良川，宇美川，

御笠川

中 部 2,713 
御笠川以西，金屑

川迄 
商業・住居地域 

御笠川,樋井川,金屑

川,那珂川 

西 部 4,999 

樋井川以西 (草ケ

江，西新部を除く

）の長垂山以東

住居地域
金屑川,室見川,名柄

川,十郎川 

※南部 3,351 
山王川，野間，長

丘以南
〃 御笠川，那珂川

新西部 1,877 長垂山以西 〃 
瑞梅寺川，七寺川，

江の口川

計 18,212 
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10 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防
第1　風水害予防

②浸水対策
本市は，博多湾に面し地形的にも平坦地が多く，博多湾の満潮と降雨時が重なった場合，

一部低地で浸水が生じる地域や既に下水道整備が終っている地区でもその後の再開発等によ
り，雨水の流出量が増加し，既設の下水道管の能力を越えて浸水する地域があるため，浸水
対策を重点施策として取り組んできた。
　現在，早期の浸水被害軽減を目指し，平成11年6月29日の浸水被害を踏まえた「雨水整備Ｄ
ｏプラン」に基づき，被害が重大であった59地区について，早期の浸水被害軽減を目指し，
重点的に浸水対策を推進している（平成24年度末で43地区の対策が完了）。
（中略）

②浸水対策
本市は，博多湾に面し地形的にも平坦地が多く，博多湾の満潮と降雨時が重なった場合，一

部低地で浸水が生じる地域や既に下水道整備が終っている地区でもその後の再開発等により，
雨水の流出量が増加し，既設の下水道管の能力を越えて浸水する地域があるため，浸水対策を
重点施策として取り組んでいる。
　現在，早期の浸水被害軽減を目指し，平成11年6月29日の浸水被害を踏まえた「雨水整備Ｄｏ
プラン」に基づき，被害が重大であった（削除）地区について，早期の浸水被害軽減を目指
し，重点的に浸水対策を推進している（削除）。
（中略）
　なお，平成27年度までに「雨水整備Ｄｏプラン」における対象地区において，重点55地区の
うち47地区の対策が完了し，「雨水整備レインボープラン」における対象地区において，重点4
地区のうち2地区の対策が完了している。

下水道全体計画の見直し
に伴う修正

10 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

5　風害防止事業事業計画
(1)防風保安林の現況

志賀，和白，今宿，今津，西浦地域の海岸線に255.9haの防風保安林及び67.8haの飛砂防備保安
林が指定されている。

5　風害防止事業事業計画
(1)防風保安林の現況

志賀，和白，今宿，今津，西浦地域の海岸線に207.1haの防風保安林及び79.1haの飛砂防備保安林
が指定されている。

誤記修正

11 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

第2　都市防災
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）

第2　都市防災
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（H28.10月）

時点修正

11 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

第２　都市防災（住宅都市局，道路下水道局，港湾局，福岡県）
１　土地利用計画
(1)市街化区域及び市街化調整区域

無秩序な市街化を防止し，計画的な市街化を図るため，都市計画区域を市街化区域と市街化調整
区域に区分している。

市街化区域と市街化調整区域の区域区分については，昭和45年の当初決定の後，当該都市計画
区域の人口及び産業の将来の見通し等を勘案して，定期的（概ね５年に一度）に見直しを行ってい
る。
(2)用途地域

用途地域は，機能的かつ安全な都市活動の場を確保するとともに，防災にも配慮した建築密度，形
態等を誘導し良好な市街地環境の形成を図るため，本市の都市構造，土地利用及び都市基盤整備
の動向を踏まえ指定しており，建築基準法と合わせて，建築物の用途や容積率・建ぺい率・高さ等を
規制・誘導するものである。

用途地域については，昭和６年の当初決定の後，都市の発展と土地利用の動向等を勘案して，定
期的（概ね５年に一度）に見直しを行っている。

第２　都市防災（住宅都市局，道路下水道局，港湾空港局，福岡県）
１　土地利用計画
(1)市街化区域及び市街化調整区域

無秩序な市街化を防止し，計画的な市街化を図るため，都市計画区域を市街化区域と市街化調整区
域に区分している。

市街化区域と市街化調整区域の区域区分については，昭和45年の当初決定の後，当該都市計画区
域の人口及び産業の将来の見通し等を勘案して，定期的に見直しを行っている。
(2)用途地域

用途地域は，機能的かつ安全な都市活動の場を確保するとともに，防災にも配慮した建築密度，形
態等を誘導し良好な市街地環境の形成を図るため，本市の都市構造，土地利用及び都市基盤整備の
動向を踏まえ指定しており，建築基準法と合わせて，建築物の用途や容積率・建ぺい率・高さ等を規
制・誘導するものである。

用途地域については，昭和６年の当初決定の後，都市の発展と土地利用の動向等を勘案して，定期
的に見直しを行っている。

組織名称の変更
見直しの周期が不確定で
あるため

12 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

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。

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，都市計画道路等の幹線道路の整備を進める。

文言修正

区 分 
面積

（ha） 

市街化

区域に

おける

割合 

備 考 

防火地

域 
160 0.98％ 

（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。）

準防火

地域 
2,499 15.3％ 

（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

区　分
面積

（ha）

市街化

区域に

おける

割合

備　考

（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

防火地域 160 0.98%

準防火地域 2,513 15.40%
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12 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

3　都市公園整備計画 3　都市公園整備計画 整備の実施予定期間として
分かり易く表記を統一した
もの。

石丸中央公園の整備予定
を追記

事業計画の修正。

12 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

4　港湾緑地
　香椎パークポートに整備した港湾緑地については，臨海部における避難地及び一時居住地として
機能する避難緑地として活用する。

　また，都心に近い中央ふ頭地区については，災害時における海上からの物資・人員の輸送や避難
地として活用する防災拠点とするため，緊急物資輸送対応の耐震強化岸壁の整備を計画している。

4　港湾緑地
アイランドシティ北東部に整備を計画しているアイランドシティはばたき公園については，臨海部にお

ける避難地及び一時居住地として機能する避難緑地として活用する。

　また，都心に近い中央ふ頭地区については，災害時における海上からの物資・人員の輸送や避難地
として活用する防災拠点とするため，緊急物資輸送対応の耐震強化岸壁の整備を計画している。

整備完了及び新規計画に
よる修正

12 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

1　海岸事業
　海岸線背後に人家が密集しており地盤が低い地区については，高潮等の被害を防止するとともに，
地域環境に配慮した護岸を整備する。

高潮対策事業

1　海岸事業
　海岸線背後に人家が密集しており地盤が低い地区については，高潮等の被害を防止するとともに，
地域環境に配慮した護岸を整備する。

（削除）

事業の完了に伴う修正

14 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

第3　高潮災害予防
3　急傾斜地対策
(3)宅地災害防止のための規制

宅地造成工事規制区

第3　高潮災害予防
3　急傾斜地対策
(3)宅地災害防止のための規制

宅地造成工事規制区域

市域面積データの修正

14 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

第4　土砂災害予防
4　土石流対策
(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。

第4　土砂災害予防
4　土石流対策
(2)砂防事業

土石流災害を未然に防止，又は軽減するため，県又は国は砂防事業を実施する。

実態に合わせた修正

公　園　名 公園計画面積（ha） 整備完了年度

みなと１００年公園 12.2 平成11年7月　一部供用開始　平成22年度完了

公　園　名 公園計画面積（ha） 整備予定年度

アイランドシティはばたき公園 12 平成29年度以降

公  園  名 
公園計画

面積(ha) 
整備予定年度 

広域避難

地 

西 南 杜 の 湖 畔 公 園（総合公園） １９.２ 平成 23～27 年度 

舞 鶴 公 園（総合公園） ４６.９ 平成 26 年度以降 

アイランドシティ中央公園（総合公園） ２１.９ 平成 26 年度以降 

今 津 運 動 公 園 （運動公園） ３３.０ 平成 23～28 年度 

一時避難

地 

伊 都 １ 号 公 園 （近隣公園) １.７ 平成 26～27 年度 

伊 都 ２ 号 公 園 （近隣公園） １.１ 平成 26～28 年度 

賀 茂 中 央 公 園 （近隣公園) １.７ 平成 26 年度以降 

片 江 風 致 公 園 （風致公園） ４.７ 平成 26 年度以降 

事業名 事業主体 事業内容 整備予定年度

能古（北浦）地区 福岡市 護岸改良 H24～H27

面積比

規制区域面積／市域面積

宅地造成工事規制区域 33,681 1,530 4.50%

事業名
市域面積

（ha）

規制区域面積

（ha）

面積比

規制区域面積／市域面積

宅地造成工事規制区域 34,338 1,530 4.50%

事業名
市域面積

（ha）

規制区域面積

（ha）



頁 章節 現行 修正案 修正理由

14 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

6　土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
(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。

6　土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
(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。

土砂災害警戒区域等にお
ける土砂災害防止対策の
推進に関する法律の記載
を適用

15 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
1　危険性の事前周知啓発の実施
(4)河川，下水道の整備状況を公開する。
市民に河川，下水道の豪雨に対する危険性を周知してもらうため，福岡県や福岡市で進め

ている河川，下水道の整備状況を公開する。

第6　地下空間浸水対策
1　危険性の事前周知啓発の実施
(4)河川，下水道の整備状況を公開する。
市民に河川，下水道の豪雨に対する危険性を周知するため，福岡市で進めている河川，下水

道の整備状況を公開する。

誤記修正

19 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
1　地下街等における措置
(1)浸水想定区域内の地下街等及び所在

①博多駅地区地下街（福岡市博多区博多駅中央街1丁目外　※博多駅地下街と地下で
繋がる不特定多数の者が利用するビル）

②天神地区地下街（福岡市中央区天神1丁目外　※天神地下街と地下で繋がる不特定
多数の者が利用するビル）

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
1　地下街等における措置
(1)浸水想定区域内の地下街等及び所在

①博多駅地区地下街（福岡市博多区博多駅中央街1丁目外　※博多駅地下街と地下で
繋がる不特定多数の者が利用するビルで，建設予定，建設中のものを含む）

②天神地区地下街（福岡市中央区天神1丁目外　※天神地下街と地下で繋がる不特定
多数の者が利用するビルで，建設予定，建設中のものを含む。）

水防法の改正

19 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

１　地下街等における措置
(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

ア 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
イ 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
ウ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合
エ 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
ア 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
イ 雨量観測所の前1時間雨量が40mmを超えた場合
ウ 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
エ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合

１　地下街等における措置
(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

ア 福岡市に大雨，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
イ 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，

氾濫危険水位）を超えた場合
ウ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合
エ 福岡市の大雨，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
ア 福岡市に大雨，洪水等の各気象警報・特別警報が発表された場合
イ 雨量観測所の前1時間雨量が40mmを超えた場合
ウ 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，

氾濫危険水位）を超えた場合
エ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合

文言修正

21 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

3　大規模工場等における措置
(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

ア 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
イ 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
ウ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合
エ 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
ア 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
イ 雨量観測所の前1時間雨量が40mmを超えた場合
ウ 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
エ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合

3　大規模工場等における措置
(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

ア 福岡市に大雨，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
イ 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，

氾濫危険水位）を超えた場合
ウ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合
エ 福岡市の大雨，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
ア 福岡市に大雨，洪水等の各気象警報・特別警報が発表された場合
イ 雨量観測所の前1時間雨量が40mmを超えた場合
ウ 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，

氾濫危険水位）を超えた場合
エ 避難勧告など，緊急情報が発表された場合

文言修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

22 第2章　災害予防計画
第1節　災害予防

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。

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8条の規定に基づき，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。

文言修正

26 第2章　災害予防計画
第2節　防災体制の整備

第3　消防，医療体制の整備
2　医療体制の整備
(3)通信手段等の確保

保健福祉センター，市立病院（地方独立行政法人福岡市立病院機構が経営する「福岡市立こども
病院・ 感染症センター」及び「福岡市民病院」をいう。以下同じ。），福岡市医師会，及び災害拠点病
院，その他医療関係機関との連携，連絡体制を確保するとともに，福岡市医師会及び災害拠点病院
に防災行政無線を設置するなど災害時の通信手段を確保する。

第3　消防，医療体制の整備
2　医療体制の整備
(3)通信手段等の確保

保健福祉センター，市立病院を運営する地方独立行政法人福岡市立病院機構，福岡市医師会，及
び災害拠点病院，その他医療関係機関との連携，連絡体制を確保するとともに，福岡市医師会及び災
害拠点病院に防災行政無線を設置するなど災害時の通信手段を確保する。

文言整理

26 第2章　災害予防計画
第2節　防災体制の整備

第4　道路交通体制の整備
１　緊急通行車両の事前届出制度
　災害発生時の混乱した現場における緊急通行車両の迅速な確認手続を実施するため、県公
安委員会が、あらかじめ関係機関から緊急通行車両の事前届出を受理する制度である。
　なお、災害発生時における緊急通行車両の確認手続においては、事前届出を行った車両
は、他の車両に優先して確認される。

２　事前届出の対象とする車両
　　事前届出の対象…とする。
(1) 災害時において…計画がある車両。

① 警報… （省略）
② 消防… （省略）
③ 被災者の…　（省略）
④ 災害を…　　（省略）
⑤ 施設及び…　（省略）
⑥ 清掃… （省略）
⑦ 犯罪の…　　（省略）
⑧ 緊急輸送…　（省略）
⑨ その他災害…（省略）

(2) 指定行政機関の長…調達する車両。
① 指定行政機関

警察庁…機関
② 指定地方行政機関

本編…機関
③ 指定公共機関及び指定地方公共機関

本編…機関

第4　道路交通体制の整備
１　緊急通行車両等の事前届出制度
　災害が発生していない平時において県公安委員会が事前に指定行政機関等から緊急通行車両
等の届出を受理し、時間を要する審査を済ませ「緊急通行車両等事前届出済証」又は「規制除
外車両事前届出済証」を交付する制度である。
　同事前届出済証を検問所等で警察官に提示すれば審査を経ることなく速やかに「標章」及び
「証明書」の交付を受けることができる。
２　事前届出の対象とする車両
(1) 緊急通行車両

事前届出の対象…とする。
① 災害時において…計画がある車両

ア 警報… （省略）
イ 消防… （省略）
ウ 被災者の…　（省略）
エ 災害を…　　（省略）
オ 施設及び…　（省略）
カ 清掃… （省略）
キ 犯罪の…　　（省略）
ク 緊急輸送…　（省略）
ケ その他災害…（省略）

② 指定行政機関の長…調達する車両
ア 指定行政機関

警察庁…機関
イ 指定地方行政機関

本編…機関
ウ 指定公共機関及び指定地方公共機関

本編…機関

緊急通行路の通行を認め
ることが適切である規制
除外車両等の整理に伴う
修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

（新設） (2) 規制除外車両
事前届出の対象とする車両は、次のいずれかに該当する車両で

　　あって緊急通行車両とならない車両とする。
① 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
② 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両（製造者又

は販売者に限る。）
③ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。）
④ 道路啓開作業用車両
⑤ 建設用重機
⑥ 重機輸送車両（建設用重機と同一の使用者による届出に限る。）

３　事前届出の申請
（1） 申請者

災害対策基本法施行令第33条第１項に基づく緊急通行車両の緊急
　　通行を実施することについて責任を有する者。（代行者を含む。）
（2） 申請先

申請に係る車両の…交通規制課。

３　事前届出の申請
（1） 申請者

災害対策基本法施行令第33条第１項に基づく緊急通行車両等の緊急
　　通行を実施することについて責任を有する者（代行者を含む。）
（2） 申請先

申請に係る車両の…交通規制課

４　申請書類
　　緊急通行車両事前届出書２通に次の書類を添付の上申請する。
（1） 申請者が緊急通行車両として使用することを疎明する書類１通
（2） 自動車検査証の写し等

４　申請書類
(1) 緊急通行車両

① 緊急通行車両等事前届出書…２通
※ 福岡県警察ホームページの交通部交通規制課「大規模災害等が発

生した場合の交通規制について」に記載例とともに掲載
② 自動車検査証の写し…１通
③ 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類の写し（指定行政機
関等の契約書等）…１通

(2) 規制除外車両
① 規制除外車両事前届出書…２通

※ 前記４（1）①の※に同じ
② 自動車検査証の写し…１通
③ 次のいずれかに該当する業務内容を疎明する書類等…１通
ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であること
を確認できる書類の写し

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両（製造者又は販売者
に限る。）
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者で
あることを確認できる書類の写し

ウ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。）
ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できる写真

エ 道路啓開作業用車両
ナンバープレート及び車両の形状が確認できる写真

オ 建設用重機
ナンバープレート及び車両の形状が確認できる写真

カ 重機輸送車両（建設用重機と同一の使用者による届出に限る。)
ナンバープレート及び車両の形状が確認でき、重機を積載した状況
の写真



頁 章節 現行 修正案 修正理由

27 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　（各機関）
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。

第5　防災訓練　（各機関）
1　実地訓練
　自然災害を想定して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。

実態に応じた修正

27 第2章　災害予防計画
第2節　防災体制の整備

（新設） （1）訓練内容
⑧ 受援訓練・支援訓練

　　他の自治体や関係機関などからの応援を 大限に生かすことができるよう受援力を高める
ための訓練を実施する。また，他の自治体からの応援要請に対応するための災害応急対策訓練
や現地本部設置訓練などを実施する。

震災対策編との整合

29 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（各局，区）
７　高齢者や障がい者などの居所把握調査など災害時の要援護者対策に関すること

第7　防災に関する調査研究（各局，区）
７　高齢者や障がい者などの居所把握調査など災害時の要配慮者対策に関すること

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正

30 第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

第３節　自主防災体制の整備
（略）
　また，防災・減災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，
妊産婦などの災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援護者を支援する体制が
整備されるよう努めるとともに，被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点，障がい者
等の視点に十分配慮するよう努めるものとする。

第３節　自主防災体制の整備
（略）
　また，防災・減災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障がい者，外国人，乳幼児，妊
産婦などの要配慮者に十分配慮し，地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努
めるとともに，被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点，障がい者等の視点に十分配慮
するよう努めるものとする。

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正

31 第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

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。

(平成27年3月末現在）
（新設）

（略）
（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。

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
①「博多あん（安全）・あん（安心）塾」
　地域や企業の防災力の向上を目的に，平成１７年度から開講。「防災リーダー」（防災士）
を1,000名養成する。塾修了者を「博多あん・あんリーダー」と認定し，塾の継続実施により
「博多あん・あんリーダー」を地域や企業へ浸透させ，防災リーダーの中核として活動するこ
とで地域防災力の底上げを図る。

②避難所運営支援エキスパートの養成
　避難所運営を支援する災害ボランティア「避難所サポートチーム・福岡」を養成するため，
平成29年度から専門的な知識と技能を有する人材300名の養成を目指し取り組み，地域防災力の
向上を図る。

（略）
（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，地域防災力の向上に取り組んでいく。

表現の適正化
震災対策編との整合

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

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
９６９名 ９２８名

（平成29年3月末現在）



頁 章節 現行 修正案 修正理由

32 第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

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。

６　水防協力団体
　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。

誤記修正

32 第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

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
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。

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
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。

誤記修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

33

34 第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

9　防災教育の充実
 「子どもたちのセ－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。

9　防災教育の充実
 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。

事業内容の見直しによる
文言修正

34 第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

（新設） 11　避難所の自主運営力の向上
　地域において地域住民，施設管理者，行政等による避難所運営のワ－クショップや訓練等を
開催する等し，避難所運営体制の充実・強化を図る。

震災対策編との整合

35 第2章　災害予防計画
第4節　被災者支援対策

第４節　被災者支援対策
　被災者への支援対策を充実するため，食料や生活物資の備蓄・調達，避難対策，要援護者
対策等について必要な整備を行う。その際，男女のニーズの違い等，男女の双方の視点に十
分配慮するものとする。

第４節　被災者支援対策
　被災者への支援対策を充実するため，食料や生活物資の備蓄・調達，避難対策，要配慮者対
策等について必要な整備を行う。その際，男女のニーズの違い等，男女の双方の視点に十分配
慮するものとする。

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正

第2章　災害予防計画
第3節　自主防災体制の整
備

8　防災知識の普及
　広く市民に対し，災害時の対応，事前の備え等について理解の増進を図る。
　（追加）

（略）

（8）防災に関する主な運動期間

8　防災知識の普及
　広く市民に対し，災害時の対応，事前の備え等について理解の増進を図る。
　また，災害による人的被害を軽減する方策は，市民等の避難行動が基本となることを踏ま
え，警報等や避難指示等の意味と内容の説明など，啓発活動を市民等に対して行うものとす
る。
（略）

（8）防災に関する主な運動期間

防災基本計画の修正

備蓄促進ウィークの創設



頁 章節 現行 修正案 修正理由

35 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
　災害に備え，災害時に必要となる食料・日用品に関して，市民に対して必要な備えを呼び
かける。
　また，公的備蓄は，企業等との災害時応援協定に基づく流通備蓄の活用を基本とし，調達
に必要な情報等の収集に努めるとともに，災害発生直後における対応に備え，必要 低限の
食料や物資等を備える。

第１　生活支援対策
　災害に備え，災害時に必要となる食料，生活必需品，資機材（以下「物資」という。）に関
して，市民や企業等に対して必要な備えを呼びかける。
　また，公的備蓄は，発災から３日間の対応に備え，必要 低限の物資を備えるとともに，こ
れを補完するものとして，国等からの救援物資や企業等との災害時応援協定に基づく流通備蓄
の活用を図る。

震災対策編との整合

35 第2章　災害予防計画
第4節　被災者支援対策

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

① 災害に備え，市民一人ひとりが食料，水を 低３日分備えておくことを
呼びかけ，周知・普及を図る。
（略）

(2)日用必需品の持ち出し準備
食料，水のほか，懐中電灯，ラジオ，衣類その他必要な日用品をまとめ，何時

でも持ち出せるように備えておくこと等を呼びかけ，周知・普及を図る。
（追加）

１　自主的備蓄の促進
　市民及び企業等は，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)家庭における備蓄

① 災害に備え，市民一人ひとりが食料，飲料水，簡易トイレ，トイレットペーパー
等を 低３日分備えておくことを呼びかけ，周知・普及を図る。

（略）
③ 食料，水のほか，懐中電灯，ラジオ，衣類，お薬手帳その他必要な日用品をまと
め， 何時でも持ち出せるように備えておくこと等を呼びかけ，周知・普及を図
る。
（略）

(2)企業等における備蓄
企業等については，災害時に従業員等を事業所等内に留めておくことができるよ

う，必要な物資を 低３日分備えておくよう呼びかけ，周知・普及を図る。

震災対策編との整合

２　食料等の確保
(1)調達先の情報収集

市において，災害時に調達するべき食料，日用品，その他の物資について，調達
    先，調達能力等の情報を定期的に把握しておく。
(2)公的備蓄の実施
　　大規模災害時に，食料などの調達が困難な状況になった場合に備え，防災倉庫，
  防災センター，各校区（公民館）に計画的に非常食，水の備蓄を行うとともに，市立
　小・中学校等への配備拡充を検討する。
　　また，大規模災害が発生し，水洗トイレが使用できなくなった場合，各避難所に仮
　設トイレが設置されるまでの間の対応が必要となることから，防災倉庫，各校区（公
　民館）に簡易トイレの備蓄を行う。
　　なお，その他必要な備蓄品目及び量については，今後，関係各局と検討を行う。

① 非常食，水
備蓄数量については，国，他都道府県及び他市町村からの早期支援の実施や

民間業者との生活物資応援協定の締結による支援等を考慮し，平成24年に県から
公表された警固断層直下型地震の想定避難者数約25,000人の半数である約12,500
人の3食分にあたる約37,500食分を備蓄し，今後は，5年間の消費期限が切れる分に
ついて，計画的に補充を行う。
また，食物アレルギー体質者や離乳食の摂取者対応食として,想定避難者数

約25,000人のうちの約4％（アレルギー体質をもつ者2％＋離乳食が必要な者2％）
である約1,000人の6食分（2日分）及びその半数約500人（3日目）の3食分にあたる
約7,500食分を平成26年度末で完了した。

② 簡易トイレ
仮設トイレが設置されるまでの応急的なトイレ対策として，防災倉庫，各区役所

     及び公民館等に，簡易トイレ（便袋）24,000枚を備蓄し，今後は，警固断層直下型
     地震の被害想定に基づき，備蓄を検討していく。

２　公的備蓄
(1)備蓄品目
① 食料

水，パン，レトルト米の基礎的食料に加え，高齢者，乳幼児及び食物アレルギ－
     を有する避難者に対応した白粥，粉ミルクなどの備蓄を行う。

② 生活必需品
簡易トイレ，和式トイレの洋式化アタッチメント，毛布，生理用品，紙おむつ，

     哺乳瓶，口腔衛生用品など，発災直後に必要となる生活必需品の備蓄を行う。
③ 資機材
発電機，投光器，カセットコンロ，懐中電灯，ブルーシートなど，発災直後に必要

    となる資機材の備蓄を行う。
(2)備蓄数量

　　想定避難者数約25,000人分及び在宅避難者数5,000人分の食料を３日分備蓄する。
※居宅で生活可能な者のうち，食料等の入手が困難な者（以下「在宅避難者」とい

    う）について，他都市の算出方法を参考に，予想される在宅避難者数を算出
(3)備蓄場所

埋蔵文化財センタ－月隈収蔵庫の備蓄倉庫に物資を備蓄するとともに，避難所とな
    る各小学校または公民館において分散備蓄を行う。さらに，物資をより効率的に輸
    送供給できるようにするために，市内各所での分散備蓄について検討していく。



頁 章節 現行 修正案 修正理由

(3)市内部組織の所有品の活用
　こども病院や市立保育所が所有する粉ミルク等（アレルギー対応含む）を災害時に活用す
る。

(4)協力関係の樹立
　　本市に店舗を有する事業所等に，災害時の対応について理解，協力を求め，情報交換に
努めるとともに，災害時の生活必需物資等供給協定の締結を推進する。（資料編254 頁）

３　流通備蓄
　市において，災害時に調達する物資について，災害時応援協定を締結している企業等から調
達物資に関する情報を定期的に把握しておく。
　発災時における確実な物資の調達のため，企業等とのさらなる協定締結を推進していく。
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第2　避難対策
１　避難場所等の指定
(2)避難所（資料編209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。

第2　避難対策
１　避難場所等の指定
(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
て要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては，要配慮者の円滑な利用を確保する
ための措置が講じられ，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。

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正
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③その他の避難所
ア 福祉避難所

高齢者，障がい者等の要援護者で通常の避難所での生活が困難な者を収容するための避難
所として指定する。指定にあたっては，予め福祉避難所として適当な社会福祉施設等の設置
者と協定を締結するものとする。

③ その他の避難所
ア 福祉避難所

高齢者，障がい者等の要配慮者で通常の避難所での生活が困難な者を収容するための避難所
として指定する。指定にあたっては，予め福祉避難所として適当な社会福祉施設等の設置者と
協定を締結するものとする。

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正
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（第3　要援護者対策　２　避難所の整備と防災訓練の実施から移設）
(1)避難所の整備

学校，公民館など避難所に指定している施設については，要援護者の使用に支障がないよ
う，施設の整備に努める。

(3)避難所・避難場所の整備
　学校，公民館など避難所に指定している施設については，高齢者や障がい者の使用に支障が
ないよう，施設の整備に努める。
　また，マンホールトイレの設備及び学校施設におけるトイレの洋式化を推進する。

震災対策編との整合
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4　帰宅困難者対策
　公共交通機関が運行を停止した場合，自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発
生することから，次に掲げる帰宅困難者対策を講じる。
(3)天神，博多駅地区などにおいて，帰宅困難者の避難スペースを確保するため，企業等に対
して，施設提供協力の働きかけを積極的に行う。
(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。

4　帰宅困難者対策
　公共交通機関が運行を停止した場合，自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が大量に発生
することから，都市再生安全確保計画に基づき，次に掲げる帰宅困難者対策を講じる。
(3)帰宅困難者の避難スペースを確保するため，企業等に対して，施設提供協力の働きかけを積
極的に行う。
(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策定された「天神・博多駅周辺地区都市再生安全確保計
画」に基づいて，官民連携により，帰宅困難者対策を推進していく。

都市再生安全確保計画の
策定に伴う修正
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第3　要援護者対策
　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や防
災訓練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574頁）による。

第３　要配慮者対策
　災害時における要配慮者（災害対策基本法に規定する高齢者，障がい者，乳幼児その他の特
に配慮を要する者をいう。以下，同じ。）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」，「福岡市避難行動要支援者に関する取組指
針」（以下「取組指針」という。）など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，地域住民への防災講
習会や防災訓練等を通じて要配慮者への配慮について啓発していく。さらに，必要に応じて
「取組指針」を見直し，地域の各種団体の連携により，要配慮者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仕組みづくりを進めてい
く。

災害対策基本法の改正に
伴う制度の見直しによる
修正

1  要援護者の把握・情報共有
（追加）

(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。

(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。
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1  避難行動要支援者の把握・情報共有
１　避難行動要支援者の把握・情報共有
　市は，災害対策基本法の規定に基づき，要配慮者のうち，避難行動要支援者（災害時に自ら
避難することが困難な者であって，その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す
るものをいい，以下「要支援者」という。）の把握に努めるとともに，避難支援等を実施する
ための基礎とする避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を作成する。
また，避難支援等関係者へ名簿情報を提供する場合は，本人の同意を得るものとする。
〔名簿の種類〕
① 全体名簿

本人の同意の有無に関わらず，要支援者全員を掲載する名簿をいう。
② 同意者名簿

全体名簿に掲載された者のうち，避難支援等関係者へ名簿情報を提供することに
　　同意した要支援者を掲載する名簿をいう。

なお，市から避難支援等関係者への名簿情報の提供は，同意者名簿により行う。

（1）避難支援等関係者となる者
市が同意者名簿の情報を提供する避難支援等関係者は，次のとおりとする。

① 校区・地区自治協議会
② 校区・地区社会福祉協議会
③ 民生委員・児童委員

（2）名簿に登載する者の範囲等
名簿に掲載する者の範囲及び要件は，次のとおりとする。
① 名簿に掲載する要支援者の範囲
次の要件に１以上該当する者
・移動が困難な人
・日常生活上，介助が必要な人
・情報を入手したり，発信したりすることが困難な人
・精神的に著しく不安定な状態をきたす人
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(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。

② 名簿に登載する者の要件
ア 次の要件に１以上該当する者（施設入所者を除く）
・身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者。ただし，心臓又はじん臓
機能障害のみを交付の理由とするものは除く。

・療育手帳Ａの交付を受けている者
・精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者
・要介護認定３以上の者
・福岡市の災害時要援護者台帳に登載された者

イ 次の要件に１以上該当する者（施設入所者を除き，災害時の避難支援等を希望
して，避難支援等関係者へ名簿情報を提供することに同意した者に限る）
・身体障害者手帳の交付を受けている者（上記アの要件に該当する者を除く）
・要介護認定者（上記アの要件に該当する者を除く）
・要支援認定者
・障害支援区分１以上の者
・精神障害者保健福祉手帳２級又は３級の交付を受けた者
・療育手帳Ｂの交付を受けた者
・指定難病患者
・65歳以上で身体虚弱の者

（3）名簿作成に必要な個人情報の入手方法
① 名簿作成に必要な個人情報
・氏名　・性別　・生年月日　・住所　・電話番号　・ＦＡＸ番号
・避難支援等を必要とする事由　・世帯状況（単身同居の別）

② 情報の入手方法
上記（２）②アの要件に該当する者の情報は，市が保有する福祉情報等及び本人の
申告によるものとし，上記（２）②イの要件に該当する者の情報は，本人の申請に
よるものとする。

（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。

（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。

（新設）

（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。

（4）名簿の更新に関する事項
名簿は，市が保有する福祉情報等に基づき，年１回更新する。

（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
① 法令等の遵守

市は，避難支援等関係者に対して，名簿情報の漏えいを防止するため，災害対策
基本法や市が整備する名簿の取扱要領等の遵守を指導する。

② 提供する名簿情報の限定
市が避難支援等関係者へ提供する名簿情報は，避難支援等関係者が担当する地域の

名簿情報に限るものとする。
③ 名簿の回収

市が，名簿情報提供のために避難支援等関係者へ貸与した名簿の更新は年１回と
し，名簿の更新の際に，前回貸与した名簿を回収する。

④ その他情報漏えいの防止に効果的な措置について，適宜，検討するものとする。
（6）要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるための通知又は警告の配慮

① 市は，災害時等においては，福岡市地域防災計画に基づき，避難準備・高齢者等
避難開始，避難勧告，避難指示（緊急）の発令・伝達を適時適切に発令し，要配慮者
が円滑かつ安全に避難行動ができるよう努める。

② 市は，緊急かつ着実な避難指示（緊急）等が伝達されるよう，多様な手段（報道機
関による広報，緊急速報メール，広報車，ＦＡＸ，市ホームページ等）を活用して情
報伝達を行う。

（7）避難支援等関係者の安全確保
避難支援等関係者が行う避難支援等は，避難支援等関係者本人とその家族の安全が確保さ

れた上で，地域の実情や災害の状況に応じて，可能な範囲で行われるものであり，避難支援等
関係者は法的責任や義務を負わない。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。
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（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。

２　避難所の整備と防災訓練の実施
（１）避難所の整備

学校，公民館など避難所に指定している施設については，要援護者の使用に支障が
ないよう，施設の整備に努める。

（２）防災訓練の実施
自主防災組織等において，要援護者の支援に関する防災訓練を実施するなど，要援

護者に対する地域での協力体制の確立を図っていく。

（削除）

（削除）

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。
(1)地域ぐるみの取り組みを促進

地域の住民や各種団体が連携した「地域の支援組織」による取り組みを充実・強化して
いく。なお，地域の実情を踏まえた取り組みが実施可能となるよう，支援組織の構成・形
態及び支援内容は地域の判断に委ねる。

(2)災害時要援護者情報の地域との共有を拡充
平成２３年１２月の福岡市個人情報保護審議会の答申を踏まえ，個人情報の保護に配慮

しつつ，「災害時要援護者台帳」登録者で地域への個人情報の提供に関する同意書を提出
していない者の情報を含めた要援護者情報を地域の支援組織と共有する。

　　ただし，情報提供同意書未提出者の情報提供は，避難支援全体計画の取り組みに関する
　申請書や個人情報保護に関する誓約書の提出，及び災害時要援護者名簿に関する覚書の締
　結を踏まえ，校区単位で災害時要援護者の避難支援対策に取り組む地域支援組織の代表者
　に限る。
(3)災害時要援護者個人ごとの「避難支援計画」（個別計画）の策定

地域の支援組織は，地域への個人情報の提供に関する同意書を提出した者について，
要援護者本人やその家族，また，区役所や関係機関等と協力・連携して，災害時の具体
的な避難支援の方法や内容等を定める「避難支援計画」（個別計画）の策定を進める。

(4)実施可能な地域から段階的に拡大
　　当該取り組みは，実施可能な地域から開始し，その実施状況を十分に検証しながら，
　段階的に全市に拡大していく。

２　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指針」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，要支援者の避難支援対策の充実・強化を図る。
(1)地域ぐるみの取り組みを促進
避難支援等関係者が連携した「地域の支援組織」による取組の充実・強化を図る。
なお，地域の実情を踏まえた取り組みが実施可能となるよう，支援組織の構成・形

　態及び支援内容は地域の判断に委ねる。
（削除）

(2)要支援者個人ごとの「個別計画」の策定
避難支援等関係者は，名簿情報の提供に同意した要支援者について，要支援者本人や

その家族，並びに区役所や関係機関等と連携し，災害時の具体的な避難支援の方法や内
容等を定める「個別計画」の策定を進める。

（削除）



頁 章節 現行 修正案 修正理由

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や妊産婦，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。

３　要支援者以外の要配慮者対策の研究
　要支援者以外の乳幼児や妊産婦，外国人などの要配慮者についても，必要に応じて適宜，市
や関係機関，地域，福祉関係団体等が連携し，具体的な支援対策の研究を行う。

42 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
3　対策本部
(2)設置基準

②台風接近時
（略）

イ 台風勢力・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
ア 市域内に震度４以上の地震が発生したとき。（第１配備）
イ 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）
ウ 市域内に震度５弱以上の地震が発生したとき。（第３配備）

第1　福岡市災害対策本部等
3　対策本部
(2)設置基準

②台風接近時
（略）

イ 台風勢力・コース等，気象台が発表する気象情報（台風情報，福岡県気象情報）
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
ア 市域内に震度４の地震発生時（第１配備）
イ 市域内に震度５弱の地震発生時（第２配備）

ウ 市域内に震度５強の地震発生時（第３配備）
エ 福岡県日本海沿岸に大津波警報，津波警報発生時（第３配備）
オ 市域内に震度６弱以上の地震発生時（第４配備）

震災対策編との整合

（追加）

(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，種類等によっては，部分的

廃止もある。）
(4)本部設置及び廃止の周知

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，関係地方行政機
関，指定公共機関，報道機関等へ通知する。

(3)配備の強化・縮小
　　災害の規模や被害の状況等に応じて，配備態勢を強化または縮小する。
(4)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，種類等によっては，部分的
廃止もある。）

(5)本部設置及び廃止の周知
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

行政機関，指定公共機関，報道機関等へ通知する。

44 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
1　災害対策本部の配備態勢

　　震災対策編に同じ

第2　職員の動員・配備
1　災害対策本部の配備態勢

　　震災対策編に同じ

震災対策編との整合
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46
47

第3章　災害応急対策計画
第1節　応急活動体制

第１節　応急活動体制
第3　応援要請（各局，県，自衛隊）
（略）
（３）派遣要請依頼手続
① 要請系統
自衛隊派遣要請図

第１節　応急活動体制
第3　応援要請（各局，県，自衛隊）
（略）
（３）派遣要請依頼手続
① 要請系統
自衛隊派遣要請図

誤記修正

49 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
2　広域応援体制
(1)応援要請先及び主たる応援活動内容
（略）

② 消防に関する応援体制
ア 消防組織法第３９条に基づくもの
イ 消防組織法第４４条に基づくもの

③ 各業務関係協定（本市が当事者になっているもの）
（追加）

④ 福岡県の応援協定（福岡県が当事者になっているもの）
ア 「九州・山口９県災害時応援協定」
(エ)　緊急輸送路及び輸送手段の確保

（略）

第3　広域応援体制
2　広域応援体制
(1)応援要請先及び主たる応援活動内容
（略）

② 消防に関する応援体制
ア 「福岡都市圏市町消防相互応援協定書」福岡都市圏消防本部（資料編439頁）
イ 「福岡県消防相互応援協定書」福岡県内消防本部（資料編443頁）

③ 各業務関係協定（本市が当事者になっているもの）
ウ 「福岡都市圏水道災害時相互応援に関する協定書」（資料編 246 頁）

④福岡県の応援協定（福岡県が当事者になっているもの）
ア 「九州・山口９県災害時応援協定」
（エ）緊急輸送路及び海上輸送手段の確保

（略）

誤記修正

福岡県地域防災計画との
整合

51 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
1　情報提供を必要とする災害

(1)災害救助法の適用基準に該当するもの
(2)災害による被害は当初は軽微であっても,その被害が拡大するおそれがあり災害救助法

の適用基準に該当する見込みのある程度のもの
(3)災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等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。

第4　災害救助法の適用
1　情報提供を必要とする災害

(1)災害救助法の適用基準に該当するもの
(2)災害による被害は当初は軽微であっても,その被害が拡大するおそれがあり災害救助法

の適用基準に該当する見込みのある程度のもの
(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

震災対策編との整合
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55 第3章　災害応急対策計画
第2節　情報の収集・伝達

第2節　情報の収集・伝達
6　福岡県が発表する警報・情報等
(1)水防警報
県知事が水防警報を行う河川

第2節　情報の収集・伝達
6　福岡県が発表する警報・情報等
(1)水防警報
県知事が水防警報を行う河川

福岡県による河川の基準
水位の設定（数値）の見
直し

56 第3章　災害応急対策計画
第2節　情報の収集・伝達

8　福岡県と気象庁が共同して行う土砂災害警戒情報
(1)目的
土砂災害警戒情報は，大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに，市町村長が防

災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるように支援すること，ま
た，住民が自主避難の判断等に役立てることを目的とする。
（記載なし）

(2)土砂災害警戒情報の特徴及び利用にあたっての留意点
土砂災害に対する避難勧告・避難指示の発令に当たっては，土砂災害警戒情報を参考にす

る。

8　福岡県と気象庁が共同して行う土砂災害警戒情報
(1)目的
土砂災害警戒情報は，大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに，市町村長が防災

活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるように支援すること，また，
住民が自主避難の判断等に役立てることを目的とする。
※土砂災害警戒情報とは，大雨警報（土砂災害）発表中に，大雨による土砂災害発生の危険

度が高まった時，市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよ
う市町村ごとに県と気象台が共同して発表する。土砂災害警戒情報に加え，大雨特別警報（土
砂災害）が発表されているときは，避難勧告等の対象地区の範囲が十分であるかどうか等，既
に実施済みの措置の内容を再度確認し，その結果，必要に応じて避難勧告の対象地域の拡大等
の更なる措置を実施するものとする。

(2)土砂災害警戒情報の特徴及び利用にあたっての留意点
土砂災害に対する避難勧告・避難指示の発令に当たっては，土砂災害警戒情報を判断材料に

する。

記載の詳細化

59 第3章　災害応急対策計画
第3節　災害時の広報

第3節　災害時の広報
　市民等に対し，災害の状況，応急対策実施の状況，生活情報等を周知し，混乱を防止し，
市民生活の安定を図る。
　広報に当たっては，速やかな伝達，混乱の回避，市民ニーズ，要援護者に留意して行うと
ともに，様々なメディアの活用を図る。
　また，市外への援助等の呼びかけ等のために情報を発信する。

第3節　災害時の広報
　市民等に対し，災害の状況，応急対策実施の状況，生活情報等を周知し，混乱を防止し，市
民生活の安定を図る。
　広報に当たっては，速やかな伝達，混乱の回避，市民ニーズ，要配慮者に留意して行うとと
もに，様々なメディアの活用を図る。
　また，市外への援助等の呼びかけ等のために情報を発信する。

災害対策法の改正による
文言の修正

59 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（市民局，市長室，保健福祉局，総務企画局，区役所）
　広報に当たっては，報道機関の協力のほか，広報車，広報紙，ホームページ等により行
う。

第２　広報の方法（市民局，市長室，保健福祉局，総務企画局，区役所）
　広報に当たっては，報道機関の協力のほか，広報車，広報紙，ホームページ，防災メール，
インターネットＦＡＸ，ＳＮＳ等により行う。

震災対策編との整合

河
川

名

観測所名
第 一 段 階
待　  機

第 二 段 階
準　　 備

第 三 段 階
出 　　勤

第 四 段 階
解 　　除

水防警報
発 令 者

雨 水 橋

（粕屋町)

はん濫注意水位
(2.41m)に達すると思わ

れるとき

はん濫注意水位
(2.41m)を突破すると思

われるとき

はん濫注意水位
(2.41m)に達し，なお上

昇見込のあるとき

はん濫注意水位

(2.41m)以下に下って再
び増水のおそれがないと
思われるとき

金川橋
（篠栗町）

はん濫注意水位
(2.81m)に達すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(2.81m)を突破すると思
われるとき

はん濫注意水位
(2.81m)に達し，なお上
昇見込のあるとき

はん濫注意水位
(2.81m)以下に下って再
び増水のおそれがないと
思われるとき

宇
美
川

片峰新橋
(志免町)

はん濫注意水位
(2.8m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(2.8m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(2.8m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位

(2.8m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

福岡水防地方
本部長

樋

井
川

田 島 橋
(城南区)

はん濫注意水位
(2.5m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(2.5m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(2.5m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位
(2.5m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

福岡水防地方
本部長

室
見
川

橋 本 橋
(西　区)

はん濫注意水位
(3.5m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(3.5m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(3.5m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位

(3.5m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

福岡水防地方
本部長

御
笠

川

隅 田 橋
(博多区)

はん濫注意水位
(1.0m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(1.0m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(1.0m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位
(1.0m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

那珂水防地方
本部長

那
珂
川

下 曰 佐
(南　区)

はん濫注意水位
(4.29m)に達すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
 (4.29m)を突破すると思
われるとき

はん濫注意水位
(4.29m)に達し，なお上
昇見込のあるとき

はん濫注意水位
(4.29m)以下に下って再

び増水のおそれがないと
思われるとき

那珂水防地方

本部長

瑞
梅
寺
川

池　 田
(糸島市)

はん濫注意水位

(1.75m)に達すると思わ
れるとき

はん濫注意水位

(1.75m)を突破すると思
われるとき

はん濫注意水位

(1.75m)に達し，なお上
昇見込のあるとき

はん濫注意水位
(1.75m)以下に下って再
び増水のおそれがないと
思われるとき

那珂水防地方
本部長

多
々
良
川

福岡水防地方
本部長
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60 第3章　災害応急対策計画
第3節　災害時の広報

３　広報の手段
(4)その他の広報の手段
（略）
（追加）

３　広報の手段
(4)その他の広報の手段
（略）

⑩ Yahoo!防災速報アプリ
防災メールの情報のうち，福岡市で必要と判断した緊急情報をアプリによって

発信する。

実態に応じた修正

60 第3章　災害応急対策計画
第3節　災害時の広報

４　要援護者への配慮
　災害時に音声又は文字による情報伝達や情報の理解が困難な人々に対する情報の伝達方法
の確立を図っていく。

(1)広報の方法及び内容上の配慮
広報に当たっては，手話，点字，要約筆記，外国語等による広報の実施に配慮すると

　ともに，その内容についても，要援護者が必要とする情報を広報する。
（略）

(3)ボランティア等の協力
要援護者への広報の実施に当たっては，各種ボランティア，関係機関・団体，近隣住民

　等の協力を得るものとする。

４　要配慮者への配慮
　災害時に音声又は文字による情報伝達や情報の理解が困難な人々に対する情報の伝達方法の
確立を図っていく。

(1)広報の方法及び内容上の配慮
広報に当たっては，手話，点字，要約筆記，外国語等による広報の実施に配慮すると

　ともに，その内容についても，要配慮者が必要とする情報を広報する。
（略）
(3)ボランティア等の協力

要配慮者への広報の実施に当たっては，各種ボランティア，関係機関・団体，近隣住民
等の協力を得るものとする。

災害対策法の改正による
文言の修正

65 第3章　災害応急対策計画
第5節　保健医療及び助産
計画

第5節　保健医療及び助産計画
9　救急業務
(1)救急体制及び連絡系統

第5節　保健医療及び助産計画
9　救急業務
(1)救急体制及び連絡系統

文言修正

66 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

第6節　避難対策
1　避難の勧告・指示権者
（表中）
対象となる災害の内容（要件・時期）
洪水又は高潮による災害
・洪水又は高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるとき

第6節　避難対策
1　避難の勧告・指示権者
（表中）
対象となる災害の内容（要件・時期）
洪水・雨水出水又は高潮による災害
・洪水・雨水出水又は高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるとき

水防法の改正に伴う文言
修正

医療機関

消防本部保健福祉局 博多消防署

中央消防署

南消防署

城南消防署

早良消防署

西消防署

区保健福祉

センター

日 赤

東消防署

福
岡
市
民
病
院

こ

ど
も

病
院

警察本部 医療機関

消防本部保健福祉局 博多消防署

中央消防署

南消防署

城南消防署

早良消防署

西消防署

区保健福祉

センター

日 赤

東消防署

福

岡

市

民

病

院

福

岡
市

立
こ

ど
も

病
院

警察本部



頁 章節 現行 修正案 修正理由

67 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

2　避難勧告等の発令の判断基準 2　避難勧告等の発令の判断基準 避難勧告等の発令の判断
基準に関する修正

68 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

2　避難勧告等の発令の判断基準 2　避難勧告等の発令の判断基準 避難準備情報等の名称変
更による

（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。

区分 水　　害 土砂災害

避
難
勧
告

１　通常の行動を行うことができる者が避難行動
を開始しなければならない段階で，人的被害の発
生する可能性が明らかに高まった場合
２　水位情報周知河川の水位が避難判断水位に到
達し(洪水予報河川で「はん濫警戒情報」が発
表），さらに水位の上昇が予想される場合。
３　河川監視，地域，消防署・団等からの浸水情
報を確認した場合。

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

（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。

区分 水　　害 土砂災害

避
難
勧
告

１　河川の水位観測所の水位が氾濫危険水位に到
達し，かつ今後の気象情報等から，さらに水位の
上昇が予想される場合。
２　河川監視，地域，消防署・団等からの浸水情
報等を確認した場合。

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た場合。
２　大雨警報(土砂災害)が発表され，かつ，福岡
県砂防課が提供する「福岡県土砂災害危険度情
報」において，「１時間後」か「２時間後」の予
測で土砂災害の危険性が「レベル３（警戒Ⅱ）」
となった場合。
３　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。
４　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

（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。

区分 水　　害 土砂災害

避
難
指
示

１　河川に設置した各水位観測箇所の水位がはん
濫危険水位に達した場合に堤防の隣接地等，地域
の特性等から，人的被害の発生する可能性が非常
に高いと判断された場合。
２　流域の排水ポンプ場が停止した場合や堤防本
体の亀裂，大規模漏水等を確認した場合。
３　人的被害の発生した状況など。

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



頁 章節 現行 修正案 修正理由

69 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

2　避難勧告等の発令の判断基準
(2)避難勧告等の発令の参考とする情報

2　避難勧告等の発令の判断基準
(2)避難勧告等の発令の参考とする情報

福岡県による水防基準水
位の見直しにより設定水
位が変わったため。

69 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

2　避難勧告等の発令の判断基準
(2)避難勧告等の発令の参考とする情報

※2　水位情報周知河川とは，洪水予報河川以外の河川で，県が，洪水により国民経済上
重大又は相当な損害を生じるおそれがあるものとして指定した河川である。

2　避難勧告等の発令の判断基準
(2)避難勧告等の発令の参考とする情報

※2　水位周知河川とは，洪水予報河川以外の河川で，県が，洪水により国民経済上重大
又は相当な損害を生じるおそれがあるものとして指定した河川である。流域面積が
小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川が対象となる。

誤記修正

71 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

5　避難所・避難場所
(2)避難所・避難場所

⑤その他の避難所
「福祉避難所」・・・通常の避難所での生活が困難な災害時の要援護者の避難所

5　避難所・避難場所
(2)避難所・避難場所

⑤その他の避難所
「福祉避難所」・・・通常の避難所での生活が困難な災害時の要配慮者の避難所

災害対策基本法改正によ
る文言の修正

水系名 河川名 水位観測所
水防団待機水

位
はん濫注意水

位
避難判断水位

はん濫危険水
位

多々良橋 2.89ｍ 3.56ｍ 4.07ｍ 4.57ｍ

雨水橋 2.02ｍ 2.41ｍ 2.68ｍ 3.18ｍ

原田橋 2.78ｍ 3.41ｍ

津屋本町橋 1.31ｍ 2.00ｍ 2.34ｍ 2.69ｍ

綿打川※２ 綿打橋

田富橋

二又瀬橋 1.60ｍ 2.50ｍ

片峰新橋 2.00ｍ 2.80ｍ 3.20ｍ 4.20ｍ

山王橋 2.60ｍ 3.50ｍ 4.10ｍ 4.70ｍ

隅田橋 0.30ｍ 1.00ｍ 1.60ｍ 2.00ｍ

筒井橋 2.70ｍ 3.50ｍ 4.10ｍ 4.65ｍ

那珂大橋

東光橋

諸岡川 那珂下原橋 3.30ｍ 3.90ｍ

博多橋 1.98ｍ 2.19ｍ 2.26ｍ 2.40ｍ

稲荷橋 2.25ｍ 2.82ｍ 3.01ｍ 3.26ｍ

草香江新橋 1.43ｍ 2.39ｍ 2.86ｍ 3.18ｍ

田島橋 1.50ｍ 2.50ｍ 3.01ｍ 3.38ｍ

樋井川橋 2.22ｍ 2.95ｍ 3.36ｍ 3.61ｍ

室見川※２ 橋本橋 3.00ｍ 3.50ｍ 3.70ｍ 3.90ｍ

金屑川 大原橋 1.62ｍ 2.22ｍ
瑞梅寺川 瑞梅寺川※２ 太郎丸橋 2.80ｍ 3.87ｍ

那珂川 那珂川※２

樋井川 樋井川※２

室見川

御笠川
カメラのみ設置

カメラのみ設置

御笠川
※１ ※２

多々良川

多々良川※２

須恵川

カメラのみ設置

宇美川※２

カメラのみ設置

① 洪水予報河川（※１）・水位情報周知河川（※２）の水位基準

水
系
名

河川名 水位観測所 水防団待機水位 氾濫注意水位 避難判断水位 氾濫危険水位

多々良橋 2.89ｍ 3.56ｍ 3.76ｍ 4.23ｍ

雨水橋 2.02ｍ 2.41ｍ 2.84ｍ 3.46ｍ

原田橋 2.78ｍ 3.41ｍ

津屋本町橋 1.31ｍ 2.00ｍ 2.34ｍ 2.69ｍ

綿打川※２ 綿打橋

田富橋

二又瀬橋 0.88ｍ 1.20ｍ 1.63ｍ 2.07ｍ

片峰新橋 2.00ｍ 2.80ｍ 3.10ｍ 3.50ｍ

御笠川 山王橋 2.60ｍ 3.50ｍ 4.10ｍ 4.70ｍ

※１ ※２ 隅田橋 0.30ｍ 1.00ｍ 1.25ｍ 1.75ｍ

筒井橋 2.70ｍ 3.50ｍ 4.32ｍ 4.69ｍ

那珂大橋

東光橋

諸岡川 那珂下原橋 3.30ｍ 3.90ｍ

博多橋 1.98ｍ 2.19ｍ 2.26ｍ 2.40ｍ

稲荷橋 1.53ｍ 1.90ｍ 2.72ｍ 2.93ｍ

草香江新橋 2.22ｍ 2.86ｍ 2.96ｍ 3.18ｍ

田島橋 1.59ｍ 2.34ｍ 2.47ｍ 2.72ｍ

樋井川橋 2.68ｍ 3.18ｍ 3.26ｍ 3.43ｍ

室見川※２ 橋本橋 3.00ｍ 3.50ｍ 3.70ｍ 3.90ｍ

金屑川 大原橋 1.62ｍ 2.22ｍ

瑞

梅

寺

川
瑞梅寺川※２ 太郎丸橋 （削除） 2.15ｍ 2.35ｍ

① 洪水予報河川（※１）・水位周知河川（※２）の水位基準

多
々
良
川

多々良川※２

須恵川

カメラのみ設置

宇美川※２

カメラのみ設置

御
笠
川

カメラのみ設置

カメラのみ設置

那珂川※２

樋
井
川

樋井川※２

室
見

川

那
珂

川



頁 章節 現行 修正案 修正理由

72 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

(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。
② 開設する避難所
（略）

ウ 指定避難所だけでは収容できない場合又は，災害の状況や施設の被害状況，周囲
の状況等から，市の指定避難所が使用できない場合は，次の施設・場所をその管理
者の了解を得て，臨時避難所として使用する。なお，イの取扱いは,別途定める運
用基準によることとする。
(ア)　公共施設で，避難者の収容が可能な施設等の借上
(イ)　地域の集会所で避難者の収容が可能な施設
(ウ)　テント等の仮設施設の設置が可能な公園等で，安全が確保されている場所

(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，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等との連絡網を整備す
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。

①開設する避難所（一時避難所：資料編209頁，収容避難所：215頁）
（略）

ウ 指定避難所だけでは収容できない場合又は，災害の状況や施設の被害状況，周囲の
状況等から，市の指定避難所が使用できない場合は，次の施設・場所をその管理者の
了解を得て，臨時避難所として使用する。
(ア)　公共施設で，避難者の収容が可能な施設
(イ)　地域が管理する集会所等で，避難者の収容が可能な施設
(ウ)　その他の施設で，避難者の収容が可能な施設

震災対策編との整合

① 開設の手順
ア 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。
イ ア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。

②開設の手順
ア 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
策本部が解錠ができる者へ連絡を取りその協力を得て，開設する。

イ ア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，区災害対策
本部が，地域住民等と連携して避難所を開設する。



頁 章節 現行 修正案 修正理由

(5)避難所の設備
災害対策本部は，大規模な災害時など，避難が長期化することが予想される場合には，避

難者の食料，日用品，水等のほか，下記の設備・備品等のうち必要なものを調達して各避難
所に備える。その際，ニーズの違い等，男女の双方の視点や障がい者の視点に十分配慮する
ものとする。
① 畳，マット，カーペット等
② 間仕切り
③ 仮設トイレ
④ テレビ・ラジオ
⑤ 簡易台所，調理用具
⑥ エンジン発電機，カセットコンロ，燃料
⑦ その他必要な設備，備品（冷暖房機器，洗濯機，シャワー・仮設風呂等）

(5)避難所の設備
大規模な災害時など，避難が長期化することが予想される場合には，避難者の食料などのほ

か，下記の設備・備品等のうち必要なものを各避難所に配備する。

ア 畳，マット，ダンボールベッド等
イ 間仕切り，簡易更衣室
ウ 仮設トイレ，ポータブルトイレ
エ テレビ・ラジオ
オ 簡易台所，調理用具
カ 発電機，投光器，ランタン，カセットコンロ，燃料
キ その他必要な設備，備品（冷暖房機器，洗濯機，シャワー・仮設風呂等）

震災対策編との整合(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。

（略）
③自主防災組織，ボランティア等の地域住民による自主運営組織

区災害対策本部は，避難所の運営に関し，役割分担を明確化し，被災者に過度の
負担がかからないよう配慮しつつ，被災者が相互に助け合う地域住民による自主運
営組織に早期に移行できるよう，自主防災組織，町内会長，ボランティア等へ働き
かけ，その立上げを支援するものとする。
また，女性の視点や声を反映させるため，男性と女性両方の代表者を配置するな

    ど運営体制への女性の参画を図る。
ア 組織の例

（ア）　運営会議（各班の代表者）
（イ）　各班（地域割り，部屋割り）
（ウ）　役割担当班

・食料配分等担当
・清掃等担当
・警備等担当
・その他

イ 自主運営組織の役割
（ア）　避難施設内の秩序の維持
（イ）　食料，物資の配分，炊き出し等
（ウ）　避難所内の衛生の保持
（エ）　避難者のニーズの把握
（オ）　物資の運搬，炊き出し等避難生活の維持のための援助
（カ）　高齢者，障がい者の介護，児童等のケア等

(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

相互協力により行う。その際，男女のニーズの違い等，男女双方の視点や高齢者，障がい者の
視点にも十分配慮するものとする。
　また，ICTを活用して避難所運営の効率化を図る。
（略）

③地域による自主運営組織
区災害対策本部は，避難所の運営に関し，役割分担を明確化し，被災者に過度の負担

　がかからないよう配慮しつつ，地域による自主運営組織に早期に移行できるよう，自治
　協議会など地域に働きかけるとともに，「避難所サポートチーム・福岡」等のボランテ
　ィアと協力し，その立上げを支援するものとする。
　　また，女性の視点や声を反映させるため，運営体制への女性の参画を図る。

（１）自主運営組織の例と役割
ア 総務班
避難所運営の統括，区災害対策本部との連絡調整，施設の利用管理，警備，
避難所施設の秩序の維持

イ 情報班
情報収集と情報提供，避難者の把握，避難者のニーズの把握

ウ 生活衛生班
感染症予防，生活衛生環境の管理，清掃

エ 救護班
要配慮者への対応，被災者の健康状態管理，高齢者，障がい者の介護，児童等の
ケア

オ 物資班
食料などの物資の調達，管理，配給，炊き出し



頁 章節 現行 修正案 修正理由

73 第3章　災害応急対策計画
第6節　避難対策

④要援護者への配慮
ア 要援護者の把握

避難者名簿の作成時において，高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦，
　　病弱者等の有無及びその心身の状況を把握する。

また，要援護者が必要とする用具・用品等の把握をし，調達の依頼を行う。
イ 状況の留意

避難所内での要援護者については，区災害対策本部，施設管理者が留意する
　　ほか，近隣の避難者等の協力を得て，その状況に留意し，必要な介護・援助を
　　する。
ウ 必要な措置

避難所内での生活が困難と認められる場合は，ホームヘルパー，保健師等の
　　派遣を行うほか，状況により病院・産院への迅速な輸送や社会福祉施設への入
　　所又は「福祉避難所」への移転を行う。

③要配慮者への配慮
ア 要配慮者の把握

避難者名簿の作成時において，高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦，
　　病弱者等の配慮を要する避難者及びその心身の状況を把握する。

また，要配慮者が必要とする用具・用品等を把握をし，調達する。
イ 必要な措置

避難所内での要配慮者については，その健康状態などに留意し，必要に応じて
　　個別に配慮した環境を整え，必要な介護・援助を行う。その際，公民館や学校の
　　教室等について，要配慮者をできるだけ優先して収容する施設として利用する。

また，避難所での生活が困難であると認められる場合は，状況により病院・産院
　　への迅速な搬送や福祉避難所などへの移送を行う。

震災対策編との整合

87 第3章　災害応急対策計画
（第9節　生活救援対策）

（第9節　生活救援対策）
第4　愛玩動物対策（保健福祉局）
　1　実施体制
　2　愛玩動物の保護
　3　被災者と愛玩動物の同行避難

第6節　避難対策
８　愛玩動物対策（保健福祉局）
(1) 実施体制
(2) 愛玩動物の保護
(3) 被災者と愛玩動物の同行避難

項目整理のため第９節よ
り移動

(6)避難所の運営
（略）
② 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。
ア 避難所内での避難者居住区画を画する。その際，プライバシーを確保できる仕切り
の工夫を行う。

イ 巡回警備の実施などによる安全性の確保
ウ 生活サイクルの確立
エ 男女別の更衣室や仮設トイレ，物干し場の確保
オ 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
カ その他避難者間の協力体制の確保等

③ 避難生活の維持
ア 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）
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。
イ 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
ウ 避難所内の清掃，衛生管理
エ 性犯罪やＤＶ等を防ぐための措置
オ 各種相談窓口，意見箱の設置

(6)避難所の運営
（略）

② 避難所運営上の留意点
自主運営組織は，避難所を運営する際に次の事項に留意する。
ア プライバシーの確保や女性の視点を取り入れた避難所運営，男女別の更衣室
や仮設トイレ，物干し場の確保乳，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

イ 避難所の清掃，衛生管理の徹底
ウ 犯罪発生の防止，巡回警備の実施などによる安全性の確保，性犯罪
やＤＶ等を防ぐための措置

エ 避難所生活のル－ルづくり，生活サイクルの確立
オ 高齢者や障がい者などの要配慮者やアレルギーのある方等への配慮
カ 避難者の必要性に即した情報提供
キ 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
ク 各種相談窓口，意見箱の設置
ケ 「避難所サポートチーム・福岡」等，ボランティアとの連携
コ その他避難者間の協力体制の確保等

（削除）
「第９節　生活救援対策」に食糧の供給について記載あり

「第７節　物資の供給・輸送対策」に移設

震災対策編との整合



頁 章節 現行 修正案 修正理由

83 第3章　災害応急対策計画
第9節　生活救援対策

第9節　生活救援対策
　避難者などの被災者に対し，食料等の必要物資の供給を行うとともに，住宅の確保その他
の支援措置，被害に関する調査・証明を行う。
第1　食料の供給（こども未来局，農林水産局，区役所，九州農政局福岡地域センター）

第7節　物資の供給・輸送対策
　避難者などの被災者に対し，食料等の必要物資の供給を行うとともに，物資の緊急輸送を行
う。

第1　食料の供給（こども未来局，農林水産局，区役所，九州農政局福岡県拠点）

震災対策編との整合

組織名称変更

84 第3章　災害応急対策計画
第9節　生活救援対策

第2　飲料水，生活用水等の応急給水
２　応急給水活動
(5)応急給水の水源となる給水施設

①被災当初の段階
ア 既設浄・配水池の注水口又は場内消化栓
イ 管路被害を受けていない営業所の注水口
ウ 被害を受けていない消火栓
エ 近隣市町村及び福岡地区水道企業団の浄・配水場
オ 飲料用井戸

第2　飲料水，生活用水等の応急給水
２　応急給水活動
(5)応急給水の水源となる給水施設
①被災当初の段階

ア 既設浄・配水場等の注水口又は場内消化栓（給水基地）
イ 被害を受けていない消火栓
ウ 近隣市町村及び福岡地区水道企業団の浄・配水場
エ 飲料用井戸

導入時期未定のため

(6)応急給水の方法
（略）
⑤ その他

必要に応じ，プール・河川水をろ水器でろ過した水，消毒剤(次亜塩素酸
ナトリウム等)を投入した水や移動式海水淡水化装置による給水等を行う。

(6)応急給水の方法
（略）

⑤ その他
必要に応じ，プール・河川水をろ水器でろ過した水，消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム

　　等)を投入した水による給水等を行う。

85 第3章　災害応急対策計画
第9節　生活救援対策

３　応援要請・受入れ
(1)応援要請
② 要請

エ その他
（略）
（追加）

(3)参集場所
② 第２次参集場所

福岡市西区羽根戸486番地
　　（略）

３　応援要請・受入れ
(1)応援要請

② 要請
エ その他
（略）
（ウ）㈱ヴェオリア・ジェネッツ，第一環境㈱

（3）参集場所
② 第２次参集場所

福岡市西区大字羽根戸486番地
（略）

応援要請先の追加



頁 章節 現行 修正案 修正理由

74 第3章　災害応急対策計画
（第6節　避難対策）

（第６節　避難対策　５　避難所・避難場所）

（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。
（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。

第３　生活必需品の供給
２　生活必需品の配給

(3)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。

(4)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。

第6節から移設

74 第3章　災害応急対策計画 （新設） 第４　救援物資の受入れ・供給
　物流業者や自衛隊と連携し，救援物資の受入れ，仕分け，在庫管理，避難所への配送を行
う。
　また，ＩＣＴを活用して物資集配送の効率化を図る。

１　避難場所等被災者への物資の配送
(1)物資の受入れ

国や自治体等からの救援物資については，一次集積拠点において受入れる。自然体
    の被災状況をみて，二次集積拠点の活用も検討する。

（2）物資の輸送等
物資の荷卸し，仕分け，在庫管理，輸送等にかかる業務は，物流業者や自衛隊と連

    携し行う。

２　物資の集積拠点
(1)一次集積拠点

国や自治体等からの救援物資を受入れ，荷卸し，仕分け，保管し，二次集積拠点又
    は避難所へ配送するための施設。

・埋蔵文化財センター月隈収蔵庫
(2)二次集積拠点

一次集積拠点から配送されてくる物資を受入れ，荷卸し，仕分け，保管し，避難所
    へ物資を配送するための中継施設。

・中央卸売市場（青果市場），民間の物流倉庫等
(3)その他の救助用資機材，医薬品等

救助活動，応急復旧活動等に必要な資機材，医薬品等については，指示するところ
    により各消防署，保健福祉センタ－，その他の活動の拠点に集積する。

震災対策編との整合



頁 章節 現行 修正案 修正理由

74 第3章　災害応急対策計画
（第6節　避難対策）

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）については，避難所入所者に準じた援護措置を
とる。

(1)在宅避難者の把握については，避難所での避難者の把握に準じて，原則として 寄りの
避難所で状況を把握する。

　（追加）

(2)食料等の配給
① 在宅避難者への食料等の配給は，各避難所又は状況により地区の要所で行う。
② 配給の実施期間は，配給の種類に応じて，近隣商店等の再開，水道の供給開始
までの期間とする。

（追加）

第５　指定避難所以外の避難者対策
　在宅避難者や指定避難所以外で避難生活を送る者（以下「在宅避難者等」という）について
は，避難所入所者に準じた援護措置をとる。

(1)在宅避難者等の把握
在宅避難者等の状況については，ＩＣＴの活用や及び 寄りの避難所への名簿登録

　　を促すことにより把握する。
(2)情報の提供

テレビ，ラジオ，ＩＣＴ（ＳＮＳ，メール，ホームページ等）により，避難所支援
　　に関する必要な情報の提供を行う。
(3)食料等の提供
① 在宅避難者等への食料等の提供は，各避難所又は状況により地区の要所で行う。
② 提供の期間は，近隣商店や水道等の被災により，食料等の入手が困難な期間と
する。

③ 指定避難所における食料等の提供については，当該指定避難所及び在宅避難者等
も含めた地域全体のために行われていることについて，周知徹底を図る。

震災対策編との整合

75 第3章　災害応急対策計画
第7節　警備・交通対策

第7節　警備・交通対策（警察，海上保安部）
1　警察の任務の内容
（5）行方不明者の調査
（略）
（13）関係機関の応急対策等に対する協力

第8節　警備・交通対策（警察，海上保安部）
1　警察の任務の内容
（5）行方不明者の捜索
（略）
（13）関係機関の災害応急対策等に対する協力

文言修正

77 第3章　災害応急対策計画
第8節　輸送計画

第8節　輸送計画
第1　輸送計画
4 輸送力
（省略）
(3)鉄道車両

①西日本鉄道株式会社（福岡市内）
大牟田線  電車 313 両
貝 塚 線　 〃　 16 両

②九州旅客鉄道株式会社（福岡市内）
電  車 　660両

第9節　輸送計画
第1　輸送計画
4　輸送力
(省略)
(4) 鉄道車両

① 西日本鉄道株式会社（福岡市内）
大牟田線　電車　316両
貝塚線　　〃　　 16両

② 九州旅客鉄道株式会社（福岡市内）
電　車　664両

実態に応じた修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

78 第3章　災害応急対策計画
第7節　警備・交通対策

第２　緊急輸送対策
１　交通規制

第２　緊急輸送対策
１　交通規制

「救急通行車両」等の不
明語の修正

２　一般交通の確保
(1) 道路、橋梁等

① 警察官、道路下水道部等において随時巡視し、危険箇所、災害箇所の早期発見
につとめる。

② 危険箇所、災害箇所を発見した場合、被害状況を調査させるとともに直ちに
所轄警察署又は道路下水道部等において必要な交通規制を行い、これにかわる
迂回路等を指定して交通を確保する。

③ （省略）
④ 電力、ガス、通信、水道その他道路占用工作物の被害による道路の被害が発見
された場合は、直ちに関係機関に通報するとともに、所轄警察署において必要な
交通規制を行う。通報を受けた関係機関は、それぞれ機関の定める業務計画によ
り応急措置を行い速やかに交通を確保する。

⑤ （省略）

２　一般交通の確保
(1) 道路、橋梁等

① 道路下水道部、警察等において随時巡視し、危険箇所、災害箇所の早期発見に
努める。

② 危険箇所、災害箇所を発見した場合、被害状況を調査させるとともに直ちに道
路下水道部又は警察等において必要な交通規制を行い、これにかわる迂回路等を
指定して交通を確保する。

③ （省略）
④ 電力、ガス、通信、水道その他道路占用工作物の被害による道路の被害が発見

された場合は、直ちに関係機関に通報するとともに、道路下水道部又は警察にお
いて必要な交通規制を行う。通報を受けた関係機関は、それぞれ機関の定める業
務計画により応急措置を行い速やかに交通を確保する。

⑤ （省略）

主体者の修正

交通規制は所轄警察署以
外にも対応することから
「警察」に修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

80 第3章　災害応急対策計画
第8節　輸送計画

３　交通機関による交通の確保
（2）九州旅客鉄道株式会社
③九州旅客鉄道株式会社の災害応急体制

オ その他九州旅客鉄道株式会社に所属する建築物，車両及び構内における火災，
風水害，その他の災害の防災及び災害発生の場合の応急措置については，「運転
事故並びに災害応急処理標準」，「大災害応急処理標準」，「防災規定」等によ
り行う。

（4）西日本鉄道株式会社
④ 西日本鉄道株式会社の災害応急体制

ア 災害が発生し，重大な影響を及ぼす場合は本社内に西日本鉄道株式会社災害対策
本部を設置する。

イ 電車部門
（略）

ウ バス部門
災害が発生し又は発生するおそれがある場合には調査連絡体制を確立し，各路線

    別に路線の状況及びバス到着時刻等の確認を行い，連絡責任者，連絡所在地を決定
    し，総合的な応急対策を行う。
 　　（運行管理規定に定める「異常気象時の処置要領」により行う。）

３　交通機関による交通の確保
（2）九州旅客鉄道株式会社

③九州旅客鉄道株式会社の災害応急体制
オ その他九州旅客鉄道株式会社に所属する建築物，車両及び構内における火災，
風水害，その他の災害の防災及び災害発生の場合の応急措置については，「防
災規程」，「防災業務実施計画」，「運転事故並びに災害応急処理標準」等に
より行う。

（4）西日本鉄道株式会社
④ 西日本鉄道株式会社の災害応急体制

ア 災害が発生し，重大な影響を及ぼす場合は本社内に西日本鉄道株式会社対策本部を
設置する。

イ 電車部門
（略）
ウ バス部門

災害が発生し又は発生するおそれがある場合には調査連絡体制を確立し，各路
線別に路線の状況及びバス到着時刻等の確認を行い，連絡責任者，連絡所在地を
決定し，総合的な応急対策を行う。

 　　（運行管理規定に定める「地震および異常気象時の処置要領」により行う。）

規程の上位概念順に並び
替え

82 第3章　災害応急対策計画
第8節　輸送計画

５　災害応急対策に従事する者及び物質の緊急輸送のための交通の確保
　　知事又は福岡県公安委員会は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第76条に
   基づく通行の禁止又は制限が行われた場合において、災害応急対策に必要な物資の
   緊急輸送その他災害応急対策を実施するための車両の使用者からの申出により緊急
   通行車両の確認を行い、証明書及び標章を交付する。
　　なお、一定の要件を備えた車両について「緊急通行車両事前届出済証」の交付を
   受けたものについては、速やかに証明書及び標章が交付される。

緊急交通路の通行を認め
ることが適切である規制
除外車両等の整理に伴う
修正

５　緊急通行車両等の確認
　　知事又は県公安委員会は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第76条に
　基づく通行の禁止又は制限が行われた場合において、災害応急対策に必要な物資
　の緊急輸送その他災害応急対策を実施するための車両の使用者からの申出により
　緊急通行車両等の確認を行い、証明書及び標章を交付する。
　　なお、県公安委員会は「緊急通行車両等事前届出済証」又は「規制除外車両事
　前届出済証」の交付を受けた者から緊急通行車両等であることの確認を求める旨
　の申出があった場合は、事前届出を行っていない者からの申出に優先して取り扱
　うものとする。
(1) 申請手続
① 交付場所
ア 県
（ア）総務部防災危機管理局防災企画課
（イ）農林事務所

イ 県公安委員会
（ア）　検問所（原則、事前届出済証の交付を受けた車両）

※ 検問所設置場所は、緊急交通路の指定に伴い福岡県警察
ホームページに掲載

（イ）　警察署
（ウ）　警察本部交通規制課
（エ）　高速道路交通警察隊（原則、事前届出済証の交付を受けた車両）
（オ）　交通機動隊（原則、事前届出済証の交付を受けた車両）

② 申請書類
ア 緊急通行車両等確認申請書…１通

又は
規制除外車両確認申請書…１通

※ 福岡県警察ホームページの交通部交通規制課「大規模災害等が発生した
場合の交通規制について」に記載例とともに掲載



頁 章節 現行 修正案 修正理由

88 第3章　災害応急対策計画
第9節　生活救援対策

（追加）
第5　義援金等の受付，配分計画（市民局，会計室，こども未来局，保健福祉局）

第10章　被災者の生活再建対策
第1　義援金等の受付，配分計画（市民局，会計室，こども未来局，保健福祉局）

節の追加

88
89

第3章　災害応急対策計画
第9節　生活救援対策

第6　住宅対策
災害による住宅の倒壊，破損のため住宅に居住できない者に対して，応急仮設住宅の設置，
住宅の応急修理等の対策を行い災害時の住宅の確保を図る。

１　実施体制

２　住宅の応急修理

３　応急仮設住宅の建設
(3)建設の実施
② 建設に当たっては，福岡県を通じて「社団法人プレハブ建築協会」等の協力を求める

ものとする。
４　一時的避難先としての市営住宅の提供
(2)認定方法
区に設置する区災害対策本部が認定し，り災証明書を発行する。

第2　住宅対策
住宅の倒壊，破損のため住宅に居住できない者に対して，応急仮設住宅の設置，住宅の応急修
理等の対策を行い災害時の住宅の確保を図る。

（削除）

１　住宅の応急修理
（略）
２　応急仮設住宅
(3)建設の実施

② 建設に当たっては，福岡県を通じて「一般社団法人プレハブ建築協会」等の協力を求め
るものとする。

３　一時的な居住先としての市営住宅の提供
(2)認定方法

区に設置する区災害対策本部が発行するり災証明書等で確認し，住宅管理課が入居の許可を
行う。

項目整理に伴う変更

90 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 第3　家屋等資産被害に関する調査及びり災証明の発行 項目整理に伴う変更

92 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
３　民生委員児童委員協議会
　要援護者の把握にあたっては，災害時要援護者台帳等に基づく安否の確認等について協力
を依頼する。

第11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
（削除）

災害対策基本法改正に伴
う制度の見直しによる修
正

イ 自動車検査証の写し…１通
ウ 災害発生時における指定行政機関等との契約書等の写し…１通

又は
車両を使用して行う業務内容を疎明する書類等…１通

(2) 災害発生時の事前届出車両の措置
事前届出車両について、第２章「災害予防計画」第２節「防災体制の整備」

　　第４「道路交通体制の整備」に定める緊急通行車両の確認申請を受けた県公安
　　委員会は、確認に係る審査を省略し、証明書及び標章を速やかに交付する。
(3) 標章等の掲示等

ア 標章
車両の全面の見やすい箇所に掲示する。

イ 証明書
車両に備え付ける。



頁 章節 現行 修正案 修正理由

95 第3章　災害応急対策計画
第11節　要援護者対策

第１１節　要援護者対策
第１　基本方針
　災害応急対策の実施に当たっては，地域住民やボランティア等の協力を得ながら，要援護
者に配慮して行う。
１　実施体制
　要援護者への配慮は，各応急対策の実施担当において行う。
　要援護者に対する配慮の統括は，災害対策本部統括部，保健福祉部において行う。

２　要援護者への配慮の基本
(1)応急対策活動全般における配慮

要援護者への配慮は，救助活動，医療活動，避難対策，広報活動，生活支援その他
あらゆる応急対策の遂行の中で，可能な限り行うものとする。

(2)地域住民等との協力
要援護者への配慮は，本市災害対策本部，各関係機関が実施するほか，自治協議会

など地域住民，ボランティアなどの協力を得て行う。

第12節　要配慮者対策
第１　基本方針
　災害応急対策の実施に当たっては，地域住民やボランティア等の協力を得ながら，要配慮者
に配慮して行う。
１　実施体制
　要配慮者（災害対策基本法に規定する高齢者，障がい者，乳幼児その他の特に配慮を要する
者をいう。以下，同じ。）への配慮は，各応急対策の実施担当において行う。
　要配慮者に対する配慮の統括は，災害対策本部統括部において行う。

２　要配慮者への配慮の基本
(1)応急対策活動全般における配慮

要配慮者への配慮は，救助活動，医療活動，避難対策，広報活動，生活支援その他
　　あらゆる応急対策の遂行の中で，可能な限り行うものとする。
(2)地域住民等との協力

要配慮者への配慮は，本市災害対策本部，各関係機関が実施するほか，自治協議会
　　など地域住民，ボランティアなどの協力を得て行う。

要配慮者への文言整理に
かかる変更

95 第3章 災害応急対策計画
第11節 要援護者対策

第2　在宅要援護者の安全確保，支援（保健福祉局，各局）
　要援護者に対応した防災行動マニュアルを作成するとともに，自主防災組織，民生委員・
児童委員，地域住民，ボランティア等の協力を得ながら，要援護者の安否確認や災害状況に
応じた支援を行う。

第２　在宅要配慮者の安全確保，支援（保健福祉局，各局）
　要配慮者に対応した災害時の行動マニュアルを作成するとともに，自主防災組織，民生委
員・児童委員，地域住民，ボランティア等の協力を得ながら，要配慮者の安否確認や災害状況
に応じた支援を行う。

災害対策基本法の改正に
よる文言の修正

１ 安否確認
　高齢者，障がい者等の要援護者世帯については，介護事業者や障がい福祉サービス事業者
等の協力を得，また要援護者台帳等を活用して，民生委員・児童委員，地域住民，校区社会
福祉協議会を実施主体としたふれあいネットワーク活動などのボランティアの協力を得なが
ら，その安否確認を行う。

（略）

３　状況把握等
　　災害発生後，居宅で生活している高齢者，障がい者等の世帯について，民生委員・
   児童委員，地域住民及びボランティア等の協力を得て，その世帯の状況，必要な用具
・用品等の把握に努めるとともに，必要に応じて，保健師等を派遣する。

４　居宅生活世帯への食料，飲料水及び生活必需品等の確保
　　高齢者，障がい者世帯等で自ら食料，飲料水の確保，運搬等が困難なものについて
　は，地域住民やボランティア等の協力等を得て，援護する。

１ 安否確認
　避難行動要支援者の安否確認は，名簿等を活用し，行政が，地域における避難支援等関係者
（校区・地区自治協議会，校区・地区社会福祉協議会及び民生委員・児童委員）の協力を得な
がら行う。
　名簿に掲載されていない者についても，要支援者の安否確認に準じた対応とする。
　なお，地域における避難支援等関係者が行う安否確認は，避難支援等関係者本人とその家族
の安全が確保された上で，地域の実情や災害の状況に応じて，可能な範囲で行われるものとす
る。

（略）

３　状況把握等
　　災害発生後，居宅で生活している要配慮者世帯について，地域住民やボランティア等
  の協力を得て，その世帯の状況，必要な用具・用品等の把握に努めるとともに，必要に
  応じて，保健師等を派遣する。

４　居宅生活世帯への食料，飲料水及び生活必需品等の確保
　　要配慮者世帯で自ら食料，飲料水の確保，運搬等が困難なものについては，地域住民
  やボランティア等の協力等を得て，援護する。

文言の整理

５　生活支援
　　被災後の住居のあとかたづけ，清掃等が困難な高齢者・障がい者等世帯に対し，地域
　住民やボランティア等の協力を得て，生活支援を行う。

６ 福祉避難所等への移送
　　居住生活が困難な者等については，保健師等の派遣を行うほか，避難所での生活が
　困難な場合は，状況により社会福祉施設への緊急入所又は福祉避難所への移送を行う。

５　生活支援
被災後の住居のあとかたづけ，清掃等が困難な要配慮者世帯に対し，地域住民や

　　ボランティア等の協力を得て，生活支援を行う。

６ 福祉避難所等の利用
居住生活が困難な者等については，保健師等の派遣を行うほか，避難所での生活が

　　困難な場合は，状況により社会福祉施設への緊急入所又は福祉避難所の利用等を行う。

97 第3章 災害応急対策計画
第12節 防疫計画

第12節　防疫計画 第13節　防疫計画 項目整理に伴う変更

99 第3章 災害応急対策計画
第13節 清掃計画

第13節　清掃計画 第14節　清掃計画 項目整理に伴う変更



頁 章節 現行 修正案 修正理由

100 第3章　災害応急対策計画
第14節　行方不明者の捜
索，遺体の処置・埋火葬

第14節　行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬
第2　遺体の収容・処置（保健福祉局，区役所，警察，海上保安部）
1　遺体が発見されたときの取り扱い
(1)遺体を発見した場合は，警察官，海上保安官等の見分及び検視並びに医師による

医学的検査（検案）を受ける。

第15節　行方不明者の捜索，遺体の処置・埋火葬
第2　遺体の収容・処置（保健福祉局，区役所，警察，海上保安部）
1　遺体が発見されたときの取り扱い
(1)遺体を発見した場合は，警察官，海上保安官等の死体調査及び検視並びに医師によ
る医学的検査（検案）を受ける。

警察が取り扱う死体の死
因又は身元の調査等に関
する法律に基づき内容の
整理

105 第3章　災害応急対策計画
第15節　応急教育対策

第15節　応急教育対策
第4　教育施設が避難場所となった場合の対策
　学校は，災害時においては教育の場としての機能とともに避難所ととしての機能をも果たすため，
災害時 に学校が避難所となったときは，教職員はその運営に協力する。

第17節　応急教育対策
第4　教育施設が避難場所となった場合の対策
　学校は，教育の場としての機能とともに，災害時においては避難所としての機能も果たすため，災害
時に学校が避難所となったときは，教職員はその運営に協力する。

文言修正

105 第3章　災害応急対策計画
第15節　応急教育対策

第5　文化財，社会教育施設等の対策
2　社会教育施設の応急対策
(1)災害発生後，催物の一時中止し，施設内の安全を確認の上，利用者を安全な場所に避難誘
導する。

第5　文化財，社会教育施設等の対策
2　社会教育施設の応急対策
(1)災害発生後，催物を一時中止し，施設内の安全を確認の上，利用者を安全な場所に避難誘導
する。

誤記修正

109 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18節　ライフライン施設の応急対策
第1　電話施設
2　応急臨時回線作成用無線機等概要
(3)ポータブル衛星通信
被災地域の地形状況に影響されず，回線作成ができる衛星通信方式を利用し，人手により

迅速に運搬ができ，迅速に通信回線が 大16回線作成が可能である。

第20節　ライフライン施設の応急対策
第1　電話施設
2　応急臨時回線作成用無線機等概要
(3)ポータブル衛星通信
被災地域の地形状況に影響されず，回線作成ができる衛星通信方式を利用し，人手により迅

速に運搬ができ，迅速に通信回線が 大8回線作成が可能である。

ポータブル衛星仕様変更

110 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2　電力施設
2　応急対策方法
(1)九州電力の災害防止体制
九州電力の福岡市地域における災害対策の内部組織は次のとおりで，情報の伝達及び連絡，
必要な指令，状況の集約，復旧処置等を行い災害対策の一元化，迅速化を図っている。

○ 福岡市地域の災害対策組織（資料編 516 頁）

第2　電力施設
2　応急対策方法
(1)九州電力の災害防止体制

九州電力の福岡市地域における災害対策の内部組織は次のとおりで，情報の伝達及び連絡，
必要な指令，状況の集約，復旧処置等を行い災害対策の一元化，迅速化を図っている。

○ 福岡市地域の災害対策組織（資料編 516 頁）

組織変更

112 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
1　非常体制
　本社及び各製造所，導管を管理する事業所（供給所を含む）において，「保安規程」及び
「災害対策基本法」に基づき定められた「防災に関する計画」，「防災活動要領(福岡地区
編)」などにより，非常体制の具体的措置を定める。

第3　都市ガス施設
1　非常体制
　本社及び各製造所，導管を管理する事業所（供給所を含む）において，「保安規程」及び
「災害対策基本法」に基づき定められた「防災業務計画」，「防災活動要領(福岡地区編)」な
どにより，非常体制の具体的措置を定める。

災害対策基本法に基づく
名称に変更

113 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

3　その他の設備
(4)資機材等

製造設備，供給設備の配管材料，工具等の資機材等は平常時からその確保に努めると共
に，定期敵に保管状況を点検整備する。

3　その他の設備
(4)資機材等

供給設備の配管材料，工具等の資機材等は平常時からその確保に努めると共に，定期的に保
管状況を点検整備する。

製造設備の廃止
誤記修正

114 第3章　災害応急対策計画
第19節　石油事故対策

第19節　石油事故対策
1  陸上における危険物等の事故対策計画
(4)災害予防に関する事項

③製造所等の査察
当該製造所等を管轄する消防署において年間査察計画を樹立し，製造所等の位

置，構造及び設備並びに危険物の貯蔵・取り扱いについて，定期的に査察を実施
し，不備事項については，指導，勧告，命令等の措置を講じて火災予防の徹底を
図る。幹事会

第20節　石油事故対策
1  陸上における危険物等の事故対策計画
(4)災害予防に関する事項

③製造所等の査察
当該製造所等を管轄する消防署において年間査察計画を樹立し，製造所等の位置，

構造及び設備並びに危険物の貯蔵・取り扱いについて，定期的に査察を実施し，不
備事項については，指導，勧告，命令等の措置を講じて火災予防の徹底を図る。削除

誤記修正

（社  長） （支社長） （営業所長）

非常災害対策
総　 本　 部

非常災害対策
本　 部

営業所
非常災害対策部

（社  長） （支社長） （配電事業所長）

非常災害対策
総　 本　 部

非常災害対策
本　 部

配電事業所・営業所
非常災害対策部



頁 章節 現行 修正案 修正理由

131 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 租税等の減免等
4　介護保険第1号被保険者保険料の軽減及び居宅介護（介護予防）サービス費等の額の特例
(利用者負担軽減)
(1) 第1号被保険者等又はその属する世帯の生計を維持する者。
震災，風水害，火災等により，住宅，家財等著しい損害を受けたこと。

第3 租税等の減免等
4　介護保険第1号被保険者保険料の軽減及び居宅介護（介護予防）サービス費等の額の特例(利
用者負担軽減)
(1) 第1号被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者。

震災，風水害，火災等により，住宅，家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこ
と。

介護保険料減免事務取扱
マニュアルと表現をあわ
せる

135 福岡市水防計画 1　目的
　災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の趣旨及び水防法(昭和 24 年法律第 193 号)
第 33 条の規定に基づいて福岡市域にかかる洪水又は高潮，津波に対し，水災を警戒し，防
御し，及びこれによる被害を軽減し公共の安全を保持することを目的として概ね次の事項に
ついて定め，もって水防活動の万全を期する。
(水防計画の見直しについて規定なし)

1　目的
　災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の趣旨及び水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第
33 条の規定に基づいて福岡市域にかかる洪水又は高潮，津波に対し，水災を警戒し，防御し，
及びこれによる被害を軽減し公共の安全を保持することを目的として概ね次の事項について定
め，もって水防活動の万全を期する。
　なお，水防法の改正（平成27年7月19日施行）に伴って，今後随時，福岡市水防計画の見直し
を行っていく。

水防法の改正

140 福岡市水防計画 8　水防警報
(1)県知事が発令する水防警報

①水防本部長（福岡県知事）は，水防法第 10 条第１項の規定により福岡管区気象台
から洪水又は高潮の予報通知を受け，又は洪水，高潮等水災のおそれがあると認め
たときは，水防警報を発する。

8　水防警報
(1)県知事が発令する水防警報

①水防本部長（福岡県知事）は，水防法第 10 条第１項の規定により福岡管区気象台
から洪水，津波又は高潮の予・警報通知を受け，又は洪水，津波，高潮等水災のお
それがあると認めたときは，水防警報を発する。

福岡県水防計画書との整
合

141 福岡市水防計画 8　水防警報
(2)警報の段階

福岡県による水防基準水
位の見直しによる

河
川

名

観測所名
第 一 段 階
待　  機

第 二 段 階
準　　 備

第 三 段 階
出 　　勤

第 四 段 階
解 　　除

水防警報
発 令 者

雨 水 橋

（粕屋町)

はん濫注意水位
(2.41m)に達すると思わ

れるとき

はん濫注意水位
(2.41m)を突破すると思

われるとき

はん濫注意水位
(2.41m)に達し，なお上

昇見込のあるとき

はん濫注意水位

(2.41m)以下に下って再
び増水のおそれがないと
思われるとき

金川橋
（篠栗町）

はん濫注意水位
(2.81m)に達すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(2.81m)を突破すると思
われるとき

はん濫注意水位
(2.81m)に達し，なお上
昇見込のあるとき

はん濫注意水位
(2.81m)以下に下って再
び増水のおそれがないと
思われるとき

宇
美
川

片峰新橋
(志免町)

はん濫注意水位
(2.8m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(2.8m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(2.8m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位

(2.8m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

福岡水防地方
本部長

樋

井
川

田 島 橋
(城南区)

はん濫注意水位
(2.5m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(2.5m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(2.5m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位
(2.5m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

福岡水防地方
本部長

室
見
川

橋 本 橋
(西　区)

はん濫注意水位
(3.5m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(3.5m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(3.5m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位

(3.5m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

福岡水防地方
本部長

御
笠

川

隅 田 橋
(博多区)

はん濫注意水位
(1.0m)に達すると思われ
るとき

はん濫注意水位
(1.0m)を突破すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
(1.0m)に達し，なお上昇
見込のあるとき

はん濫注意水位
(1.0m)以下に下って再び
増水のおそれがないと思
われるとき

那珂水防地方
本部長

那
珂
川

下 曰 佐
(南　区)

はん濫注意水位
(4.29m)に達すると思わ
れるとき

はん濫注意水位
 (4.29m)を突破すると思
われるとき

はん濫注意水位
(4.29m)に達し，なお上
昇見込のあるとき

はん濫注意水位
(4.29m)以下に下って再

び増水のおそれがないと
思われるとき

那珂水防地方

本部長

瑞
梅
寺
川

池　 田
(糸島市)

はん濫注意水位

(1.75m)に達すると思わ
れるとき

はん濫注意水位

(1.75m)を突破すると思
われるとき

はん濫注意水位

(1.75m)に達し，なお上
昇見込のあるとき

はん濫注意水位
(1.75m)以下に下って再
び増水のおそれがないと
思われるとき

那珂水防地方
本部長

多
々
良
川

福岡水防地方
本部長

８　水防警報

（２）警戒の段階
河
川

名

観測所名
第 一 段 階

待　 機

第 二 段 階

準　 備

第 三 段 階

出 　　勤

第 四 段 階

解 　　除

水防警報
発 令 者

雨 水 橋

（粕屋町)

氾濫注意水位

(2.41m)に達すると思
われるとき

氾濫注意水位

(2.41m)を突破すると
思われるとき

氾濫注意水位

(2.41m)に達し，なお
上昇見込のあるとき

氾濫注意水位

(2.41m)以下に下って
再び増水のおそれが

ないと思われるとき

金川橋

（篠栗町）

氾濫注意水位
(2.81m)に達すると思

われるとき

氾濫注意水位
(2.81m)を突破すると

思われるとき

氾濫注意水位
(2.81m)に達し，なお

上昇見込のあるとき

氾濫注意水位
(2.81m)以下に下って

再び増水のおそれが

ないと思われるとき

宇

美
川

片峰新橋

(志免町)

氾濫注意水位
(2.8m)に達すると思

われるとき

氾濫注意水位
(2.8m)を突破すると

思われるとき

氾濫注意水位
(2.8m)に達し，なお

上昇見込のあるとき

氾濫注意水位
(2.8m)以下に下って

再び増水のおそれが
ないと思われるとき

福岡水防地方

本部長

樋
井

川

田 島  橋
(城南区)

氾濫注意水位

(2.34m)に達すると思
われるとき

氾濫注意水位

(2.34m)を突破すると
思われるとき

氾濫注意水位

(2.34m)に達し，なお
上昇見込のあるとき

氾濫注意水位

(2.34m)以下に下って
再び増水のおそれが

ないと思われるとき

福岡水防地方
本部長

室
見

川

橋 本 橋
(西　区)

氾濫注意水位

(3.5m)に達すると思
われるとき

氾濫注意水位

(3.5m)を突破すると
思われるとき

氾濫注意水位

(3.5m)に達し，なお
上昇見込のあるとき

氾濫注意水位

(3.5m)以下に下って
再び増水のおそれが

ないと思われるとき

福岡水防地方
本部長

御

笠

川

隅 田 橋
(博多区)

氾濫注意水位
(1.0m)に達すると思

われるとき

氾濫注意水位
(1.0m)を突破すると

思われるとき

氾濫注意水位
(1.0m)に達し，なお

上昇見込のあるとき

氾濫注意水位
(1.0m)以下に下って

再び増水のおそれが

ないと思われるとき

那珂水防地方

本部長

那

珂
川

下 曰  佐
(南　区)

氾濫注意水位

(4.29m)に達すると思

われるとき

氾濫注意水位

 (4.29m)を突破する

と思われるとき

氾濫注意水位

(4.29m)に達し，なお

上昇見込のあるとき

氾濫注意水位

(4.29m)以下に下って

再び増水のおそれが
ないと思われるとき

那珂水防地方

本部長

瑞

梅
寺

川

池　 田
(糸島市)

氾濫注意水位

(2.16m)に達すると思
われるとき

氾濫注意水位

(2.16m)を突破すると
思われるとき

氾濫注意水位

(2.16m)に達し，なお
上昇見込のあるとき

氾濫注意水位

(2.16m)以下に下って
再び増水のおそれが

ないと思われるとき

那珂水防地方
本部長

多

々

良
川

福岡水防地方

本部長



頁 章節 現行 修正案 修正理由

143 福岡市水防計画 10　避難判断水位について
　水防法第13条により水防本部長（福岡県知事）が，水位情報周知河川について避難判断水
位を設定し，避難判断水位に到達した場合には，その旨を各地方本部長（県土整備事務所
長・支所長）や水防管理者（市長）に通知するとともに，必要に応じて報道機関の協力を求
めて，一般に周知させなければならない。
なお，避難判断水位とは，はん濫注意水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特
に警戒すべき水位であり住民の避難の参考となるものである。

10　氾濫危険水位について
　水防法第13条により水防本部長（福岡県知事）が，水位周知河川について氾濫危険水位を設
定し，氾濫危険水位に到達した場合には，その旨を各地方本部長（県土整備事務所長・支所
長）や水防管理者（市長）に通知するとともに，必要に応じて報道機関の協力を求めて，一般
に周知させなければならない。
　なお，氾濫危険水位とは，洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位（洪水特別警戒水
位）であり住民の避難の参考となるものである。

平成２６年９月 「避難
勧告等の判断・伝達マ
ニュアル作成ガイドライ
ン」の改定により避難勧
告等の判断基準の見直し
が行われたため

143 福岡市水防計画 10　避難判断水位について 10　氾濫危険水位について 福岡県による水防基準水
位の見直しにより設定水
位が変わったため

145 福岡市水防計画 17  その他
(4)水防報告書
⑦水防法第21条の規定による公用負担下命の種類及び員数
⑮規定なし

17  その他
(4)水防報告書
⑦水防法第28条の規定による公用負担下命の種類及び員数
⑮警察の援助の状況

福岡県水防計画書との整
合

- 全般 港湾局
港湾部

港湾空港局
港湾空港部

組織名称変更

- 全般 避難準備情報 避難準備・高齢者等避難開始 名称変更

- 全般 避難指示 避難指示（緊急） 名称変更

- 全般 はん濫 氾濫 「氾濫の「氾」が常用
漢字となったため

県土整備事務所・支所 河　川　名 水位観測所 避難判断水位 関係水防管理者

雨　水　橋 ２.６８ｍ 福岡市長・粕屋町長

金　川　橋 ３.２１ｍ
福岡市長・篠栗町長

粕屋町長

福　　岡
多々良川水系

宇 美 川
片 峰 新 橋 ３.２０ｍ

福岡市長・粕屋町長
志免町長・宇美町長

福　　岡
樋井川水系
樋 井 川

田　島　橋 ３.０１ｍ 福岡市長

福　　岡
室見川水系
室 見 川

橋　本　橋 ３.７０ｍ 福岡市長

那　　珂
御笠川水系
御 笠 川

隅　田　橋 １.６０ｍ
福岡市長・大野城市長

太宰府市長

那　　珂
那珂川水系
那 珂 川

下　曰　佐 ４.６１ｍ 福岡市長

前　　原
瑞梅寺川水系

瑞梅寺川
池      田 ２.１０ｍ 福岡市長・糸島市長

○ 福岡県知事が指定する水位情報周知河川

福　　岡
多々良川水系

多々良川

○福岡県知事が指定する水位周知河川

県土整備事務所・支所 河川名 水位観測所 氾濫危険水位 関係水防管理者

雨水橋 3.46m 福岡市長・粕屋町長

金川橋 3.82m
福岡市長・篠栗町長

粕屋町長

福　　岡
多々良川水系

宇美川
片峰新橋 3.50m

福岡市長・粕屋町長
志免町長・宇美町長

福　　岡
樋井川水系

樋井川
田島橋 2.72m 福岡市長

福　　岡
室見川水系

室見川
橋本橋 3.90m 福岡市長

那　　珂
御笠川水系

御笠川
隅田橋 1.75m

福岡市長・大野城市長
太宰府市長

那　　珂
那珂川水系

那珂川
下曰佐 5.55m 福岡市長

前　　原
瑞梅寺川水系

瑞梅寺川
池田 2.81m 福岡市長・糸島市長

多々良川水系
多々良川

福　　岡



頁 章節 現行 修正案 修正理由

1 第1章　総則
第2節　計画の性格
1　福岡市の地域に係る原子力災害対
策の基本となる計画

本計画は，福岡市の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであ
り，国の防災基本計画原子力災害対策編及び福岡県の地域防災計画（原
子力災害対策編）に基づいて策定したものである。

本計画は，福岡市の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであ
り，国の防災基本計画（原子力災害対策編）及び福岡県地域防災計画
（原子力災害対策編）に基づいて策定したものである。

文言整理

2 第1章 総則
第2節　計画の性格
4　計画の運用

(3)環境放射線モニタリングに関すること (3)モニタリングに関すること 文言整理

2 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

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

※1　平成27年4月　玄海原子力発電所1号機を廃止

第5節 玄海原子力発電所と福岡市の位置関係及び原子力災害対策重点区
域
参考　玄海原子力発電所の概要

※1　平成27年4月　玄海原子力発電所1号機運転終了

玄海１号機は廃炉手続き中で
あり、今後、燃料を装荷する
予定が無いため「種別」と
「装荷量」は削除

3 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
2 玄海原子力発電所と福岡市の位置
関係

福岡市は，玄海原子力発電所からおよそ40Kmから60km圏内に位置し，平
成25年3月末時点において，原子力災害対策を重点的に実施すべき地域
の拡大に伴って新たに地域防災計画（原子力災害対策編）を作成する必
要がある自治体とはなっていないが，放射性物質の拡散は，原子力災害
発生時の気象条件や地形の影響を受けることから，地域放射線量の実測
値等を踏まえた柔軟な対応が必要である。

福岡市は，玄海原子力発電所からおよそ40Kmから60km圏内に位置し，原
子力災害対策指針に示す原子力災害対策重点区域に該当しておらず，地
域防災計画（原子力災害対策編）を作成する必要がある自治体とはなっ
ていないが，放射性物質の拡散は，原子力災害発生時の気象条件や地形
の影響を受けることから，地域放射線量の実測値等を踏まえた柔軟な対
応が必要である。

時点修正

4 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

(3)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
（PPA：Plume　Protection　Planning　Area）

　UPZ外においても、プルーム通過には放射性ヨウ素の吸入による甲状
腺被ばく等の影響も想定される。つまり、UPZの目安である３０ｋｍの
範囲外であっても、その周辺を中心に防護措置が必要となる場合があ
る。プルーム通過時の防護措置としては、主に放射性物質の吸引等を避
けるための屋内退避や安定ヨウ素剤の服用など、状況に応じた追加の防
護措置を講じる必要が生じる場合もある。また、プルームについては、
空間放射線量率の測定だけでは通過時しか把握できず、その到達以前に
防護措置を講じることは困難である。このため、放射性物質が放出され
る前に原子力施設の状況に応じて、ＵＰＺ外においても防護措置の実施
の準備が必要となる場合がある。以上を踏まえて、ＰＰＡの具体的な範
囲及び必要とされる防護措置の実施の判断の考え方については、今後、
原子力規制委員会において、国際的議論の経過を踏まえつつ検討され
る。

(3)（削除） 原子力災害対策指針の改正

福岡市地域防災計画(原子力災害対策編)修正案

―



頁 章節 現行 修正案 修正理由

5 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

表1 加圧水型軽水炉（自家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ＥＡＬ
①～⑪ （略）
⑫当該原子炉施設等立地都道府県において、大津波警報が発令された場
合。
⑬～⑮　（略）

表1  加圧水型軽水炉（自家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ＥＡＬ
①～⑪ （略）
⑫当該原子炉施設等立地都道府県沿岸において，大津波警報が発令され
た場合。
⑬～⑮　（略）

記載の適正化

5 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

表1 加圧水型軽水炉（自家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ＥＡＬ
（略）
施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ
①～④　（略）
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。
⑥（新設）
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。
⑧～⑭　（略）

表1　加圧水型軽水炉（自家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ＥＡＬ
（略）
施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ
①～④　（略）
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。
⑥使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと又は当該貯蔵槽の水位を
維持できていない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。
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。
⑧～⑭　（略）

原子力災害対策指針との整合

6 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

表1 加圧水型軽水炉（自家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ＥＡＬ
①～⑤（略）
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。
⑦～⑬（略）

表1 加圧水型軽水炉（自家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ＥＡＬ
①～⑤（略）
⑥全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が
５分以上継続すること。
⑦～⑬（略）

原子力災害対策指針との整合

7 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

表2 ＯＩＬと防護措置について
ＯＩＬ４　防護措置の概要
避難基準に基づいて避難した避難者をスクリーニングして、基準を超え
る際は迅速に除染.

表2 ＯＩＬと防護措置について
ＯＩＬ４　防護措置の概要
避難又は一時移転の基準に基づいて避難等した避難者等に避難退域時検
査を実施して，基準を超える際は迅速に簡易除染等を実施。

原子力災害対策指針の改正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

7 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

表2 ＯＩＬと防護措置について
※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。(新設）

表2 ＯＩＬと防護措置について
※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。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間放
射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合，ＯＩＬ２につ
いては，空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ，緊急時
モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の
基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線
量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に，防護措置の実施
が必要であると判断する。

原子力災害対策指針の改正

8 第1章 総則
第6節 計画の基礎とするべき災害の
想定
1 前提条件及び汚染の想定

第５節でも述べたように，福岡市は，玄海原子力発電所からおよそ40㎞
から60㎞圏内に位置しており，原子力災害発生時の放射性物質の拡散が
気象条件や地形の影響を受けることを考慮し，国の原子力災害対策指針
による原子力施設から概ね30㎞を目安とした緊急時の防護措置を準備す
る区域（ＵＰＺ）の圏外である福岡市においても,ＰＰＡに含まれるこ
とを前提とする。（略）

第５節でも述べたように，福岡市は，玄海原子力発電所からおよそ40㎞
から60㎞圏内に位置しており，原子力災害発生時の放射性物質の拡散が
気象条件や地形の影響を受けることを考慮し，国の原子力災害対策指針
による原子力施設から概ね30㎞を目安とした緊急時の防護措置を準備す
る区域（ＵＰＺ）の圏外である福岡市においても,防護措置が必要とな
る事態を前提とする。（略）

原子力災害対策指針の改正

10 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

(1)福岡市
（略）

表　所掌事務
ア～カ　（略）
キ 環境放射線モニタリング施設及び体制の整備の協力に関する事項
ク～セ　（略）
ソ 緊急時環境放射線モニタリングへの協力に関する事項
タ 被ばく者の診断及び措置への協力に関する事項
チ～ハ　（略）

(1)福岡市
（略）

表　所掌事務
ア～カ　（略）
キ モニタリング施設及び体制の整備の協力に関する事項
ク～セ　（略）
ソ 緊急時モニタリングへの協力に関する事項
タ 原子力災害医療への協力に関する事項
チ～ハ　（略）

文言整理及び原子力災害対策
指針の改正

11 第1章
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

(2)県
表　所掌事務
ア～イ　（略）
ウ 環境放射線モニタリング施設及び体制の整備
エ～ケ　（略）
コ 緊急時環境放射線モニタリング
サ～シ　（略）
ス 被ばく者の診断及び措置
セ～ヌ　（略）
(3)警察
表　所掌事務
ア 市民等の退避、避難誘導及び救助並びに立入制限

(2)県
表　所掌事務
ア～イ　（略）
ウ モニタリング施設及び体制の整備
エ～ケ　（略）
コ 緊急時モニタリング
サ～シ　（略）
ス 原子力災害医療（被ばく者の診断及び処置、健康相談、安定ヨウ素
剤に関すること等）
セ～ヌ　（略）
(3)警察
表　所掌事務
ア 住民等の退避、避難誘導及び救助並びに立入制限

文言整理及び原子力災害対策
指針の改正

12 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
(4)指定地方行政機関

2　事務の大綱
(4)指定地方行政機関

組織変更

九州農政局福岡地域センター 災害時における政府所有米穀の供給の支援に関する事項 



頁 章節 現行 修正案 修正理由

13 第1章
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

(7)指定地方公共機関
機関名
社団法人福岡市薬剤師会

(7)指定地方公共機関
機関名
一般社団法人福岡市薬剤師会

文言整理

14 第1章 総則
第7節 防災関係機関の事務又は業務
の大綱ｘ
2　事務の大綱

(10)原子力事業者
表　所掌事務
ア～オ　（略）
カ 環境放射線モニタリング設備及び機器類の整備
キ～シ　（略）
ス 環境放射線モニタリングの実施
セ～タ　（略）

(10)原子力事業者
表　所掌事務
ア～オ　（略）
カ モニタリング設備及び機器類の整備
キ～シ　（略）
ス モニタリングの実施
セ～タ　（略）

文言整理

18 第2章 原子力災害事前対策
第2節 情報の収集・連絡体制等の整
備
2　情報の分析整理

(3)防災対策上必要とされる資料
応急対策の的確な実施に資するため，原子力施設（事業所）に関する資
料，社会環境に関する資料，放射性物質及び放射線の影響予測に必要と
なる資料，防護資機材等に関する資料を適切に整備し，市災害対策本部
に適切に備え付けるものとする。

(3)防災対策上必要とされる資料
応急対策の的確な実施に資するため，原子力施設（事業所）に関する資
料，社会環境に関する資料，防護資機材等に関する資料を適切に整備
し，市災害対策本部に適切に備え付けるものとする。

原子力災害対策指針の改正

19 第2章 原子力災害事前対策
第2節 情報の収集・連絡体制等の整
備
3　通信手段・経路の多様化

(4)無線等の整備計画
①防災行政無線
ア 無線機の整備
（略）
現在，平成23年度末で722局にて運用しており，有線途絶時の通信の確
保や災害時の迅速・的確な情報伝達を図るものとする。

(4)無線等の整備計画
①防災行政無線
ア 無線機の整備
（略）
現在，722局にて運用しており，有線途絶時の通信の確保や災害時の迅
速・的確な情報伝達を図るものとする。

文言の整理

20 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
2　災害対策本部体制等の整備

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に，市長を本
部長とする災害対策本部を迅速・的確に設置・運営するため，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ついてあらかじめ定めてお
くものとする。

市は，全面緊急事態が発生し内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出
した場合に，市長を本部長とする災害対策本部を迅速・的確に設置・運
営するため，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つい
てあらかじめ定めておくものとする。

文言の整理

21 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

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。

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，県内全域におけるモニタリング体制を整備する
ものとする。

文言の整理
緊急時も含めたモニタリング
体制の記載とする

22 第2章 原子力災害事前対策
第5節 避難収容活動体制の整備

第5節 避難収容活動体制の整備 第5節 避難受入れ活動体制の整備 防災基本計画の修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

22 第2章 原子力災害事前対策
第5節 避難収容活動体制の整備
2 避難所等の整備

(1)避難所等の整備
（略）
なお、避難やスクリーニング等の場所として指定された建物について
は，必要に応じ，衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための，設備
の整備に努めるものとする。

(1)避難所等の整備
（略）
なお，避難や避難退域時検査等の場所として指定された建物について
は，必要に応じ，衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための，設備
の整備に努めるものとする。

文言整理

23 第2章 原子力災害事前対策
第5節 避難収容活動体制の整備

3　災害時要援護者等の避難支援対策の整備
（1）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
必要な整備を行うものとする。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や防災訓
練等を通じて要援護者への配慮について啓発していくものとする。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，高齢者や障がいのある人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
くりを進めていくものとする。

3　要配慮者等の避難支援対策の整備
（1）災害発生時の要配慮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
必要な整備を行うものとする。また，地域住民には防災講習会や防災訓
練等を通じて要配慮者への配慮について啓発していくものとする。さら
に，「福岡市避難行動要支援者に関する取組指針」（以下「取組指針」
という。）に基づき，地域の各種団体の連携により，高齢者や障がいの
ある人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ものとす
る。

防火訪問について削除
文言修正

23 第2章 原子力災害事前対策
第5節 避難所収容活動体制の整備
4 学校等施設における避難計画の整
備

学校等施設は，原子力災害時における園児，児童，生徒及び学生（以
下,「生徒等」という。）の安全を確保するため，屋内退避の方法，安
全に帰宅させるための方法，保護者への引き渡し方法等について検討し
ておくものとする。

学校等施設は，原子力災害時における園児，児童，生徒及び学生（以下
「生徒等」という。）の安全を確保するため，屋内退避の方法，安全に
帰宅させるための方法，保護者への引き渡し方法等について検討してお
くものとする。

文言整理

23 第2章 原子力災害事前対策
第5節 避難収容活動体制の整備
6 避難所・避難方法等の周知

市は，避難やスクリーニング等の場所・避難誘導方法（自家用車の利
用，緊急避難に伴う交通誘導等を含む。），屋内退避の方法等につい
て，日頃から市民への周知徹底に努めるものとする。

市は，避難や避難退域時検査等の場所・避難誘導方法（自家用車の利
用，緊急避難に伴う交通誘導等を含む。），屋内退避の方法等につい
て，日頃から市民への周知徹底に努めるものとする。

文言整理

24 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
3　緊急被ばく医療活動体制等の整備

3　緊急被ばく医療活動体制等の整備
市は，県が行う緊急時における市民等の健康管理，汚染検査，除染等緊
急被ばく医療について協力するものとし，体制の整備を図るものとす
る。

3　原子力災害医療活動体制等の整備
市は，国からの指示に基づき県が避難住民等に対して行う避難退域時検
査、簡易除染（着替え、拭き取り、簡易除染剤やシャワーの利用等）等
原子力災害医療について協力するものとし、体制の整備を図るものとす
る。

原子力災害対策指針の改正

24 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

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。

国の原子力災害対策指針を考慮し，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，原子力災害対策指針等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。

原子力災害対策指針の改正お
よび
国の検討状況を踏まえた修正

誤記修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

25 第2章 原子力災害事前対策
第8節 市民等へ的確な情報伝達体制
の整備
4 情報伝達体制の整備

(2)市は， 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ），防災行政無線，
テレビ，ラジオ等の報道機関への放送依頼，携帯電話（防災メール・緊
急速報メール），広報車など，あらゆる手段を活用し，市民等に迅速か
つ確実に伝わるよう情報・伝達ルートの多重化の促進を図るものとす
る。

(2)市は， 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ），防災行政無線，
テレビ，ラジオ等の報道機関への放送依頼，メールシステム，広報車な
ど，あらゆる手段を活用し，市民等に迅速かつ確実に伝わるよう情報・
伝達ルートの多重化の促進を図るものとする。

文言整理

25 第2章 原子力災害事前対策
第10節 関係自治体からの避難者の受
入・支援体制の整備
1 対応資源の確認

関係自治体の避難者の収容施設は，計画に定める避難所とし，候補施設
の収容力，平時の利用状況等についてあらかじめ把握しておくものとす
る。
また，県及び関係自治体と協議の上，避難者の受け入れに際して提供可
能な市の対応資源（避難所の運営体制，飲食物や生活必需品等）を確認
するものとする。

関係自治体の避難者の受入れ施設は，計画に定める避難所とし，候補施
設の受入れ人数，平時の利用状況等についてあらかじめ把握しておくも
のとする。
また，県及び関係自治体と協議の上，避難者の受け入れに際して提供可
能な市の対応資源（避難所の運営体制，飲食物や生活必需品等）を確認
するものとする。

防災基本計画の修正

27 第2章 原子力災害事前対策
第12節 防災業務関係者に対する研修

市は，国及び県と連携し，応急対策全般への対応力を高めることによ
り，原子力防災対策の円滑な実施を図るため，国，指定公共機関等が防
災業務関係者に向けて実施する原子力防災に関する研修の積極的な活用
を推進する等，人材育成に努めるものとする。また，研修成果を訓練等
において具体的に確認し，緊急時モニタリングや緊急被ばく医療の必要
性など，原子力災害の特殊性を踏まえ，研修内容の充実を図るものとす
る。

(1)原子力防災体制及び組織に関すること
(2)原子力施設の概要に関すること
(3)原子力災害とその特性に関すること
(4)放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること
(5)モニタリング実施方法及び機器に関すること
(6)原子力防災対策上の諸設備に関すること
(7)緊急時に市，県及び国等が講じる対策の内容
(8)緊急時に市民等がとるべき行動及び留意事項に関すること
(9)放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関すること
(10)その他緊急時対応に関すること

市は，国及び県と連携し，応急対策全般への対応力を高めることによ
り，原子力防災対策の円滑な実施を図るため，国，指定公共機関等が防
災業務関係者に向けて実施する原子力防災に関する研修の積極的な活用
を推進する等，人材育成に努めるものとする。また，研修成果を訓練等
において具体的に確認し，緊急時モニタリングや原子力災害医療の必要
性など，原子力災害の特殊性を踏まえ，研修内容の充実を図るものとす
る。

(1)原子力防災体制及び組織に関すること
(2)原子力施設の概要に関すること
(3)原子力災害とその特性に関すること
(4)放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること
(5)モニタリング実施方法及び機器に関すること
(6)原子力防災対策上の諸設備に関すること
(7)緊急時に市，県及び国等が講じる対策の内容
(8)緊急時に市民等がとるべき行動及び留意事項に関すること
(9)原子力災害医療（応急手当を含む）に関すること
(10)原子力災害時の被災者に対する心のケアに関すること
(11)リスクコミュニケーションに関すること
(12)その他緊急時対応に関すること

原子力災害対策指針の改正

27 第2章 原子力災害事前対策
第13節 防災訓練等の実施
1 訓練計画の策定

(5)緊急時予測システム情報の活用訓練
(6)緊急時被ばく医療訓練
(7)周辺市民に対する情報伝達訓練
(8)周辺市民避難訓練
(9)人命救助活動訓練

(5)削除
(5)原子力災害医療訓練
(6)周辺市民に対する情報伝達訓練
(7)周辺市民避難訓練
(8)人命救助活動訓練

原子力災害対策指針の改正

28 第2章 原子力災害事前対策
第14節 核燃料物質等の運搬中の事故
に対する対応

(1)事故の通報を受けた 寄りの消防機関は，直ちにその旨を都道府県
消防防災主管部局に報告するとともに，事故の状況の把握に努め，事故
の状況に応じて，消防職員の安全確保を図りながら，原子力事業者等に
協力して，消火，人命救助，救急等必要な措置を実施するものとする。

(1)事故の通報を受けた 寄りの消防機関は，直ちにその旨を県消防防
災主管部局に報告するとともに，事故の状況の把握に努め，事故の状況
に応じて，消防職員の安全確保を図りながら，原子力事業者等に協力し
て，消火，人命救助，救急等必要な措置を実施するものとする。

文言整理



頁 章節 現行 修正案 修正理由

29 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

(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。

(3)災害対策本部
市は，全面緊急事態が発生し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。

文言整理

31 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

[ 施設敷地緊急事態発生時の情報伝達経路 ] [ 施設敷地緊急事態発生時の情報伝達経路 ] 防災基本計画の修正および文
言整理

32 第3章 緊急事態応急対策
第5節 市民等への的確な情報伝達活
動
1 市民等への情報伝達活動

（3）市は，市民のニーズを十分把握し，原子力災害の状況（原子力事
業所等の事故の状況,モニタリングの結果，緊急時迅速環境放射能影響
予測ネットワークシステムによる放射能影響予測等），農林畜産物の放
射性物質調査の結果及び出荷制限等の状況，市が講じている施策に関す
る情報，その他状況に応じた必要な情報を，適切に提供するものとす
る。

（3）市は，市民のニーズを十分把握し，原子力災害の状況（原子力事
業所等の事故の状況,モニタリングの結果等），農林畜産物の放射性物
質調査の結果及び出荷制限等の状況，市が講じている施策に関する情
報，その他状況に応じた必要な情報を，適切に提供するものとする。

原子力災害対策指針の改正

32 第3章 緊急事態応急対策
第5節 市民等への的確な情報伝達活
動
2 広報の手段

（3）災害広報紙等の等の発行
①災害状況により必要な場合は，原子力事業所等の事故の状況,モニタ
リングの結果，緊急時迅速環境放射能影響予測ネットワークシステムに
よる放射能影響予測，市民への留意事項，生活関連情報，復旧状況等を
市民へ周知するため，臨時広報紙を発行するものとする。

(3)災害広報紙等の等の発行
①災害状況により必要な場合は，原子力事業所等の事故の状況,モニタ
リングの結果，市民への留意事項，生活関連情報，復旧状況等を市民へ
周知するため，臨時広報紙を発行するものとする。

原子力災害対策指針の改正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

34 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

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
(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。

第6節 屋内退避、避難受入れ等の防護活動
1 屋内退避，避難誘導等の防護活動の実施
(1)市は，全面緊急事態が発生し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。

防災基本計画の修正および文
言整理

34 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

(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当たっては，県と協力し，市民等に向け
て，避難や避難退域時検査の場所の所在，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。

原子力災害対策指針の改正

36 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
4 学校施設における避難措置

学校等施設において，生徒等の在校時に原子力災害が発生し，避難の勧
告・指示等があった場合は，あらかじめ検討した内容に基づき，教職員
引率のもと，迅速かつ安全に生徒等を避難させるものとする。また，生
徒等を避難させた場合又はあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保
護者へ引き渡した場合は，県又は市に対し速やかにその旨連絡するもの
とする。

学校等施設において，生徒等の在校時に原子力災害が発生し，避難の勧
告・指示等があった場合は，あらかじめ検討した内容に基づき，教職員
引率のもと，迅速かつ安全に生徒等を避難させるものとする。また，生
徒等を避難させた場合又はあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保
護者へ引き渡した場合は，市に対し速やかにその旨連絡するものとす
る。

文言整理

37 第3章 緊急事態応急対策
第8節　飲食物の出荷制限，摂取制限
等

１　飲食物の調査等
市は，原子力災害対策指針に基づいたスクリーニング基準を踏まえ，国
及び県からの放射性物質による汚染状況の調査の要請を受け，又は独自
の判断により，飲料水の検査を実施する。
食品については，必要に応じ，県が行う放射性物質による汚染状況の調
査に協力するものとする。

１　飲食物の調査等
市は，原子力災害対策指針に基づいた「飲食物に係るスクリーニング基
準」を踏まえ，国及び県からの放射性物質による汚染状況の調査の要請
を受け，又は独自の判断により，飲料水の検査を実施する。
食品については，必要に応じ，県が行う放射性物質による汚染状況の調
査に協力するものとする。

文言整理

38 第3章 緊急事態応急対策
第10節 救助・救急及び医療活動
2 医療措置

市は，県が行う緊急時における市民等の健康管理，汚染検査，除染等緊
急時被ばく医療について協力するものとする。

市は，国からの指示に基づき県が避難住民等に対して行う避難退域時検
査、簡易除染（着替え、拭き取り、簡易除染剤やシャワーの利用等）等
原子力災害医療について協力するものとし、体制の整備を図るものとす
る。

原子力災害対策指針の改正

40 第4章 原子力災害中長期対策
第2節 被災者の生活再建等の支援
4 環境放射線モニタリングへの協力

4 環境放射線モニタリングへの協力
市は，県が実施する環境放射線モニタリングに関し，環境試料の採取，
運搬及び空間放射線モニタリング等の協力を行うものとする。

4 モニタリングへの協力
市は，県が実施するモニタリングに関し，環境試料の採取，運搬及び空
間放射線モニタリング等の協力を行うものとする。

文言整理

- 全般 港湾局 港湾空港局 組織変更



頁 章節 現行 修正案 修正理由

- 全般 港湾部 港湾空港部 組織変更

- 全般 災害時要援護者、要援護者 要配慮者 災害対策基本法の改正による
修正





福岡市原子力災害避難計画（暫定版） 
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頁 章節 現行 修正案 修正理由

表紙 表紙 福岡市原子力災害避難計画（暫定版） 福岡市原子力災害避難計画 原子力災害対策指針改正に伴
う修正（PPAの削除）

2 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 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。

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 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。
（削除）

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

4 第4節　職員の配備態勢等 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。

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態勢は、下表に基づき配備を行う。
なお、配備人員は、福岡市地域防災計画（風水害対策編）の配備態勢
（第１から第３）を準用するが、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。
※ （削除）

文言の整理
配備体制の表記修正

新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）



頁 章節 現行 修正案 修正理由

新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）

5 第6節　緊急時モニタリング等 【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。

【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 中央区天神1-8-1
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。

文言の整理

7 第8節　防護措置等 防護措置の流れに「屋内退
避」とプルームの「通過」を
記載

8 第8節　防護措置等 ③一時移転の指示を行う際には、住民等の被ばくを 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。
・ 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
※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
・ 避難所（校区等のコミュニティを単位で指定）

③一時移転の指示を行う際には、住民等の被ばくを 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。
・ 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
・ 避難退域時検査及び除染の実施場所
※親戚宅等に避難する場合についても、避難退域時検査については必ず
受けるように指示
・ 避難所（校区等のコミュニティを単位で指定）

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

9 第8節　防護措置等 (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

(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、住民等に対する避難退域時
検査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。
なお、交通渋滞の緩和を図るため、県警察や自衛隊と連携し、適切な交
通誘導・規制を行うものとする。
【主要経路】
・ 西九州自動車道～福岡都市高速道路
・ 国道202 号
・ 国道202 号 （福岡外環状道路）
・ 国道３号

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

文言の整理
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新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）

9 第8節　防護措置等 参考道路の追加

10 第8節　防護措置等 (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。

(4) 避難退域時検査及び簡易除染
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 避難退域時検査及び※9 簡易除
染を実施する。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

10 第8節　防護措置等 (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。

(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
単位として受入れできるように配慮するものとする。

防災基本計画改正に伴う修正

10 第8節　防護措置等 (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。

(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 港から避難退域時検査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。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

10 第9節　安定ヨウ素剤の予防服用等 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。

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、原子力規制庁が示す「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。

時点修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）

11 第9節　安定ヨウ素剤の予防服用等 対 象 者
ヨウ化カリウム量mg
新生児 ＊16.3
生後１ヶ月以上３歳未満 ＊32.5
ヨウ化カリウム丸
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。

対 象 者
ヨウ化カリウム量（mg）
新生児 ＊16.3
生後１ヶ月以上３歳未満 ＊32.5
ヨウ化カリウム丸（50㎎含有）
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。

文言の整理

11 第9節　安定ヨウ素剤の予防服用等 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）

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
・避難退域時検査及び簡易除染の実施場所
・避難所
・その他の施設（区役所及び保健福祉センター等）

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

12 第10節　スクリーニング（汚染検
査）及び除染

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

第１０節 避難退域時検査及び簡易除染（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、住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染を次のとおり
実施する。
なお、避難退域時検査及び簡易除染の実施にあたっては、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) 避難退域時検査：国が指定する区域等から避難する全ての住民等
(2) 簡易除染：避難退域時検査の結果、国が定める基準以上の汚染が検
出された住民等

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

12 第10節　スクリーニング（汚染検
査）及び除染

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。

２ 実施場所
(1) 避難退域時検査及び簡易除染は、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)の避難退域時検査の結果、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
等の避難退域時検査等実施場所」（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避難退域時
検査及び簡易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避難退域時検査等実施場所」
（別表１）に指定し、原子力災害医療の円滑な実現を図るものとする。
(4) 避難退域時検査及び簡易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。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正



頁 章節 現行 修正案 修正理由

新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）

12 第10節　スクリーニング（汚染検
査）及び除染

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。

３ 実施要領
避難退域時検査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、避難退域
時検査の結果、基準値を超える住民等については、県が定める「原子力
災害医療マニュアル」に従い、必要な簡易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) 簡易除染
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。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

13 第10節　スクリーニング（汚染検
査）及び除染

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

４ 避難退域時検査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）
避難退域時検査の実施時期 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、簡易除染を実施
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

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

13 第11節　被ばく医療 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１１節 原子力災害医療（保健福祉部）
避難退域時検査の結果、除染が必要な住民等については、県が実施する
原子力災害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。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

14 第13節　避難所の開設及び運営 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。

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）
の人数が避難所の受入れ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。

防災基本計画改正に伴う修正

14 第13節　避難所の開設及び運営 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。

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　緊急時モニタリング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　避難退域時検査及び簡易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。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

文言の整理



頁 章節 現行 修正案 修正理由

新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）

14 第13節　避難所の開設及び運営 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。

２ 避難所の運営
「福岡市地域防災計画」による。
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。

文言の整理

15 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）

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

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避難退域時検査
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

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

16-19 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　面接（㎡）　収容人員（3.5㎡/
人）

番号　名称　区　所在地　電話番号　面積（㎡）　受入人員（3.5㎡/
人）

誤字、文言の整理

16 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

13　名島小学校講堂兼体育館　東区　名島5-5-1　681-3366　599　171 13　名島小学校講堂兼体育館　東区　名島5-5-1　681-3366　732　209 Ｈ27改築の面積が修正されて
いないため

16 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

27　青葉中学校講堂兼体育館　東区　青葉3-7-1　691-9386　923　263 27　青葉中学校講堂兼体育館　東区　青葉3-7-1　691-9386　845　241 面積誤り

16 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

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

35　箱崎清松中学校講堂兼体育館　東区　松田2-3-1　612-1237　845
241

面積誤り

16 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

37　松崎中学校講堂兼体育館　東区　松崎1-52-1　682-0031　923　263 37　松崎中学校講堂兼体育館　東区　松崎1-52-1　682-0031　871　248 面積誤り

17 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）

(新設) 44　住吉小学校講堂兼体育館　博多区美野島3-22-7　431-2739　830㎡
237人

小学校の統廃合による修正

17 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）

44　住吉小学校講堂兼体育館　博多区住吉4-18-1　431-2739　505㎡
144人

45　旧住吉小学校講堂兼体育館　博多区住吉4-18-1　-　505㎡　144人 小学校の統廃合による修正

17 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

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

69　草ヶ江小学校講堂兼体育館　中央区　草香江2-3-5　771-3815　732
209

Ｈ28改築の面積が修正されて
いないため

17 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

80　旧大名小学校講堂兼体育館　中央区　大名2-6-11　-　637　182 （削除） 平成29年中に解体されるため

17 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）

(新設) 113　住吉中学校講堂兼体育館　博多区美野島3-22-7　431-2811　846㎡
241人

小学校の統廃合による修正

18 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）

112　住吉中学校講堂兼体育館　南区清水1-8-4　541-5235　570㎡　162
人

114　旧住吉中学校講堂兼体育館　南区清水1-8-4　-　570㎡　162人 小学校の統廃合による修正

18 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

116　野間中学校講堂兼体育館　南区　筑紫丘2-2-1　542-6388　923
263

116　野間中学校講堂兼体育館　南区　筑紫丘2-2-1　542-6388　818
233

面積誤り

18 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

120　宮竹中学校講堂兼体育館　南区　五十川1-4-1　481-5781　923
263

120　宮竹中学校講堂兼体育館　南区　五十川1-4-1　481-5781　871
248

面積誤り

19 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

121　横手中学校講堂兼体育館　南区　横手4-16-1　501-6451　916
261

121　横手中学校講堂兼体育館　南区　横手4-16-1　501-6451　845
241

面積誤り

19 玄海原子力発電所から50km圏外に位
置する市立の小中学校（避難所）
（別表２）

122　老司中学校講堂兼体育館　南区　老司3-37-1　565-1960　926
264

122　老司中学校講堂兼体育館　南区　老司3-37-1　565-1960　871
248

面積誤り



頁 章節 現行 修正案 修正理由

新旧対照表（福岡市原子力災害避難計画(暫定版)）

20 用語の説明 ＰＰＡ （削除） 原子力災害対策指針改正に伴
う修正

20 用語の説明 スクリーニング 避難退域時検査 原子力災害対策指針改正に伴
う修正

20 用語の説明 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。

簡易除染　着替え、拭き取り、簡易除染剤やシャワーの利用等により体
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。

原子力災害対策指針改正に伴
う修正

20 用語の説明 ＳＰＥＥＤＩ （削除） 原子力災害対策指針改正に伴
う修正

- 全般 災害時要援護者 要配慮者 災害対策基本法の改正による
修正
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