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１．見直しの背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見直しの方針 

次の３つの見直しの方針のもと、計画の修正を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－１ 

能代市地域防災計画素案について 

東日本大震災による影響・被害と市の被災者支援 

○東北地方太平洋側を中心に地震・津波等による甚

大な被害と福島第一原発事故による放射能汚染

が発生 

○能代市では、「震度４」を観測し、現在も地震被

災者及び原発避難者の受入れ等、被災者支援の活

動を継続中 

本市の過去災害 

○能代大火（昭和 24年、昭和 31年） 

○米代川洪水（昭和 47年） 

○日本海中部地震（昭和 58年） 

○平成 19年豪雨（平成 19年） 

国・県の動向 

○秋田県地域防災計画の改訂（平成 25年 3月） 

○秋田県地震被害想定報告書（平成 25年 8月） 

○国の防災基本計画の見直し（平成 26年 1月） 

○日本海における大規模地震に関する調査検討会

報告書（平成 26年 9月）※第１回防災会議（平成

26年 7月 4日）以降の動き 

これらの背景と、東日本大震災及び

近年の災害で得られた教訓を踏ま

え、能代市の防災行政の要である

「地域防災計画」の見直しを実施す

る。 

（１）東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化 

（２）大規模広域な災害時における被災者対応等の強化 

（３）最近の災害等を踏まえた防災対策の見直し 

【留意事項】 

・予想される最大規模の災害への対応を考慮すること 

・多様な主体の参画による地域防災力の向上を目指すこと 

・減災の視点を取り入れること 

・女性や高齢者、障がい者等の視点を取り入れること 
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３．見直しの視点・対策等 

  方針をもとに、次の見直しの視点と対策をあげ計画へ反映しました。 

（１）東日本大震災を踏まえた 

地震・津波対策の抜本的強化 

①津波災害対策編の新設 

②津波被害の軽減 

③地震動被害の軽減 

④災害時の情報提供の充実 

⑤備蓄体制等の強化 

⑥避難所の機能強化 

⑦大規模停電への備え 

⑧原子力施設の災害対策 

（２）大規模災害時における被災者 

対応等の強化 

①市（県）境等を越えた被災住民の受入れ  

②防災拠点等の整備  

③自治体間の相互支援 

④医療体制の整備 

⑤防災拠点への燃料油等供給対策 

⑥行政機能の維持・確保等 

（３）最近の災害等を踏まえた防災 

対策の見直し 

①最近の風水害・雪害等を踏まえた対策 

②避難行動要支援者対策 

③帰宅困難者対策 

④防災意識向上のための普及啓発 

⑤そのほか災害対策の強化 
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４．素案の概要 

  主な改正点は以下の通りです。 

 

（１）東日本大震災を踏まえた地震・津波対策の抜本的強化 

①津波災害対策編の新設 ○「第４編 津波災害対策」を追加 

（津波災害対策編-489～540） 

 津波被害想定 ○秋田県地震被害想定調査報告書（平成 25 年８月）の想定

地震の内、マグニチュード 7.9の海域Ａ（日本海中部地震

を参考）によるものを、「科学的知見を踏まえ、あらゆる

可能性を考慮した最大クラスの津波」として採用し、これ

を前提として津波対応を推進することを記載 

（津波災害対策編-496） 

○平成 26 年８月に、国の「日本海における大規模地震に関

する調査検討会」により「津波防災地域づくりに関する法

律」に基づく震源モデルが示され、今後、県がそのモデル

による浸水想定を実施した場合は、速やかに本計画の見直

しを行う旨を記載。 

（津波災害対策編-496） 

②津波被害の軽減 ○最大クラスの津波への対策として、市民等の生命を守るこ

とを最優先に、市民等の避難を軸としたソフト対策の強化

について記載 

○比較的発生頻度の高い津波への対策として、人命保護に加

え、住民財産の保護等の観点から、海岸保全施設の整備等、

ハード対策について記載 

（津波災害対策編-501） 

○緊急避難場所、避難路等の確保等、避難体制の整備、津波

ハザードマップ等の活用について記載 

（津波災害対策編-508） 

○防災業務従事者の安全確保について記載 

（津波災害対策編-537） 

③地震動被害の軽減 ○県の「地震減災行動計画」及び「地震防災緊急事業五箇年

計画（平成 23 年度～平成 27 年度）」に則り、地震防災上

緊急に整備すべき施設等の計画的な推進について記載 

（地震災害対策編-377） 

○様々な災害条件を考慮した実践的な訓練の実施、訓練後の

結果及び課題等に関する災害活動体制への反映、訓練にお

ける女性や要配慮者等多様な主体の視点の取り入れと十

分な配慮、性別や年齢等による役割を固定化することがな
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いようにする旨を記載 

（地震災害対策編-382） 

○指定緊急避難場所及び指定避難所の確保と、安全避難の環

境整備について記載 

特に、避難行動要支援者に対する避難支援及び避難所の入

所・支援に関する家族・介護者及び福祉・医療機関との緊

密な連携体制の整備、避難生活における避難者のプライバ

シーの尊重、要配慮者に対して特に配慮するための施設・

設備の整備、避難所運営に関する体制整備について記載 

（地震災害対策編-385） 

○河川、ため池等の施設の対策として、能代市水防計画に基

づいた水防要員の確保及び水防資器材の備蓄、未改修河川

の整備促進、ホームページによる情報提供等を行い、円

滑・迅速な避難の推進について記載 

（地震災害対策編-400） 

○地震火災発生の未然防止と延焼被害の軽減を図るため、消

防力の強化及び充実、防火思想の普及及び予防査察の実施

等、必要な予防対策の推進について記載 

（地震災害対策編-402） 

○宅地の災害防止、エレベーターの閉じ込め防止対策につい

て記載 

（地震災害対策編-408・409） 

④災害時の情報提供の充実 ○防災関係機関との情報収集・伝達ルートを確立し、情報収

集伝達体制の整備に努めるとともに、市及び防災関係機関

が提供または伝達できる情報について、訓練等を通じて実

態を把握し、体制の強化を図る旨について記載 

（地震災害対策編-383） 

○津波からの迅速かつ確実な避難を実施するため、地震発生

時の海面監視体制の整備、津波情報等の収集・伝達体制の

強化について記載 

（津波災害対策編-505） 

○津波に関する情報（特別警報、警報、注意報等）を受信し

た際の、市民及び関係機関に対する迅速かつ適切な情報伝

達と、伝達内容に関する避難行動要支援者への配慮につい

て記載 

（津波災害対策編-520） 

○全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と連動した防災

行政無線により、市民への災害情報の伝達、防災情報メー
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ルの普及、災害時情報システムの導入に向けた調査・研究

の推進等について記載 

（一般災害対策編-47・48） 

⑤備蓄体制等の強化 ○災害時に必要な食料や生活必需品の備蓄状況、必要物資の

確保のための協定締結状況、市内の災害応急用協力井戸の

状況について記載 

（一般災害対策編-62） 

○市民や自主防災組織、事業所等に対し、自助・共助の考え

方を基本に、平常時から、災害時に必要な物資を備蓄する

よう働きかけるとともに、災害発生直後から被災者に対し

て必要な物資等を円滑に供給できるよう、備蓄・調達並び

に物流に係る体制の整備を図る旨について記載 

（地震災害対策編-394） 

⑥避難所の機能強化 ○指定避難所等に必要な次の設備等をあらかじめ整備し、ま

たは必要な時、直ちに配備できるよう準備に努める旨につ

いて記載 

＊食料、生活必需品 

＊非常用電源の配置とその燃料 

＊医療救護、給食、情報伝達等の応急活動に必要な設備等  

＊毛布、暖房器具、暖房施設等 

＊被災者による災害情報入手機器（被災者用テレビ、ラジ

オ等） 

＊空調、洋式トイレ等要配慮者に配慮した設備 

＊プライバシーの保護、男女のニーズの違い等、男女双方

の視点等に配慮した環境 

○避難の長期化に対応した給水体制と資機材の整備につい

て記載 

○指定緊急避難場所及び指定避難所、避難方法等に関する市

民への周知徹底について記載 

（地震災害対策編-389） 

⑦大規模停電への備え ○市の重要施設や福祉・医療施設、指定避難所等において、

非常用電源や非常用発電機の燃料の確保に努めるととも

に、大規模停電を想定した訓練の実施について記載 

（地震災害対策編-434） 

⑧原子力施設の災害対策 ○原子力災害発生時における、空間放射線量の測定や水道

水・食品・農作物等の放射性物質の測定、放射線に関する

健康相談等の実施について記載 

（一般災害対策編-352） 



 6 

（２）大規模災害時における被災者対応等の強化 

①市（県）境等を越えた被災

住民の受入れ 

○遠方の市町村との広域一時滞在に係る応援協定の締結や、

運送事業者等との被災者輸送に関する協定の締結等、発災

時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう

努めるとともに、広域一時滞在に際し、被災者の所在地等

の情報について、市と避難先の市町村で共有する仕組みを

構築するよう努める旨を記載 

（一般災害対策編-57） 

○広域避難必要時における協定等に基づく県及び他市町村

への被災者の受入れ要請について記載 

また、他市町村からの被災者の受入れ施設等をあらかじめ

決定しておくよう努める旨について記載 

（一般災害対策編-241） 

②防災拠点等の整備 ○災害発生時の防災拠点となる市役所本庁舎が被災し、使用

が困難となった場合に備え、二ツ井町庁舎を市役所本庁舎

の代替施設として指定する旨を記載 

（一般災害対策編-59） 

○本庁舎及び二ツ井町庁舎の地域防災拠点施設の指定、本庁

舎新築計画及び二ツ井町庁舎の整備、「道の駅ふたつい」

を地域防災拠点施設として整備する旨について記載 

（一般災害対策編-60） 

○備蓄倉庫及び備蓄拠点の整備の計画的な推進、新たな備蓄倉

庫の建設の検討、指定避難所等に指定されている学校・公民

館等のスペースを活用し、分散備蓄に努める旨について記載 

（一般災害対策編-60） 

○指定避難所等に輸送する施設（二次物資集積拠点）として、

「道の駅ふたつい」を指定し、必要に応じて整備を推進す

るとともに、二次物資集積拠点の運営及び物資の輸送等に

ついて、倉庫事業者や運送事業者との協定を締結するよう

努める旨について記載 

（一般災害対策編-60・61） 

○「道の駅ふたつい」について、地域防災拠点施設として整

備することとし、非常用発電設備、防災倉庫等の設置を検

討する旨を記載。 

（地震災害対策編-393） 

③自治体間の相互支援 ○大規模災害の発生に備えた県内外市町村との応援協定の

締結、様々な公共機関及び民間事業者との応援協定の締結

について記載 
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（一般災害対策編-135） 

○県等と連携して、大規模災害発生時に直ちに県有施設、市

有施設及び民間宿泊施設の受入可能状況を調査するとと

もに、県を通じて被災都道府県から災害救助法に基づく被

災者の受入要請があった場合には、被災都道府県と連携を

図り、速やかに被災者の受入れを行い、被災者のニーズに

応じた各種支援を行う旨について記載 

（一般災害対策編-187～188） 

④医療体制の整備 ○病院は、以下の設備等の整備に努めるものとする旨記載 

 ＊ライフラインの確保に係る貯水タンク、自家発電装置等

の整備 

 ＊水道、電気、燃料、電話等の災害時優先使用と優先復旧

契約 

 ＊メンテナンス会社との災害時優先復旧工事契約 

 ＊在宅医療機器使用患者等を抱える医療機関においては、

平常時からこれらの患者に関する連絡体制及び搬送先

等の計画を策定 

○救急蘇生法、災害時のトリアージの意義、災害時の救急搬

送システム、お薬手帳等について、市民への普及啓発を図

る旨記載 

（一般災害対策編-126～127） 

⑤防災拠点への燃料油等供

給対策 

○非常用発電機等を整備している指定避難所や公共施設等

の施設管理者における燃料の確保及び設備の整備につい

て記載 

（一般災害対策編-146） 

○燃料油に係る情報を収集して、市民に提供するとともに、

必要に応じて、協定に基づき秋田県石油商業組合能代山本

支部に対して、石油製品等の供給を要請する旨記載 

（一般災害対策編-281） 

⑥行政機能の維持・確保等 ○業務継続マネジメント（ＢＣＭ）の構築及び業務継続計画

（ＢＣＰ）の策定、重要なデータ等の各種情報のバックア

ップデータの作成について記載 

（地震災害対策編-433） 
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（３）最近の災害等を踏まえた防災対策の見直し 

①最近の風水害・雪害等を踏

まえた対策 

○集中豪雨等による内水被害対策（都市型水害対策）として、

側溝・雨水路や管きょの整備の促進、能代市内水ハザード

マップ（悪土川流域・比井野川流域）の周知、防災訓練等

を通じて、市民に対して大雨に対する事前の備えや簡易水

防工法等の周知を行なうことについて記載 

（一般災害対策編-72） 

○様々な媒体を活用し、除雪に対する地域住民の理解を深

め、除雪マナーの向上や除排雪活動への協力を求めるとと

もに、所管する道路の除排雪に関する対応窓口を明らかに

する旨を記載 

○地域住民に対し、市民が利用できる雪捨て場の現状や道路

の除雪時期等の情報提供に努める旨を記載 

（一般災害対策編-103） 

○県が「雪下ろし注意情報」を発表した場合、市は、防災行

政無線等を通じて、市民に注意を喚起する旨記載 

（一般災害対策編-105） 

○豪雪対策本部等の設置と、全庁体制での雪害対応の実施に

ついて記載 

（一般災害対策編-165） 

②避難行動要支援者対策 ○避難行動要支援者についても「自助」が基本となることか

ら、地域や避難支援者、近隣の他の避難行動要支援者との

関わりを積極的に持っておく必要があるため、広報等を通

じたその取組の促進、啓発に努めるほか、老人クラブ活動

等の円滑な実施に配慮する旨について記載 

○避難行動要支援者に対し、避難時や指定避難所において援

助が必要な事項について記載した連絡カードの作成、非常

持出品の準備等についての啓発、避難行動要支援者及び避

難支援者の防災訓練への積極的な参加促進について記載 

○水害時における高齢者福祉施設優先の指定避難所の指定

について記載 

○避難行動要支援者の状態に基づき、災害時における家族及

び地域の役割について啓発する旨について記載 

また、民生委員、自治会・町内会、自主防災組織等は、平

常時から避難行動要支援者の避難誘導・支援体制の確立に

努めるものとする旨について記載 

○要配慮者や避難行動要支援者の平常時における実態を把

握し、災害時における情報の収集伝達及び避難誘導等、支
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援体制の確立に努める旨について記載 

（一般災害対策編-55・129） 

○避難行動要支援者に対する以下の配慮について記載 

＊避難準備情報等の発令・伝達に関する配慮 

＊個別計画の活用 

＊多様な手段の活用による情報伝達 

（一般災害対策編-230） 

③帰宅困難者対策 ○「むやみに移動を開始しない」ことや帰宅困難となった場

合の安否確認方法等に関する平常時からの広報の実施、帰

宅困難者が一時滞在施設として利用できる公共施設や民

間事業所の確保について記載 

また、大規模集客施設等の管理者に対しては、施設利用者

の誘導体制の整備の促進を図る旨について記載 

（一般災害対策編-55～56） 

○多数の帰宅困難者が発生した場合の、市、防災関係機関及

び県の帰宅困難者への支援策（一時滞在施設の確保、物資

及び公共交通機関の運行情報等の提供）について記載 

（一般災害対策編-242～243） 

④防災意識向上のための普

及啓発 

○学校教育はもとより、様々な場で地域の特徴や過去の津波

の教訓等について、継続的な防災教育に努める旨を記載 

（津波災害対策編-503） 

○災害対策活動に備えた職員の意識啓発の実施と、市民に対

する防災計画及び防災体制、災害時の心得、避難救助の措

置等についての効果的な広報の実施について記載 

なお、市民への防災啓発に当たっては、男女共同参画の視

点を盛り込むとともに、高齢者、障がい者、外国人等、要

配慮者への広報に十分配慮する旨記載 

（一般災害対策編-35） 

⑤そのほか災害対策の強化 ○災害応急対策として、新たに応急保育の実施、危険物等積

載運搬車両の事故対策、動物の救護、航空機事故応急対策、

罹災証明書の発行について計画に定める。 

（一般災害対策編-311，312，317，334，348，357） 

（地震災害対策編-477，479，484，488） 

 


