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７  防災  高い防災力を維持する災害に強いまち

現状・課題

(1) 自助・共助・公助による災害死ゼロを目指します。

① 防災対策の充実

・2011（平成 23）年３月 11 日の東日本大震災において，本市は甚大な被害を受けました。
また，近年は台風の大型化や局地的大雨等の影響により，全国各地で大規模な洪水や土
砂災害等の自然災害が発生しており，新型コロナウイルス等の感染症拡大時の対応も考
慮し，震災からの復興と合わせ，さらなる防災対策の推進が求められています。
・大規模災害時には救出救護及び避難誘導等，広範囲な対応が必要となり，すぐに全ての
地域で行政による対応「公助」の実施は困難な場合があるため，住民が自らを災害から
守る「自助」，地域社会がお互いを守る「共助」が重要となります。
・震災復興計画の目標である津波死ゼロのまちづくりを目指すため，東日本大震災により
浸水被害のあった自主防災組織未結成地区において，重点的に防災訓練や防災マップづ
くり等の支援を行いながら，自主防災組織の育成・強化に努めています。
・震災後，新たなコミュニティの結成に伴い，既存コミュニティも含めた地域の自主防災
体制の構築や，災害時の避難において，特に支援を要する避難行動要支援者等の避難支
援対策の強化等を図る必要があります。
・震災の記憶と教訓を後世に伝える活動として，東日本大震災遺構・伝承館や津波体験館，
リアス・アーク美術館，シャークミュージアムによる展示のほか，震災語り部をはじめ，
地域や企業，学校における防災教育が行われています。また，復興祈念公園が追悼と鎮魂，
防災への思いを新たにする場として整備されています。
・震災記憶の風化に伴う，市民の防災意識低下を防ぐ取組を官民協働で図る必要がありま
す。

● 自主防災組織の推移（2010（平成 22）年～ 2020（令和２）年）

資料：気仙沼市

関連する
SDGs 
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施策の方向性

・地域や事業所，行政等が連携し，自主防災組織の結成や育成・支援，避難行動要支援者
の避難支援個別計画の策定等に取り組み，地域防災力の強化を図ります。
・防災・減災対策として，震災復興計画等に基づき，防潮堤等の海岸保全施設や河川堤防，
避難路等の復旧・復興事業を推進します。
・海岸保全施設の復旧や復興まちづくりの整備状況を踏まえ，津波避難計画の見直しを行
うとともに，情報伝達や避難方法等，津波避難体制の強化を図ります。
・大雨，洪水，土砂災害等の水害対策として，冠水対策や河川堤防の整備，洪水ハザードマッ
プ，土砂災害警戒区域等におけるハザードマップの作成・活用等による警戒避難体制の
強化を図ります。
・東日本大震災の記憶と教訓を世代や地域を超えて伝えるための活動や拠点を通じ，本市
のみならず他地域の防災・減災対策の普及・啓発にも寄与できるよう体制整備を図りま
す。

主な指標

カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

☆毎月 11 日の「防災を考える日」において，家庭や学校，職場，地域で災害時の防災ルー
ルや備えについての話し合いや点検等を行い，防災タイムラインの作成などを通じて
防災に対する意識を高めます。
☆気象庁発表の警報・注意報等の情報収集に努め，避難する際は，行政の発令に基づき，
または発令前でも危険と感じた場合には速やかに行動します。
☆防災訓練に積極的に参加します。
☆自宅や付近の災害の危険性を認識し，様々な状況における避難のあり方を考えます。
☆地域の一員として，自主防災組織を結成し，防災力向上の取組を進めます。
☆地域の一員として，高齢者・障害者・外国人・観光客等，避難の際に支援が必要な方々
に対し，普段から見守り，声掛けを行います。

市民

☆地域は，自主防災組織の結成や避難行動要支援者等の避難支援への協力を行います。
☆地域は，学校や事業所等と連携し，防災訓練の実施等に努めます。
☆地域（自主防災組織）は，避難所の運営を行えるよう災害危険箇所の把握や訓練に努
めるとともに，有効に機能するよう若い世代を含む広い世代での構成を目指します。

地域・
事業者

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政） 

指標項目 目標設定の考え方現状 2020（R2） 目標 2026（R8）

自主防災組織の
組織率

避難行動要支援者
避難支援個別計画
策定着手済の自治
組織率

地域の防災力を向上させるた
め，自主防災組織の組織率，
100% を目指す

避難行動要支援者の避難支援対
策の強化を図るため，計画策定
自治組織の着手率，100％を目
指す

63.7%
（組織自治会数 130
/ 自治会数 204）

79.1％
（着手自治組織数 151
/ 対象自治組織数 191）

100％

100％
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☆事業者は，地域の防災組織に協力し，防災活動に参加するとともに，防災備蓄品の整
備や一時避難場所の提供等，避難対策への協力・実施に努めます。
☆事業者は，災害時における事業継続や早期復旧のため，事業継続計画※1 の策定に努
めます。

地域・
事業者

行政

☆自主防災組織連絡協議会等と連携を図り，地域や事業所等に対し，防災研修会や総合
防災訓練等への参加を促し，自主防災組織の結成や育成・支援に関する取組を強化し
ます。
☆地域の防災リーダーを養成するため，防災士養成研修を実施するなど，人材育成に向
けた取組を行います。
☆避難支援個別計画の策定等，避難行動要支援者等への避難支援対策を推進します。
☆医療的ケアが必要な重度の障害のある人に対し，それぞれの特性や疾患に応じた避難
計画（災害時対応ハンドブック※2）の作成を支援します。

☆学校と地域，事業所等が連携した地域防災づくりの拠点となる地区防災委員会等の組
織結成を進めるとともに，警察署や消防署等の関係機関との応援協力体制の確立に取
り組みます。

☆地域において，子どもや高齢者，障害者等，ライフステージに応じた防災講座等の開
催や，防災タイムライン作成支援等を通じ，地域防災力の向上を図ります。

☆小・中学校等において，防災講座等を開催し，防災教育の推進に努めます。

☆地域防災計画に基づき，防災体制の強化と計画の周知を図り，災害の拡大防止に努め
ます。また，国，県の地域防災計画が修正された場合は，必要に応じ，地域防災計画
の見直しを行います。
☆災害時における防災行政無線や防災ラジオ等，情報伝達体制の充実を図り，各媒体の
周知に努めるとともに，有効活用がなされるよう検討を進めます。

☆気象庁発表の警報・注意報・土砂災害警戒情報や，宮城県河川流域情報システムによ
る河川水位情報等の各種観測データを活用し，避難準備・高齢者等避難開始や避難指
示等，適切な避難情報の発令に努めます。

☆指定避難所の適切な運用を図るため，復興事業により整備された施設の活用を含め，
避難対象者をカバーするエリア等に配慮した運用を行います。

☆避難所の環境整備と機能向上を図るため，新型コロナウイルス等の感染症拡大時の対
応も考慮した資機材等の整備により，市民の安全確保に努めます。また，避難所での
生活が困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所の運営体制等の充実を図ります。

☆復興後のまちづくりや観光客等にも配慮した避難誘導看板等の設置を推進します。
☆災害時に備え，防災広場や学校跡地施設等，既存施設の活用も含めた防災拠点施設（応
援部隊の集結場所等）の検討を進めます。

☆防災物資集積・配送基地の活用により物資に係る対応が円滑に行える体制整備に努め
ます。
☆震災時の経験や教訓を活かし，他の被災自治体への人的・物的支援を実施できる体制
整備に努めます。

【地域防災力の向上】

【防災・減災対策の充実・強化】
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行政

☆大雨等による冠水対策として，ポンプ場や函渠等の施設整備を進めます。
☆洪水等による水害を防止するため，河川改修等に努めるほか，洪水ハザードマップ等
による周知・啓発を図り，安全の確保に努めます。
☆水防計画に基づき，防災体制の強化と計画の周知を図り，水害の拡大防止に努めます。
また，水防法等の改正に併せ，水防計画の見直しを行います。
☆水防法に基づき，県が作成する洪水浸水想定区域図を踏まえ，洪水ハザードマップの
見直しを行います。

☆土砂災害ハザードマップ等による地域住民への周知・啓発を図るとともに，県が指定
する土砂災害警戒区域等においては，地震や集中豪雨時の警戒活動を強化する等，安
全確保に努めます。
☆土砂災害防止法における県の区域指定とともに，土砂災害ハザードマップの作成等，
警戒避難体制の強化や規制の周知徹底を図り，土砂災害避難訓練等の実施に努めます。

☆震災の記憶や教訓を次世代に語り継ぐ震災語り部や，防災・減災教育の場としての震
災遺構・伝承館，犠牲者を追悼し，安寧を祈念する復興祈念公園等を通して，東日本
大震災の記憶と教訓を後世に，また，全国・全世界の人々に伝えることで各地の防災・
減災に寄与します

【水害対策の推進】

【土砂災害対策の推進】

【震災の記憶と教訓の伝承】

☆津波・高潮対策を強化するため，防潮堤等の海岸保全施設整備により，浸水被害の軽
減を図ります。
☆津波避難計画に基づき，最大クラスの津波に対しても，円滑な避難が行えるよう，情
報伝達体制や避難方法について，地域住民に周知・徹底を図ります。
☆津波防災地域づくりに関する法律に基づき，県が作成する津波浸水想定区域図を踏ま
え，津波避難計画の見直しを行います。

☆国や県，関係機関，関連企業等との支援協定等による応援協力体制の強化に努めます。
☆震災の教訓を踏まえ，2016（平成 28）年３月に改定したＢＣＰ（業務継続計画）※3

に基づき，災害時でも一定の業務を的確に行えるよう，全庁的な業務執行体制の整備
に努めます。
☆女川原子力発電所ＵＰＺ※4 内（30 ㎞圏内）の石巻市との原子力災害時における住民
の広域避難に関する協定に基づき，当市が災害対応等により対応できない場合を除き，
広域避難の受入れ（旧北上町全域及び旧河北町の一部の住民）に協力ができるよう，
石巻市との協議及び実効性のある実施体制の整備に努めます。
☆本市は，女川原子力発電所から 30 ㎞圏外に位置しますが，地域防災計画に基づき，
住民の避難体制整備を図るとともに，30 ㎞圏外における避難計画の策定支援につい
て，国，県に要望します。
☆事業者における事業継続計画の策定の取組に係るニーズへの対応に努めます。
☆防災重点ため池の機能診断等に基づき，ため池流域の防災・減災に必要な施設整備を
行い，地域の安全と防災力の向上を図ります。
☆災害後の円滑な復旧・復興に資するため，地籍調査の推進を図ります。

【地震・津波・高潮対策の推進】
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※ 1 事業継続計画

※2 災害時対応
　 ハンドブック

※3 ＢＣＰ
　 （業務継続計画）

※4 ＵＰＺ

事業所が，災害時において，事業の継続や早期復旧を可能とするために，平常時に行
うべき活動や緊急時における事業継続のための方法等をあらかじめ定める計画のこと
をいいます。

重度の障害がある方や家族が，災害に備えて緊急連絡先や病院などの避難先，医療機
器を含む備蓄品等を確認するとともに，日頃から療養環境を整備しておくため作成す
るものです。支援関係者と話し合い作成することで，互いの理解を深め，災害時に必
要な支援や役割分担の共有にもつながります。

災害時に行政自らも被災し，人，物，情報等利用できる資源に制約がある状況下にお
いて，優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定するとともに，業務の執行
体制や対応手順，継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画のことをいいま
す。

ＩＡＥＡ（国際原子力機関）の国際基準では，原子力発電所で事故が発生し緊急事態
となった場合に，放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を開始するＰ
ＡＺ（Precautionary Action Zone：予防的防護措置を準備する区域）と，屋内退避
などの防護措置を行うＵＰＺ（Urgent Protective action planning Zone：緊急防護措
置を準備する区域）を設けることになっています。
　ＩＡＥＡの国際基準を参考に原子力災害対策指針では，ＰＡＺについては原子力発
電所から概ね５km圏とすることを，ＵＰＺについては概ね５km～ 30km圏とする
ことを定めています。

出典：内閣府

PAZ
（概ね半径5km圏）

UPZ
（概ね半径30km圏）

●PAZ：Precautionary Action Zone

● UPZ：Urgent Protective action planning Zone

原子力施設から概ね半径 5km圏内。
放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を行う。

PAZ の外側の概ね半径 30km圏内。
予防的な防護措置を含め，段階的に屋内退避，避難，一時移転を行う。
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＜避難所のカテゴリー（分類）＞
※【  】括弧内の設定数（想定）は 2020（令和２）年 12 月時点

　災害発生時または発生が予想される際に，避難した多くの市民等が災害の危険がなく
なるまで一定期間滞在し，又は災害により家屋等が被災するなど，自宅へ戻れなくなっ
た居住者等が一時的に滞在する施設

　指定避難所に避難したが，その施設での滞在・生活は困難な高齢者や障害者等の災害
時要援護者を対象とし，受入・対応するため専門職員を配置し，運営するために開設す
る二次的避難所

　地域の集会施設等を，地域住民の一時的な避難のため，自主防災組織や自治組織が中
心となり，自発的に開設・運営する避難所

　災害（洪水・津波）の想定浸水区域内に位置するなど，指定避難所としては適さない
が，災害収束後に施設被害がない場合に，家屋等が被災し生活ができない被災された方
が，暫定的な生活に使用する避難所

　台風，大雨等の風水害が想定される場合に，安全に避難行動と受入れが行われるよう
風雨が強まる前に早期に開設する 12 の指定避難所
　新型コロナウイルス感染防止対策のため三密（密集・密接・密閉）を防ぐ観点から，
当面の間は施設数を 25 施設として運用する。
　なお，災害の状況等に応じてこれ以外の避難所も開設する場合がある。

指定避難所【46施設：小中学校，公民館，総合体育館等】

福祉避難所【４施設：すこやか，やすらぎ，燦さん館，いこい】

コミュニティ避難所【49施設：自治会館，コミュニティセンター等】

避難所（避難生活所）

風水害等対応早期開設避難所【25施設：（一部）小中学校，公民館，総合体育館等】
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現状・課題

② 消防体制の充実

【消防体制】

【消防団】

・自然条件の変化に加え，人口減少・高齢社会の進展，建物の高層化など，様々な社会環
境の変化に伴う災害リスクに対応するためには，市民の防災・減災意識の向上と消防体
制の充実強化が必要です。

・消防団は，地域防災体制の中核的存在として，消火活動をはじめ，避難支援や救助，警戒，
防災啓発活動，地域行事の警備等，その果たす役割は幅広く，地域に密着した活動を展
開しています。
・消防団は，全国的に，団員の高年齢化に伴い退団者が増加する一方で，若年層人口の減
少などにより，団員を確保することが困難となっており，本市においても団員の減少が
懸念されています。
・消防団活動は，頻繁に発生する災害に備え，より一層安全かつ迅速に活動する体制が必
要なことから，団員の消防知識や専門技術の向上が求められています。
・消防団員の報酬については，2017（平成 29）年４月に改定しています。

● 気仙沼市消防団員数及び消防団員平均年齢

資料：気仙沼市 ※充足率は，消防団員定数 900 人に対する団員数

施策の方向性

・消防本部，消防署，消防団，婦人防火クラブ，自主防災組織等の関係機関が連携し，市
　民の防災意識の高揚や消防体制の充実強化を図ります。
・地域防災体制の中核的存在である消防団員の入団促進と消防団の充実強化を図ります。

関連する
SDGs 
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主な指標

カテゴリーＡ　　　取組によって改善できる数値目標

 

指標項目 現状 2020（R2） 目標 2026（R8） 目標設定の考え方

消防団員数 消防団員定数の 80%
の確保を目指す

708 人 720 人

☆日頃から防災・減災を意識し，消火器や住宅用火災警報器などの点検・管理を行います。
☆消防救急活動に対する理解を深め，協力します。
☆防災訓練等に積極的に参加します。
☆消防団員の確保に積極的に協力します。

市民

☆日頃から防災・減災を意識し，消火器や自動火災報知設備などの消防設備の点検・管
理を行います。
☆大規模災害に備え，消火や救助，救急に必要な資機材，非常用物品等を準備し，適切
な管理を行います。
☆消防救急活動に対する理解を深め，協力します。
☆防災意識の向上を図るため，防災関係機関と連携し，防災訓練等を開催します。
☆消防団活動に対する理解を深め，職場において団員が活動しやすい環境づくりに協力
します。

地域・
事業者

行政

☆消火，救助，救急体制の充実強化を図るため，気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消
防本部において，消防本部事業計画に基づき実施する施設・設備の整備 , 職員教育，
訓練，研修等を行います。
☆震災復興により，災害公営住宅の中高層建物が整備されたことから，中高層集合住宅
に居住する住民の防災対策を進めるため，住民と防災関係機関が一体となって，通報・
避難・避難誘導・梯子車による救助・消火等の防災訓練を行います。
☆市民の防火意識の高揚と防災知識の向上を図るため，消防本部，消防署，消防団，婦
人防火クラブ，少年消防クラブ，自主防災組織等と連携し，消火・避難訓練や各種研
修会等を開催します。
☆消防本部や消防署と連携し，婦人防火クラブや９歳以下の児童園児で構成する幼年消
防クラブ，10 歳から 15 歳の児童・生徒で構成する少年消防クラブの活動を積極的に
支援し，育成に努めます。
☆消火活動に必要な消防水利を確保するため，消火栓や防火水槽の適切な維持管理，更
新整備を行います。
☆市民の救命意識の高揚と救命効果の向上を図るため，消防，医療機関等と連携し応急
手当て・自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等の救命講習会を行います。

【消防体制の充実・強化】

主な取組  （市民 , 地域・事業者 , 行政）
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行政

☆消防団員を確保するため，市広報や多数の市民が集まるイベント等において，消防団
活動を紹介し，積極的な消防団員募集活動を行います。
☆消防団，地域，事業者で連携し，防災訓練等を行い，消防団活動への理解と協力を深
め，団員が活動しやすい体制づくりに取り組みます。
☆火災の初期消火や大規模災害時の対応など限定した任務や特定の時間範囲で消防団活
動ができる「機能別消防団員制度」の導入を検討します。
☆消防団員の待遇改善については，定期的な見直しを行います。
☆消防技術向上と防災知識の取得ができるよう，消防技術を競う消防団操法大会や情報
伝達の定例無線訓練，消防学校等の教育訓練，講習会への派遣等を積極的に行います。
☆消防団活動を支える拠点施設である消防屯所の計画的な更新整備を行います。
☆老朽化した消防団車両や消防ポンプ等の消防資機材の適正な更新を行います。
☆消防団員の安全確保のため，消防団活動に必要な装備品の整備を計画的に進めます。

【消防団の充実・強化】


