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深 浦 町 地 域 防 災 計 画

概 要 保 存 版

この冊子は、『深浦町地域防災計画』の中から、町民の方に知っておいて
頂きたい重要な部分を「概要版」として取りまとめたものです。
早めにお読みになり、お手元に保管しておいてください。



深浦町は災害
も少なく住み
やすいな～

そだね～。

皆さん、こんにちは！
今回は、町の防災ナビゲーターとして

頑張りまーす。

おやおや、もう一人のゆうひくんとしら
かみくんが、気持ちよさそうに夢を見てい
るようですね～。少し、覗いてみましょう

深浦町特産品㏚
キャラクターゆうひくん

防災についてもう少し
知っておくべきことはない
のかな～？ちょっと心配だ
ね．．．。

ゆうひくん ： ところで、しらかみくん。
過去に日本海中部沖地震が発生し、地割れや大津波で物凄い被害が出たって知っ
てた？

しらかみくん：えっ、深浦町に大津波が発生したって、本当なの？

ゆうひくん ： そう、昭和５８年に発生したんだ。深浦町は地震が少ないと思っているかもしれ
ないけど、実は、江戸時代に十二湖や千畳敷海岸が大地震の地殻変動によってでき
たってもちろん知ってるよね。
他にも、台風や豪雨による被害、貨物船の座礁など、毎年のように何かしらの被
害が出ているんだよ。自分の身を守るために、知っておくべきことはたくさんある
と思うよ。

しらかみくん：うん、そうだね。でも、たとえばどんなことをどんな方法で知ればいいの？

ゆうひくん ： まず、知るべきことは町で起こる可能性がある災害やその避難方法、町から住
民への連絡方法や避難勧告のタイミング、避難所での生活、災害が終わってから
の復旧などなど。
それらを前もって計画として定めているのが、深浦町地域防災計画なんだ。

しらかみくん：へ～、じゃ地域防災計画を見ればわかるってこと？

ゆうひくん ：そのとおり！興味をもってくれて嬉しいな～。でも、いろいろ書いているから、全
部覚えるのは大変だ。だから、地域防災計画（概要版）第１章で、計画の大まかな
構成やいざ災害が起きた時の関係者の役割等を案内するよ。
少し、見慣れない用語もあるけど、だいたい理解しておいて必要な時に読み返し
てくれば、全然オーケーだよ。（第１章へ続く）

第１章 ご 案 内

しらかみくん



１．深浦町地域防災計画とは

■地域防災計画の目的

地域防災計画は、災害対策基本法第４２条に基づき、深浦町の地域並びに住民の生

命・身体・財産を風水害・地震・津波等の災害から、保護し被害を軽減する目的で、

深浦町防災会議が防災関係機関の災害対策について計画するものです。

■災害対策基本法に定められる防災計画の体系

災害対策に関わる計画は、町だけではなく国は防災基本計画を作成し青森県も地域

防災計画を作成しています。また、指定地方行政機関や指定地方公共機関は防災業務計

画を作成するなど、それぞれの計画が密接な整合性・関連性を有しています。

■計画の構成

深浦町の地域防災計画は、代表的な災害の種類に対応して風水害等災害対策編、地

震・津波災害対策編、各種データ等を記載した資料編の３編構成となっています。

記載の主体は、町や防災関係機関の行動計画ですが、住民の皆さんや自主防災組織の

役割など、地域での取り組みに関係のある項目も記載されています。

編 章 主な内容

風水害
対策編

第１章 総 則 地域防災計画の目的や関係機関の主な防災業務、
町の現況など

第２章 防災組織 町や防災関係機関の防災組織及び体制について

第３章 災害予防計画 災害の発生を未然防止するための施策、措置など

第４章 災害応急対策計画 災害が発生した場合の応急的な対応など

第５章 雪害対策、事故災
害対策計画

雪害、事故災害に係る予防対策及び応急対策など

第６章 災害復旧対策計画 災害発生後の生活や社会活動の復旧・復興の措置
など

地震・
津波対
策編

地震・津波災害について、風水害対策編と概ね同じ構成で、それぞれの対策・処
置など

資料編 各種データ、条例や基準、様式、各種マニュアルなど

２．深浦町災害対策本部

■災害対策本部の設置

町は、風水害等の災害が発生し又は発生する恐れがあるとき、震度６弱以上を観測す

る地震が発生したとき、津波警報・大津波警報が発表されたときなど、応急措置を円滑

かつ的確に進めるため、庁舎内に災害対策本部を設置します。

庁舎が災害等により被災し、災害対策本部を設置することが適当でない場合は、町内

の学校や公共施設に一時的に設置します。

第１章 はじめに



■災害対策本部業務分担

災害時は、通常業務ほかに以下の表の区分で災害対応業務を行います。特に、人災に

係る大きな災害には、人命救助や不明者の確認等、災害の業務を優先して行うなどの状

況に応じた業務が求められます。

部名 分 担 事 務（ 抜 粋 ）

総務部

１ 災害対策本部の運営及び統括に関すること。
２ 防災会議に関すること。
３ 災害対策活動方針決定に関する立案・調整に関すること。
４ 知事への自衛隊災害派遣要請の要求に関すること。
５ 災害救助活動に直接資する、災害情報の分析・総括に関すること。

財政部
１ 食料品等の調達に関すること。
２ 災害対策用物品、資機器材の調達に関すること。
３ 受援に関すること。

総合戦
略 部

１ 災害の取材（写真撮影を含む）に関すること。
２ 災害の広報に関すること。
３ バス緊急輸送の確保に関すること。
４ 資機材・雑貨品及び燃料の確保に関すること。

財政部
１ 建物及び工作物の被害状況並びに被災者実態調査に関すること。
２ 災害に伴う町税の減免措置に関すること。
３ 罹災証明の判定に関すること。

町民部

１ 避難場所の運営全般に関すること。
２ 避難者の把握（立退先等）に関すること。
３ 被害者名簿の作成に関すること。
４ 被災届の受付及び罹災証明の発行に関すること。
５ 負傷者の把握に関すること。

福祉部

１ 応急仮設住宅の入居者の選定及び応急仮設住宅に関すること。
２ 災害公営住宅の建設及び既設公営住宅への特定入居に関すること。
３ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与に関すること。
４ 救援物品の受領及び保管並びに配分に関すること。
５ 炊き出し他、食料の供給に関すること。
６ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付に関すること。
７ ボランティアの受け入れに関すること。

保健部

１ 収容患者の給食の確保に関すること。
２ 傷病者等の医療救護及び看護に関すること。
３ 医療薬剤及び資材の供給確保に関すること。
４ 患者の避難誘導に関すること。

農林水
産 部

１ 農林業関係被害調査及び応急対策に関すること。
２ 水産業関係施設及び水産物の被害調査及び応急対策に関すること。
３ 船舶関係の被害調査及び応急対策に関すること。

観光部
１ 商工業及び観光関係の被害調査並びに応急対策に関すること。
２ 旅行者の災害応急対策に関すること。

建設部
１ 町営住宅の被害調査に関すること。
２ 住宅の応急修理に必要な調査に関すること。

水道部 １ 給水活動に関すること。

学務部 １ 学校教育の応急対策に関すること。



３．想定される災害
■台風・集中豪雨による災害
深浦町では、大雨による追良瀬川、笹内川など二級河川の氾濫による水害の危険性が

想定されています。近年、日本各地で線上降雨などによる小河川での急激な増水に対応
できない被害が発生しており、深浦町は住家に隣接した小河川が多いため十分な警戒が
必要です。

〇過去の主な水害
深浦町の水被害は昭和以降、記録にあるもので１３回あり、その内７月～８月が１１

回、６月及び９月が各１回です。

〇近年の主な大雨被害

発生年月 被害の概要 被害額

昭和４７年７月 深浦町内の観測所において２４時間雨量４４５ミリの降
雨を観測し、五能線の不通、追良瀬橋決壊や長慶平地区の
孤立化被害
（現在は、河口より約６．８ｋｍまで河川改修済）

１５億円

昭和３６年７月
昭和４７年７月
昭和５２年８月
昭和５６年７月

大雨により磯崎側は度々洪水被害。
特に、３６年７月の豪雨により五能線が寸断され、住家

の１００戸以上の浸水被害
（現在は、河口より湯の沢合流地点まで河川改修済）

３億５千万円

昭和５６年８月 集中豪雨により岩崎地区の国道１０１号、五能線３か所
が寸断。住家は床下浸水６戸、建物倒壊被害３戸

平成２６年８月 町内全域の豪雨により、冠水、がけ崩れ、陥没発生。住
家は床上・下浸水被害 合計２３棟

２億２千万円

■土砂災害

深浦町では、小河川や海岸段丘付近が多いため、青森県から土砂災害防止法に基づく

土砂災害警戒区域が指定されていて、土砂災害の危険性が想定されています。自宅周辺

や通勤・通学路にどのような土砂災害の危険があるのか、ハザードマップで把握してお

く必要があります。

【土砂災害ハザードマップ】（北金ヶ沢地区）
〇町では、町内各地区毎の土砂災

害警戒区域をハザードマップとし

て公式ＨＰで公開しています。

また、お近くの集会所・セン

ターなどにも掲示していますので、

確認しておくと便利です。

町の防災行政無線やテレビ・ラ

ジオ、インターネット端末などで

深浦町への土砂災害警戒警報を知

りえた時は、速やかに警戒区域外

の丈夫な建物や指定避難所へ避難

する必要があります。



■地震・津波による災害
平成２７年度青森県地震・津波被害想定調査によれば、深浦町では、日本海側海溝沖

を震源とする、最大震度６強の大地震発生が想定されています。

予測される主な被害として、津波による浸水・家屋等の流失及び揺れによる建物等の

倒壊、ライフラインの被害などです。真冬の深夜に最大クラスの津波が発生し、かつ、

津波浸水域の方の避難開始が遅い場合は、主に津波によって３７００名の死者が予想さ

れています。

〇過去の主な地震・津波被害

昭和５８年（１９８３年）５月に秋田県沖を震源とするマグニチュード７．７震度５
の地震が発生し、日本海中部地震と命名され、死者２名、被害総額６３億円の大被害と
なりました。

〇過去の主な地震・津波被害

発生年 被害の概要

１７０４年

現在の能代沖付近を震源とするマグニチュード７ク
ラスの地震により、家屋倒壊４８５（羽後・津軽）死
者５８名
海岸隆起・陸地陥没により、現在の十二湖が誕生

１７９２年
西津軽沖を震源とするマグニチュード６．９～７．

１の地震が発生し、家屋倒壊１６４ 死者１２名
海岸が隆起し、現在の千畳敷海岸が誕生

昭和５８年
（1982年）

秋田県沖震源とするマグニチュードード７．１の地
震により、最大７ｍの津波発生。住家倒壊１１戸、半
壊６０戸、死者２名

平成５年
（1993年）

北海道南西沖を震源とするマグニチュード７．８の
地震により、深浦町は震度５、最大２５センチメート
ルの津波を観測

【岩崎地区被害写真】

〇深浦町では、各地区ごとの津波浸水想定図

（右図参照）に基づき避難目標や避難経路を

示した個別の津波避難計画図を平成３０年度

に毎戸配布します。お近くの集会所・セン

ターなどにも掲示しますので、確認しておく

といざと言うときに便利です。

町の防災行政無線やテレビ・ラジオ、イン

ターネット端末などで青森県日本海沿岸の津

波警報・大津波警報が発表された時は、速や

かに安全な高台へ避難する必要があります。

津波は、沿岸付近でも速度が約４０ｋｍ／

ｈにも達するので、絶対に海岸付近で確認し

ようとしてはいけません。

【岩崎地区 津波浸水想定図】



■その他の災害

深浦町では、雪害、船舶の衝突や座礁・海上廃油事故、鉄道災害、危険物等の災害、大

規模な火災などの災害が予想されます。近年、春季に林野・原野火災が発生する傾向にあ

り、野外の火気の取り扱いには十分注意が必要です。

４．防災上の役割
■自助・共助・公助について
防災対策の実現のためには、町及び関係機関はもちろんのこと、自分の身は自分で守る

という住民の皆さんの心構えや物の備え、地域の助け合いが不可欠です。

【自助・共助・公助のイラストイメージ】

【総合防災訓練写真】



第２章 ご 案 内

しらかみくん。どぉ～

少し難しかったかな？

難しかったけど、僕も少
しは理解できた。
普段は何気なく暮らして

いたけど、過去にはいろい
ろな災害を乗り越えて、今
の深浦町があるんだね。

ゆうひくん ：そうだね。さて、第１章では計画の概要やどんな危険が予測される
のか、実際に災害が起きそう・起きちゃったら町はどんな体制で災
害に対するのか？等を見てきたね。

しらかみくん：うん。でも、いろいろな災害がどこで起こるかもわからないし、怖いと感じた。
それと、自助や共助って言われても、具体的にイメージわかないよ。（泣）

ゆうひくん ：そうだよね。そう言うと思って、第２章は、個人や地域として普段から準備してお
かなければいけないことを、簡単にまとめてみたんだ。簡単といっても、全部を準
備している人は、そんなに多くはないと思うよ。要するに、少しずつ慌てないで、
だけれど、いつか来る災害に備えておくって言うことなんだよ。

しらかみくん：ハーイ（^O^)／ 納得。 （第２章へ続く）



第２章 災害への備え（災害予防対策）

ここでは、地域防災計画の中でも町民の皆さんや地域として日ごろから取り組むことや、
その為に町が行う災害予防対策についての概要を説明します。

１．個人・家族で取り組むこと（自助）
■防災対策の実現のためには、町及び関係機関はもちろんのこと、自分の身は自分で守る
という住民の皆さんの心構えや物の備え、地域の助け合いが不可欠な要素です。

■家庭内での備蓄品等の確保
最低限、３日分の食糧・日用品・水、燃料等の確保しておくと安心です。大規模災害時

などは町行政の支援に限界があり、国・県からの支援は発災後概ね３日目頃から開始でき
るとされております。孤立しやすい、山間地域では１週間程度生活できる分を確保すれば

安心でしょう。
〇<町の支援>
備蓄品を一定程度確保するとともに、市町村間の広域相互応援協定や町内の各種業者・

団体等と災害時協定を結んで対応の準備をしています。また、青森県の防災物流インフラ
強化計画に参加し、防災物流集積所拠点を町内の公共施設に指定し、ここから各集会所等
へ支援物資を輸送します。

■防災知識へ関心を持つ
避難場所・避難ルートの事前の確認、家庭内の災害時の避難や連絡方法の取り決め、避

難勧告等を理解すること。
〇<町の支援>
地域防災計画（概要版）や防災ハザードマップを毎戸配布していま

す。また、毎年５月に実施する総合防災訓練や１１月に実施する津波
避難訓練への参加を呼び掛けています。

２．地域で日頃から取り組むこと（共助）
■自主防災組織を主体とした地域の防災活動

大規模な災害が発生し、町や防災関係機関の対応が遅れるような
事態が発生した際、被害の拡大を防止するためには、自主防災組織
をはじめとする地域の皆さんの救出援護、避難誘導、初期消火等の活動が最も有効です。

■自主防災組織活動
町の自主防災組織は、各行政地区や自治会を主体に成り立っています。この際、災害時

は避難所の自主運営や物資の配給ばかりでなく、安否確認、要援護者の支援、地区の防犯
など平時と違ったいろいろな役割が発生します。地区の役員ばかりでなく、なるべく大勢
の方の協力を得て、予め災害時の役割（役職）なども決めておくことが大切です。

〇平時の活動
情報伝達体制の確立、防災用資材の備蓄・

使用点検、要配慮者の把握、地区防災計画の
策定、防災訓練への積極的参加など
〇<町の支援>
防災訓練用備品等の交付、訓練参加の呼び

かけなど

【深浦町総合防災訓練】



〇災害時の活動

初期消火、被害情報の収集及び関係機関等への通報、避難指示等の連絡協力、避難所の

開設・運営、支援物資の配分に関する協力をお願いします。

〇<町の支援>

平成２９年度から避難所運営マニュアルを整備して、実際に起こった時のイメージアッ

プが出来るようにしています。

地区防災計画の策定を推奨するとともに、住民に対する防災教育を行い防災知識の普及

に努めています。また、自主防災役員には、防災研修を行い、他市町村の取り組みも紹介

しています。

３．町及び関係機関等の取り組み状況（公助）

■町では、災害の発生を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するために、防災設備の整

備、防災教育・訓練について定め、それを実行するための組織体制を整えます。

また、そのため自主防災組織の活動を強力に支援していきます。

■防災業務施設等の整備

〇気象観測設備：青森地方気象台が深浦特別地域気象観測所において、雨量や風向などを

継続的に観測し、この他町内８箇所の機材で雨量観測を、河川水位は追

良瀬川・笹内川が常時観測されています。なお、これらは日本気象協会

ＨＰtenki.jpアメダス、青森県防災ＨＰで閲覧可能です。

〇通 信 設 備：青森県の防災情報ネットワークやＬアラート（総務省災害情報共有シス

テム）に加入し、災害情報をタイムリーに共有できる体制をとっていま

す。また、Ｊアラートによって、気象警報を速やかに伝達します。

県土整備部河川砂防課及び青森地方気象台との電話ホットラインも構築

されています。

〇地域防災拠点：災害発生時における、地域の災害対策活動の拠点としての機能を総合的

に果たすための施設を整備し、併せて、防災資材・食料・日用品を備蓄

しています。

■自主防災組織の確立と活動支援

町は、町民に対する自主防災組織活動への活性化の働きかけや防災訓練・研修会参加を

通じた自主防災組織の育成・強化を図っています。

自主防災組織からの要望に基づき、防災機材・備蓄品等の購入等を支援して、集会所等

の避難所及び地区防災活動拠点として強化を図るとともに、同組織への女性参加の促進、

要配慮者の安全を確保するための活動等、防災知識の啓発に努めています。

【日本気象協会ＨＰｔｅｎｋ.ｊｐアメダス（深浦）】

【防災情報ネットワーク端末（役場庁舎）】

【北金ヶ沢総合防災センター】（平成３０年５月竣工）



■防災訓練の実施

町は、日本海中部地震の教訓を伝えるため、毎年５月２６日に総合防災訓練を実施して

います。また、１１月上旬には、津波防災の日にちなんで参加地区を指定して、津波避難

訓練をしています。総合防災訓練は、毎年町民の約３割の方が参加していただいています。

■避難対策

町では、町内に指定緊急避難場所６２箇所所、指定避難所を３９箇所、福祉難所３箇所

を指定しています。

また、津波到達予測時間までに津波浸水域から徒歩で高台への避

難が困難地域には、逐次、避難階段を整備しその周知を兼ねての目

的もあり、避難階段整備地区で津波避難訓練を順次実施しています。

〇指定緊急避難場所

生命や身体を一時的に確保するために、災害の種別に応じた避難

場所を指定するともに、災害種別がわかる避難看板を全ての避難場

所に設置しています。

〇指定避難所

災害で住家を失った方や旅行中に災害にみまわれた方など、被災

者が一時的に避難生活を送るために指定された施設です。安全な場

所にある避難施設は避難場所を兼ねたものがあります。

〇<避難場所の運営について>

町では、災害時指定避難所を開設・運営する際は担当者２名を派遣することとし、施設

管理者（学校等）、自主防災組織等と調整します。ただし、大規模災害などは、すべての

避難所へ職員を配置することは物理的にも困難であり、また、職員が継続的に運営そのも

のを行うことも想定していません。

このため、「避難所運営マニュアル」を整備しております。特に、避難が長期にわたる

場合は避難所ごとに避難所運営委員会を設置していただき、自主的な運営をお願いします。

■避難行動要支援者への支援

災害対策基本法では、障害者・高齢者・外国人・乳幼児・妊産婦など、災害時に特に配

慮が必要な方を「要配慮者」、その中でも自ら避難することが困難であり、特に避難の際

に支援が必要な方を「避難行動要支援者」と定義しています。町では、日頃から「避難行

動要支援者名簿」を作成して、災害時にこれらの方の安全を確保できるように、警察や自

主防災組織等と連携した支援体制を今後さらに進めていきます。

■防災ボランティアとの連携

町では、町社会福祉協議会や日本赤十字社青森県支部深浦町分区

等関係機関と連携を図り、防災研修や防災訓練を行っています。今

後、災害時のボランティアの受入れ体制や、ボランティアの自主性

を尊重した活動が出来ように拠点確保等を推進していきます。

【日本赤十字 深浦分区の活動】

（防災訓練での炊き出し協力）

【津波避難訓練】

【避難場所・避難所看板】

（追良瀬地区での訓練）



■文教対策

児童生徒等及び職員の安全確保のため、建物耐震化や防災教育・訓練等の実施、学校防

災マニュアルの作成などハード・ソフト両面からの施策をさらに推進します。また、災害

時の児童生徒等の保護者への連絡・引き渡しについて相互に密接に連携します。

■その他の災害予防対策

〇交通施設対策

山間道路の法面処理・落石防護工事、道路障害物除去のための民間企業等との協定締結

〇電気・ガス・上下水道・通信・放送施設対策

所掌各課において、耐震・耐火対策等の災害予防事業及び点検等の実施、指定公共機関

との協定締結、ＦＭラジオ電波不感地帯の解消事業を推進します。

〇危険物施設対策

高圧ガス施設・火薬類施設等の危険物施設の把握や、管理者に対する規制・指導を法令

等に基づき実施します。

〇火災予防対策

建物防火対策の推進や一般家庭にパンフレット配布、学校への防火ポスターの依頼など

防火思想の普及に努めています。

消防力の強化策として、消防団の施設・装備・処遇の改善、女性消防団の入団促進を進

め、また、消防水利基準に沿って、消火栓・貯水槽の整備やその表示、自然水利の活用を

図っています。

４．主な災害毎の予防対策

■水 害

重要水防箇所の点検、水防資機材の維持・整備、各種気象台等の観測機材・目視による

水位観測を行います。平成30年度には、青森県が大童子川、小童子川、吾妻川、磯崎川、

泥川、津梅川に危機管理型水位計を設置し、観測データを常時公開します。

■土砂災害

土砂災害ハザードマップを公開し、総合防災訓練時にはマップの土砂災害警戒区域に基

づき避難訓練・救出訓練を実施しています。

土砂災害危険区域内での行為制限（土砂の採取、樹根の採掘、工作物の設置等）を徹底

して、災害の誘発を防ぎます。

■地震・津波

文教施設、その他主要な公共施設の耐震化を完成させています。津波避難困難地域へ津

波避難階段を順次整備しています。

災害ハザードマップを毎戸配布して、津波に関する知識の普及、防災意識の向上を図っ

ています。また、個別の津波避難計画を策定し、津波避難計画図を毎戸配布して各地区毎

に避難の目標、避難の代表的な経路、避難場所を明らかにして、避難行動を支援します。

５．災害情報の伝達・避難の呼びかけ

気象警報や異常及びその兆候等があれば、速やかに町民へ情報伝達できように、深浦町

避難勧告等判断基準を定めて、防災行政無線・ＨＰ等での公開、Ｌアラート（総務省災害

情報共有システム）でマスコミ等へ公開できる体制を講じています。



第３章 ご 案 内

そのとおり。さすが
しらかみくん。
何百年、何千年と大地

の恵みを与え続けてきた
だけに飲み込みが早いね。

自然災害って、所詮人間
の力ではなかなか止められ
ないし、起こるときは起こ
る。僕だって、時には激し
い雨風にあうけど、じっと
耐えて恵みを蓄積してきた
んだ。
日ごろから準備したり、

訓練したりしておかないと、
大変だっていうことが分
かった気がする。

ゆうひくん ：さて、第３章ではいよいよ、いざ、災害が起きそうだ、起こったらど

うする？っていうお話だよ。

日頃から色々準備した防災対策を生かして、みんなで命を守るんだ。

しらかみくん：うん！。でも、危ない時って～、役場やテレビが「危ないから逃げろって」言って

くれるんじゃないの？

ゆうひくん ：チョット待った！

しらかみくん：あ～びっくりした～。大きい声出さないでよ。（冷汗）

ゆうひくん ：もちろん、呼びかけは役場やいろいろな機関が行ってくれる。でも、命を守るって

いうのは、最終的には自分が自分を守ることなんだ。心構えとして、自分の命を自

分以外の人にすべて任せてはいけないよ。

でも、もう一つ大事なこと！ それは、いろいろな事情で自分では避難できない、

避難しずらい人（避難行動要支援者）が直ぐ近くに生活しているっていうこと。

この人たちの命は、みんなで守っていくことも大切だよ。

しらかみくん：そうだね。心に刻まないと。 （第３章へ続く）



第３章 災害発生時の活動（災害応急対策）

ここでは、地域防災計画の中でも町民の皆さんに「災害が起きた時のために知っておい

ていただきたいこと、取っていただきたい行動」についての概要を説明します。

１．町及び防災関係機関の活動体制（イメージ）

深浦町
災害対策本部

・気象・警報情報収集
・各種応急対策検討、実施
・関係機関等への要請

被災地域
町民、自治会
自主防災組織

指定避難所
（防災拠点）

避難所運営委員会設置
住民による避難所運営
地域住民との連絡・協力

社会福祉協議会

青 森 県
自衛隊本部

広域応援協定自治体

全
般
支
援
・
情
報
共
有

広域応援自治体
応援職員等

派遣自衛隊部隊

緊急消防援助隊

大規模
災 害

現 地
災害対策本部

ボランティア派遣
福祉支援活動

消火・救助・
救援
物資応援
応援職員

警察・消防・医療機関

消火・救助
医療・公衆衛生等

大規模災害

ＤＭＡＴ

２．地域の活動体制

■指定避難所を地域の防災拠点とし、各避難所運営員会を立ち上げ、避難所の運営や地域

の被災者（避難所以外避難者を含めた被災者）の情報収集、災害対策本部への報告等を地

域で協力して行います。

指定避難所以外に避難している住民等に対して、物資や各種支援が必要な旨を指定避難

所に申し出るように働きかけましょう。

３．情報の収集・伝達

■災害時には、各種機関から様々な情報が発表されます。それら情報の意味を知りどのよ

うな行動をとるべきかを前もって知っておくと、早めの行動が可能になります。

町からは、防災行政無線、広報車、深浦町公式ＨＰ、ツイッター等の媒体で、情報を発

信します。

この際、一般住民・旅行者等のＳＮＳ等の情報はタイムリー性があり有用な場合もあり

ますが、中には根拠のないデマや悪意のある誤情報が掲載されていることもあるので、注

意が必要です。

大規模災害



■防災情報の収集方法（一例）

町
民
の
皆
さ
ん
方

〇ニュース番組
気象警報、災害被害状況、避
難所の運営、交通障害など、
総合的な情報を収集可能です。

〇データ放送
天気予報、警報発令、雨量等

〇緊急地震速報 テレビ・ラジオ局

避難情報や地震・津波台風情
報、交通情報全て検索・閲覧
可能です。

インターネット

役場（消防・警察）〇避難勧告等の避難情報を放
送します。

〇自主防災会・自治会等のお
知らせ、呼びかけを放送

〇Ｊアラート
緊急地震速報や気象警報、
土砂災害警戒情報が自動的に
入ります。

自主防災組織

電
源
入

検

索
青森県防災ＨＰ

気象庁tenki.jp

深浦町公式ＨＰ（防災情報）登録メール
（登録者）

緊急速報
メール
（受信ｴﾘｱ）

緊急放送
（マイク音達地域）

サイレン

広報車
走行地域

■深浦町の防災行政無線用サイレン及び打鐘標識パターン

区 分 打鐘標識 防災行政無線サイレン標識 回 数

津波警報 ● ● ● ● 〇ー（ ５秒） 休止（６秒） 〇ー（ ５秒） ３回

大津波警報 ● ● ● ● 〇ー（ ３秒） 休止（３秒） 〇ー（ ３秒） ３回

建物火災 〇（車両ｻｲﾚﾝ）３
秒 ● ●（繰り
返し）

〇ー（ ５秒） 休止（６秒） 〇－（ ５秒） １回

山林等火災 〇ー（１０秒） 休止（２秒） 〇－（１０秒） １回

国民保護に係る警報 〇ー（１４秒） ３回

避難勧告・指示 乱 打 〇ー（約１分） 休止（５秒） 〇ー（約１分） １回



■避難勧告等の発令

町長は、災害が発生し、又は発生する恐れがあり町民及び旅行者の人命・身体を災害か

ら保護する必要がある場合に、災害対策基本法に基づき避難勧告・指示を発令します。

この際、青森県や青森地方気象台等専門機関の助言を受けつつ、予め定めた深浦町避難

勧告等の判断基準・伝達マニュアルに基づき、発令時期、範囲等を判断します。

■避難勧告の種類と避難行動

避難勧告等は水害、土砂災害、地震・津波災害等種類によって、発令する際の基準や求

めらる行動も違います。そのため、発令の際は町からの、避難勧告等の発令された地域や

避難先などの情報を正しく理解する必要があります。

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るため

の行動」であり、避難勧告等が無いことで安全が保障され、避難しなくてもよいことを示

しているわけではなく、危ないと感じたら自らの判断で避難行動を選択します。

主 活
発令者 種 類 発令の状況（条件） 町民に求める行動（代表例）

町 長

避難準備情報・
高齢者等避難開始

〇要配慮者など、「避難に時間
がかかる方が避難を始めなけれ
ば、被害が発生する可能性が高
まった」状況
〇代表的な事象・警報等
・大雨警報（浸水害）
・大雨警報（土砂災害）
・河川に軽微な漏水・浸水
・強い降雨を伴う台風が接近

〇避難に時間のかかるよう配慮
者とその支援者は立ち退き避難
を開始する。
〇その他の人は、立ち退き避難
の準備を整え、防災情報等に注
意を払い、自発的に非難するこ
とが望ましい。

避難勧告 〇通常の「避難ができる方が避
難を始めなければならない」段
階で、被害の発生する可能性が
高い状況
〇代表的な事象・警報等
・大雨警報（浸水害）＋大雨警
報雨量指数危険度分布が非常に
危険
・土砂災害警戒情報
・河川等の決壊の恐れがある異
常な漏水・浸水
・中心気圧が９３０ｈＰａクラ
スの台風の接近

〇予想される災害に対応した指
定緊急避難場所へ速やかに立ち
退き避難する。
〇指定避難場所（施設）へ移動
することがかえって危険である
と自ら判断した場合は、「近隣
の安全な場所」へ移動する。
〇「近隣の安全な場所」への避
難すら危険と自ら判断した場合
は、少しでも命が助かる可能性
の高い「屋内の安全な場所」に
避難する。

避難指示（緊急） 〇災害が発生する危険性が非常
に高いか、現に被害が発生し始
めた状況
〇代表的な事象・警報等
・大雨警報（浸水害）＋記録的
短時間大雨警報
・河川堤防が決壊し、住宅の被
害が明らか
・土砂災害警戒情報＋記録的短
時間大雨警報
・津波警報・大津波警報

〇既に災害が発生してもおかし
くない極めて危険な状況であり、
立ち退きを躊躇していた場合は、
緊急に非難する。
〇津波については、必ず立ち退
き避難する。地震による強い揺
れ又は長時間ゆったりした揺れ
を感じた場合は、警報や避難指
示を待つことなく自発的に避難
を開始する。



４．避難行動・避難所運営

■避難行動

町からの避難勧告等の発令や自ら避難の必要があると判断した場合は、速やかに非難を

しましょう。避難の際は、食料や着替えなどの日用品を持参しましょう。

■地震・津波からの避難

町では、平成３０年４月に地域防災計画とは別に個別の津波避難計画を策定しました。

下図の津波避難計画図は、青森県が予測した最大の津波浸水域（水色）から、避難目標

までどの経路を避難すれば、津波から安全を確保できるか目安を定めたものです。

〇津波避難計画図は、東日本大震災の教訓から「津波対策の推進に関する法律」に基づき

内閣府が定めた津波避難計画策定指針に基づき作成しています。

〇黄色枠で囲んだ第一波到達時間は、１４分を示しており、この時間までに水色の津波浸

水外へ避難する必要があります。（町内の地区によって最速６分～１０数分まで差があり

ます。）

〇青色の点線は、津波浸水域を考慮した、津波発生時の避難対象地域の境界です。

津波警報により避難指示（緊急）が発令されたら、この地域の方は特に速やかに非難す

る必要があります。

〇紫色の●は避難対象地域外に最も早く避難できる避難目標地点であり、ここを通過して

さらに高台へ避難します。

〇紫色の避難路は、避難目標地点まで安全に最も短時間で到達出る経路です。建物の倒壊

や自動車の渋滞などを考慮して設定しています。

■避難の際の注意事項

避難目標、避難経路は自らの意思による避難行動を制限するものではありません。

置かれた状況や残された時間を考えて、最も命が助かると自ら判断した場合は、緊急避難

行為として、どんな場所も通過や一時滞在は可能と考えて、身の安全を優先してください。

【津波避難計画図 関地区】







時 間 状 況 自 主 活 動

地震発生

～２分程後 揺れがおさまる

２～３分後 津波警報発令 避難開始（近所で助け合い）

１０分後～数時間 火災・倒壊家屋 初期消火、消防へ通報、負傷者の救出・応急手当
被害報告、安否確認

数時間～ 避難生活準備 自主的に避難所運営員会を立ち上げ

避難生活 避難者受け入れ（名簿作成）、避難所運営

■避難所の運営

基本的には町の職員によって行われますが、町の職員や施設管理者が避難所に到着でき

ない場合は、自治会長をはじめとする自主防災組織で開設準備を進めます。

■地震災害発生から時間経過と自主防災活動（参考例）

■避難所開設・運営の流れ（深浦町避難所運営マニュアルより）

■避難所運営委員会組織（参考例）

①避難所準備・開設
・鍵の開錠
・施設の安全確認
・施設・物資の確認
・レイアウトづくり
・避難者の受付準備
・避難者名簿を作成し、人数を把握
（安否確認や物資調達の根拠にもな
る）
・できれば避難所以外の避難者も把握
する

②運営体制づくり
・避難所運営委員会の立ち上げ
・班づくりと役割決め（避難所運営会議）
・連絡がつけば、役場等へ報告

③避難所の運営
・日案所生活の共通ルールを周知
（入り紙等）
・プライバシーの保護、要配慮者、男女に
ニーズに配慮しつつ、処遇が極端に不公平に
ならないこと

④避難所の長期化対策
・ストレスや衛生面のケア
・自立出る方は避難者の退所を促す



地震や風水害など、災害が一定程度落ち着いたら、生活再建に向けて取り組みが本格化

します。ここでは、被災された方に対する行政からの支援制度の概要について説明します。

１．災害認定調査・罹災証明書の交付

災害によって被害を受けた方が、様々な生活再建支援制度の適用を受けるためには、

被害調査の認定を受け、罹災証明の発行を役場から受ける必要があります。

■被害認定調査とは

地震や風水害等いわゆる自然災害や大規模な火事、爆発など異常な自然現象等により住

家に被害が発生した場合に、被災した住家の「被害の程度」を認定することを言い、役場

が調査を実施します。この、被害認定調査結果に基づき、被災者の方に「罹災証明書」が

発行されます。

■罹災証明書は、被災者からの申請に基づき、被害認定調査を実施し、住家の被害程度を

証明するものです。

■被災から支援措置の活用までの流れ

第４章 災害からの復旧・復興（災害復旧・復興対策）

①被災者から罹災証
明書発行の申請（窓
口まで）
・申請書は役場にあ
りますが、ＨＰでダ
ウンロードも可能で
す。
・前もって、自宅に
準備しておけばより
スムーズに申請でき
ます。

②町が被害認定調査
を実施
・調査員２名が内閣
府が定めた、被害認
定基準運用指針に基
づき判定します。
・被害程度は「全
壊・大規模半壊・半
壊及び半壊に至らな
い」の４段階です。

③町
から
被災
者へ
罹災
証明
書を
交付

④被災者は各種被害者支援措置
へ活用
・被災者給付金や融資などの申
請
〇災害義援金の受給
〇税金・国民健康保険料（税）
介護保険料などの支払い猶予・
減免
〇公的サービス料金料の減免
〇保険兼支払い請求
〇仮設住宅への入居 など

注意１：各種減免・猶予は被害の程度などによって違いがあり、必ず適用されるとは限りません。

注意２：町では、被害認定調査とは別に、余震等による二次災害防止のために応急危険度判定を実施します。

応急判定士が一定の基準に基づき、当面の使用の可否を判断（危険（赤）要注意（黄）調査済み

（緑））し、「危険（赤）」に該当した建物は使用が制限されます。

被害認定調査と応急危険度判定は目的が違うことから、判定結果も別に行われ、仮に「危険

（赤）」に認定されても、被害認定調査で「全壊」等ではなく「一部損壊」になる可能性もあります。

２．被災者への生活保障・生活再建支援

■町は、災害により被害を受けた住民の生活の再建のため、主に以下のような取り組みを

行います。

①被災者に対する職業あっせん、②租税の徴収猶予・減免、③支援物資、義援金の受け入

れ、④住宅被害の普及対策等、⑤生活必需品・復旧用資器材の確保、⑥農業災害補償・漁

業災害補償、⑦被災者の住宅確保の支援、⑧援助、助成措置の広報






