
 

 

 

第２章  災害予防に関する計画 

 

第１節  危険区域の把握 

    災害時において、迅速かつ的確な災害対策が実施できるように地域内の危険区域を把握しておく。 

    本市における災害の主なものは、台風災害、集中豪雨による水害であり、震災もいつ発生するか

分からない状況にある。 

 

※ 資料編参照 

     【資料１ 重要水防区域】 

     【資料２ 急傾斜地崩壊危険区域指定一覧表】 

     【資料３ 土石流発生危険箇所】 

     【資料４ 地すべり危険箇所一覧】 

     【資料１４ 筑後川洪水ハザードマップ（うきは市）】 

   【資料１６ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定状況】  

   【資料１７ 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域図】 
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第２節 災害危険箇所の調査 

１．事前調査 

市長が行う事前措置の指示は、災害の発生が具体的に予想できる場合に認められるものである

が、この事前措置を効果的に行うために、その対象となり得るものを、あらかじめ調査把握して

おくものとする。 

２．事前措置の方法 

事前措置のための指示は、災害時に緊急事態が切迫した場合に即時に管理者等に対して行うこ

とができるのであるが、その時になって初めて指示をおこなったのでは、直ちに措置ができない

場合が予想され、的確な結果は得られない。 

そこで災害が発生した場合に事前措置の対象となり得るものを、あらかじめ予想できるものに

ついて、管理者等に対し予告を行うなど、事前に指導するものとする。 

方法としては、口頭又は文書をもって通知する。 

３．道路・橋梁の危険箇所の把握 

市長は、市の管理する道路、橋梁、その他交通に支障を及ぼすおそれのある箇所を早急に把握

し、災害時に迅速かつ適切な措置がとれるように努めるとともに、市内を通行中の車両・公共交

通機関・一般住民に対して道路の損壊・崩土・橋梁の流失のため、災害が発生した場合は直ちに

市に報告するよう常に指導啓蒙しておくものとする。 
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第３節 防災会議の充実 

本市に係る災害予防対策を推進するため、防災会議を年１回以上開催し、地域防災計画の作成、

見直し及び実施を推進する。 

「うきは市防災会議」の構成 

会 長   

うきは市長 

委 員 

１．うきは警察署長 

２．副市長及び教育長 

３．市長が内部の職員のうちから指名するもの 

４．市議会議長 

５．国土交通省筑後川河川事務所吉井出張所長 

６．福岡県朝倉農林事務所合所ダム管理出張所長 

７．うきは市消防団正副団長、消防委員長及び浮羽消防署長 

８．うきは市土木協力会代表 

９．うきは市建設業協力会代表 

10．耳納山麓土地改良区理事長 

  11. 浮羽医師会代表 

  12. うきは市正副区長会長 

  13. うきは市社会福祉協議会会長 

 

 

※資料編参照 【資料５ うきは市防災会議設置条例】 
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第４節 防災施設の新設及び改良 

防災上重要な事業あるいは施設の整備に関する計画としては、国及び県の長期的な計画等に基づ

き、財政的援助のもとに計画され行われるものが大部分を占めているが、市自体、防災上の観点か

ら計画し積極的に施設整備を図る努力が必要である。 

これらの計画について、防災上の効果を考慮して実施可能な計画を樹立して定めておくものとす

る。 

１．河川の治水事業 

水防防災上当市においては、多くの河川が流れていることから、治水事業は防災上重要な事業

である。 

２．消防施設の整備事業 

（１）消防自動車等 

市民の生命・財産を災害から守り、その被害を最小限に防止するため、消防力の充実を図

り、老朽化した消防自動車等については、逐次更新をしていくものとする。 

３．災害に強いまちづくりの推進 

避難路・避難地の整備、公園等オープンスペースの整備、住宅密集地の面的整備、建築物の耐

震・不燃化等災害に強いまちづくりを着実に推進するものとする。 

（１）公共、公用施設の耐震化・液状化対策の推進 

大規模な地震災害が発生した場合、災害応急対策を円滑に実施するためには、公共施設等

の耐震性等を確保しておく必要があることから、耐震化・液状化対策を推進する。 

なお、防災上重要となる建築物は次のとおりである。 

ア．市役所（吉井庁舎・浮羽庁舎） 

イ．地区公民館 

ウ．小・中学校 

エ．保育所（園） 

    オ．上記の他、避難所として指定している施設 

     

 ※資料編参照 【資料６ 避難所として利用される施設】 
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（２）一般建築物の耐震化・液状化対策の推進 

地震による建築物の被災は、重大な人的被害の発生をもたらすとともに、火災の発生源と

もなり、地震被害の軽減対策上その耐震性の確保は極めて重要である。このため、一般建築

物の耐震化・液状化対策について啓発を推進する。その際、建築設備、ブロック塀、自動販

売機、窓ガラス、看板、屋内の家具等の転倒・落下対策についても周知を図る。 

４．道路・橋梁の整備 

道路・橋梁は、人や物を輸送するだけでなく、火災の延焼防止や災害時の避難、緊急物資の輸

送ルートなど多様な機能を有している。このため、各道路管理者は道路の整備、橋梁の架け替え、

補修などを推進する。 

５．ライフライン施設の整備 

上下水道施設、電気、ガス、通信施設が地震によって被害を受けると、日常生活や各種災害応

急対策活動に大きな影響を及ぼす。市は、上下水道施設の耐震化及び液状化対策に努めるととも

に、電気、ガス、通信施設に係る各社と日頃から情報交換を行い、その防災対策の現状を把握す

るとともに、必要に応じて防災対策の向上を要請する。 

 

※資料編参照 【資料７ 地震防災緊急事業５箇年計画】 
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第５節 各種災害別の災害予防 

１．暴風雨に対する災害予防 

当地域は台風通過の経路上にあたり、台風常襲地域である。また雨量も多く、危険を事前に察

知し被害の拡大を防ぐために、消防団その他一般住民の協力によって、予想される危険区域を巡

視するものとする。特に豪雨による水害の予防を重点項目とする。 

（１）農業用水路の点検 

農業用水路を軽視すると思わぬ大災害を招くことがある。これらの工作物を管理する管理

団体は、災害時における点検と適切な予防措置を講じ、未然に災害を防止するよう努めるも

のとする。 

（２）水防資材等の整備点検 

水防倉庫に備蓄する水防資材等を災害時にすぐに活用できるよう、常に整備点検しておく

ものとする。 

２．地震に対する災害予防 

地震を事前に予知することは、現段階では不可能であるが、地震が発生した場合直ちに応急措

置が行えるように予防措置等を講じておくものとする。 

（１）地震発生時における心構えの周知 

一般住民が地震時に心得ておくべき注意事項を、地震発生時はもちろん、常時機会をとら

えて周知し、住民自ら的確な応急措置の実施と被害の拡大防止が図られるよう必要なことを

定めておくものとする。その心得としては、次のようなことが考えられる。 

ア．隣保共助 

① 近隣者の協力の必要性 

② 事前準備（応急消火用具等） 

イ．平素の心得 

① 火気使用器具の安全性 

② 危険物の点検 

③ 応急消火用具の用意 

④ 落下物の防止ととっさの待避 

⑤ 非常持ち出しの確認整理 

⑥ 応急用工作用具の準備 

⑦ ２～３日分の食糧、飲料水の備蓄 

ウ．地震時の処理 

① 手早く火の始末を行う 

② 危険物品の取扱い中の始末について 

③ あわてずに行動すること 

④ 家具物件を道路に搬出しない 

⑤ 避難と携行品について 

エ．正しい情報 

公共機関からの情報に注意すること。 
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（２）避難の措置 

住民が安心して避難できる安全な場所を設定し、関係住民にその場所を周知徹底させてお

くものとする。また避難の勧告・指示、誘導が迅速かつ的確に行われるよう、防災行政無線、

広報車等により伝達の徹底を図るものとする。 

（３）重点震災予防対策 

本市における震災対策のうち、重点的に取り組む対策は以下のものとする。 

ア．被害の発生防止・拡大防止対策の推進 

① 防災拠点となる公共施設の耐震化の推進 

イ．住民等の自主防災力の向上 

① 防災マップの作成及び発災対応型防災訓練の実施 

② 災害弱者向け防災行動マニュアルの作成・配布 

③ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル「１７１」の周知 

       ④ 防災メールまもる君の活用推進（福岡県） 

       ⑤ 総合情報配信システムの活用推進（うきは市） 

     ウ．市の防災力の向上 

① 対策本部の充実 

② 被害調査マニュアル・災害広報紙の発行マニュアルの作成 

③ 各種協定の締結 

④ 避難所（指定・福祉）の運営管理マニュアルの作成 

⑤ 応急危険度判定体制の整備 

⑥ 災害弱者支援マニュアルの作成 

⑦ 図上シミュレーション訓練の実施 

３．大火に対する災害予防 

災害の予防については、防火思想の普及徹底と消防体制の充実強化を図ることにより、相当な

効果を期待し得るものである。特に大火は、一般住民の協力により防止できるものであるから、

火災予防対策の普及徹底を図るものとする。 

（１）消防機関の警戒措置体制の確保 

ア．警戒出動のための要員出動又は伝達方法 

火災警報等が発令され出動を要する場合には、直ちに要員が確保できるようにあらか

じめ責任者を指名しておくものとする。 

消防団の出動伝達体制は下記による   

 団 長  副団長  本部長  副本部長  分団長  部長  班長  団員 

                      

イ．点検計画 

各消防団は、各地区担当区に直ちに出動し活動できるように消防施設（消防車等）の

点検整備を図るものとする。 

① 通常点検（毎月 2回行うものとする）  ② 現場点検（放水点検等） 

ウ．火災予防査察 

消防法第４条の規定により、消防署長は防火対象物の所有者等に対して、火災予防上

必要な資料の提出又は防火対象物への立入検査等を行い、火災予防対策の指導を強化す

る。 
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 ① 特殊対象物の査察……工場・公共施設・病院等 

② 一般住宅の査察 

消防署・消防団等、春秋の火災予防週間及び必要に応じての火気を取り扱う設備等を

重点的に査察するものとする。 

エ．防火管理者制度の推進 

消防法第８条の規定により選任されている防火管理者に対し、防火対象物に係る消防

計画の作成、防災訓練の実施、消防設備等の点検、火気の使用等の監督、収容人員の管

理、その他防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導し、防火管理者制度の推進

を図る。 

（２）地震時の火災予防 

地震発生時において最も被害を大きくするものが火災の発生及び延焼である。これらを防

ぐため、先ず第一に火災の発生を抑え、次いで火災が発生した場合にその延焼を最小限にと

どめるよう初期消火を行うことによって被害の軽減を図っていくことが重要となるため、次

のような対策を実施する。 

ア．出火防止措置 

① 一般家庭に対する指導 

・ガスコンロ等の一般火気器具からの出火、特に油鍋等を使用している場合の出火

防止のため、地震時にはまず火を消すこと、火気器具周辺に可燃物を置かないこ

と等の指導を行う。 

・家庭用消火器、消防用設備等の設置ならびにこれら器具の取扱い方法について指

導する。 

・家庭用燃料タンクは、転倒防止措置を施すよう指導する。 

・防火ポスター、パンフレット等の印刷物の配布、防火映画、防火ビデオ等の使用

等による講演、その他火災予防期間中の防災行政無線や広報車による呼びかけ等

を通じて火災予防の徹底を図る。 

② 事業所に対する指導 

・消防用設備等の維持点検と取扱い方法及び火気管理の徹底を図る。 

・避難、誘導体制の総合的な整備を図る。 

・自衛消防の育成指導を図る。 

・旅館、複数の業種が混在する店舗やコンビニエンスストア等の不特定多数の者が

出入りする施設においては、特に出火防止対策を積極的に指導する。 

・化学薬品を保有する学校、会社等においては、混合発火が生じないよう適正に管

理し、化学薬品の容器や保管庫、戸棚の転倒防止措置を施すよう指導する。 

イ．初期消火の指導 

地震火災による延焼拡大を防止するには、消防機関だけでなく、市民や自主防災組織

による初期消火が必要となる。そこで次のような初期消火の指導に努める。 

① 各家庭や職場に対して消火器具の設置を奨励する。 

② 自主防災組織、行政区に対する初期消火の訓練・指導を行う。 

③ パンフレットなどにより消火方法・知識の普及を図る。 
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第６節 災害通信整備計画 

１．災害通信系統図の作成 

市が行う災害通信連絡が迅速かつ的確に行われるように、各地区への連絡、公共機関、公共団

体への連絡、その他防災上重要な施設ならびに県などの一般機関へ連絡するための通信系統図を

作成するものとする。 

福岡県庁 県出先機関 

浮羽消防署 

 

 

 

※資料編参照 【資料８ 災害通信連絡先名簿】 

２．通信手段の確保 

（１）防災行政無線 

ア．災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、防災行政無線等の整備・充実を図る。 

イ．住民に対して情報を迅速かつ的確に伝達するため、同報系設備の整備・充実を図る。 

ウ．災害現場の情報を迅速かつ的確に収集するため、移動系設備の整備・充実を図る。 

エ．主要防災関係機関への通信回路を設置する。 

（２）災害時優先電話 

災害時優先電話の配備・指定について、ＮＴＴに要請し、緊急連絡体制の確立を図る。 

３．通信施設の整備 

（１）有線通信施設 

機器の転倒防止、非常電源・燃料確保等の耐震性の向上を図るとともに、大幅な通信の輻

輳の影響を受けない専用回線網の整備を図る。 

（２）無線通信施設 

機器の転倒防止、非常電源・燃料確保等の耐震性の向上を図るとともに、特に共通波の使

用に際しては、電波の混信をさせないための通信統制計画を図る。 

うきは市 

災害対策本部 

国土交通省 

うきは市消防団 

農 協 

商工会 

西日本電信電話（株）

各行政区長 自主防災組織 ＮＨＫ福岡放送局 

各小中学校、保育所 

福岡管区気象台 

うきは警察署 
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４．無線従事者の確保 

大規模な災害が発生した場合に、通信機能を有効に活用できるように、平常時から市職員の教

育・育成を積極的に推進し、無線従事者の増員確保を図る。 

また、各通信系統の通信方法、通話試験方法、通常点検及び随時点検の実施方法、総合点検の

実施方法等をマニュアル化する。 

５．民間との協力協定の促進 

民間の無線従事者からの情報提供等に備えて、市内のアマチュア無線クラブ、タクシー無線取

扱業者等に、災害時の協力協定の締結を促進する。 

６．その他の通信設備 

情報通信技術の高度化に伴い、パソコン通信による情報交換やインターネットによる情報発信、

携帯電話によるうきは市総合情報配信システム、福岡県の防災メールまもる君等の活用を推進す

る。 
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第７節 防災知識の普及 

１．防災知識の普及 

（１）市職員に対する教育 

地域防災計画が的確、有効に活用されるように、その内容、運用等を周知徹底する。 

ア．防災知識の普及 

① 災害の基礎知識 

② 災害に対する地域の危険性 

イ．災害対策に関する事項 

① 災害対策本部の組織、事務分担の徹底 

② 被害の調査方法及び被害報告要領ならびに連絡方法 

③ その他災害対策に関する事項 

（２）一般住民に対する教育 

地域防災計画に定めているなかで、特に一般住民に普及させ、又は注意を喚起する必要が

ある事項を周知徹底させるものとする。 

ア．災害に対する一般知識 

イ．災害に備えた食糧、飲料水、救急用品、非常持出品等の備蓄・準備 

ウ．避難所、避難経路、避難対策に関する知識 

エ．火災予防に関する事項 

オ．住宅の耐震診断・補強、火気の始末等、地震に関する対策事項 

カ．室内外における災害発生時の心得 

キ．災害危険箇所 

ク．防災訓練、自主防災活動の実施 

（３）小中学校における教育 

ア．教材の一部として、災害の種類、原因、被害あるいは立地条件と災害の関係等につい

ての周知 

イ．災害時の行動計画の策定及び周知徹底 

ウ．防災訓練の実施 

エ．防災に関する作文、絵画コンクールあるいは講演会等の開催 

オ．防災関係団体と連携しての関係行事への参加 

カ．映画、スライド等による防災知識の普及、徹底 

（４）多数を収容する施設における防災知識の普及、徹底 

病院、会社、工場、及び保育所（園）、幼稚園等の災害弱者関連施設で多数の者を収容する

施設は、平素から綿密な避難計画を策定し、警察、消防団等の協力を得て避難訓練を行い、

有事に際し混乱しないよう努めることとする。 
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２．普及の方法 

一般住民に防災知識を普及する方法として、次のような方法で周知を図る。 

ア．広報誌・パンフレット等 

イ．防災マップ 

ウ．防災行政無線による放送 

エ．広報車の巡回 

オ．ビデオ・映画の上映会、講習会 

－ 20 － 



 

 

 

第８節 防災訓練の実施 

地域防災計画が、災害時に充分活用され的確に遂行できるように、防災訓練を実施し、関係団体

の連携、防災体制の整備、防災思想の普及等を図るものとする。 

１．総合防災訓練 

災害時の防災体制の万全を期するため、自衛隊をはじめ防災関係機関及び住民の協力を得て地

震、大雨等による災害を想定し、総合防災訓練を実施する。 

また、実施にあたっては、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体及び地域住民等との連

携を図るとともに、高齢者、障害者、外国人、乳幼児等の災害弱者に充分配慮するものとする。 

訓練事項としては、次のものが挙げられる。 

（１）情報の収集・伝達 

（２）災害対策本部設置 

（３）被災地偵察 

（４）避難誘導 

（５）救出救助 

（６）医療救護 

（７）火災消火 

（８）交通規制 

（９）救援物資の輸送 

（10）給水・給食 

２．図上訓練 

災害対策本部の設置運営を円滑に行うための職員向けの図上訓練、地域における防災力の向上

を図るための住民向けの図上訓練を行う。 

３．水防訓練 

台風及び集中豪雨ならびにこれらに伴う河川の堤防決壊に備えて、水防活動を迅速かつ的確に

遂行するため、市の防災組織及び関係機関と合同して水防に関し必要な訓練を実施する。 

４．火災消火訓練 

災害時の火災を想定して、火災を想定して迅速かつ的確に消火活動体制を作り得るために、消

火活動、指揮系統の伝達等に関し必要な訓練を実施する。 
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