
 

 

 

第９節 自主防災組織の育成 

１．自主防災組織の育成の方針 

大規模災害による通信、交通の途絶に起因する防災関係機関の防災活動機能の低下時や災害発

生初期等においては、地域住民による自主的な防災活動が災害の未然防止、被害拡大防止のため

に非常に有効である。 

こうした自主的な防災活動を効果的に行うためには、地域住民が自主的な防災組織を結成し、

平素から訓練を行っておくことが必要である。 

このため地域住民による自主防災組織の組織の設置、育成及び強化を図るものとする。 

２．自主防災組織の育成及び強化 

自主防災組織の組織化を促進するとともに、自主防災組織の育成、強化に必要な助言及び指導

等を行う。 

３．自主防災組織の組織づくり 

区毎に自主防災組織として育成することを基本とし、次のような方法等により組織づくりをす

るものとする。 

（１）区の自治活動の一環として、防災活動を組み入れることにより自主防災組織として育成す

る。 

（２）消防ＯＢ会等、何らかの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図り、自主防

災組織を育成する。 

（３）婦人団体・ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自主防災組織として育成す

る。 

４．自主防災組織の活動内容 

平  常  時 災  害  時 

・防災知識の普及（学習会･研修会の開催）

・住民参加による地区別防災マップの作成 

・防災訓練 

・防災資機材の備蓄・点検 

・危険箇所の把握・点検 

・避難計画の作成 

 

・地域の警戒 

・情報の収集・伝達 

・出火防止及び初期消火活動 

・救出・救護 

・避難命令の伝達、避難誘導 

・炊き出し等への協力 

・災害時要援護者の安全確保 

５．事務所・施設等の自衛消防組織等 

法令により設置が義務づけられている自衛消防組織については、設置の徹底を図るとともに組

織の要員の質向上を図る。 
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第 10 節 応援体制の整備 

１．相互協力体制の整備 

福岡県消防相互応援協定体制を整備するとともに、近隣市村との協力応援体制についても整備

の充実化を図る。 

２．民間との協力体制の整備 

災害時には、民間業者や市内団体からの協力が必要となる事態が予想されるので、あらかじめ

関係団体・企業等と協議し、物資の優先的供給等の業務の内容、協力方法についての協定の締結

を促進する。 

また、協定を締結した場合は必要に応じて内容等の見直しを図るものとする。 

３．自衛隊との連携体制の整備 

防災訓練の実施等を通じ、平常時から連携体制の強化を図り、あらかじめ自衛隊の災害派遣活

動が円滑に行えるよう必要な事項を取り決めるとともに、相互の情報連絡体制、災害派遣要請の

手順等を協議し、平常時から連絡体制の強化を図るものとする。 

 

 

※資料編参照【資料９ 福岡県消防相互応援協定書】 
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第 11 節 避難体制の整備 

１．避難体制の整備 

災害時、避難が必要な場合としてはおおむね次の事項が想定される。 

ア．家屋密集地で火災が発生し、延焼の危険がある場合 

イ．土砂災害や堤防、溜池の決壊等の危険がある場合 

ウ．住家が被害を受け、居住に危険がある場合 

エ．二次災害（風倒木による災害） 

こうした場合に、住民が適切に避難できるよう、下記の点について避難体制の整備を図ってい

くものとする。 

（１）広域避難場所、一時避難場所、避難路、避難所、福祉避難所の指定・整備 

（２）避難所の収容機能の他、物資備蓄機能、応急救護機能、情報収集伝達機能等防災拠点とし

ての機能に着目した施設整備 

（３）避難場所、一時避難場所、避難路、避難所、福祉避難所の住民への周知 

（４）避難所、福祉避難所の開設・運営管理体制の整備（マニュアル作成等） 

 

※資料編参照【資料６ 避難所として利用される施設】 

 

 

２．避難路の整備 

地域住民その他の安全な避難を確保するため、避難路の整備に努める。 

（１）避難路を選定するにあたっては、危険区域及び危険箇所は努めて避け、広い幅員を確保し、

歩道を整備する。 

（２）誘導標識、誘導灯、誘導索の設置を検討し、その維持に努める。 

（３）避難路上の障害物件の除去等について検討し、避難路沿道の安全化の促進を図る。 

 

  ３．広域避難計画の策定 

       市内外の広範にわたる水害を想定し、あらかじめ近隣市村と協議のうえ、広域避難計画の策

定を図る。 
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第 12 節 備蓄体制の整備 

大規模な災害により多数の被災者が発生した場合、飲料水、食糧、生活必需品等生活関連物資や

救出救助用資機材が必要となる。そこで、迅速かつ的確に被災者への支援を行うことができるよう、

県が実施した被害想定等に基づき、公的備蓄型・流通在庫備蓄型の両面から、物資の備蓄を整備す

る。 

１．備蓄の際の留意点 

（１）公的備蓄のための備蓄倉庫の整備 

（２）流通在庫備蓄のための協定等の締結 

（３）季節性、地域特性に配慮した備蓄（ストーブ、扇風機等） 

（４）災害時要援護者に配慮した備蓄（粉乳、おむつ、食しやすい食品、車イス等） 

（５）集団生活に配慮した備蓄（プライバシーの確保のための仕切板等） 

（６）時間の経過を考慮した備蓄（避難生活が長期化した場合に備えた、流通在庫備蓄体制の整

備等） 

（７）避難所等防災拠点を考慮した備蓄 

２．物資の確保 

平時より備蓄に努めるが、仕入れ等について災害時に所要量が確保できるよう、関係機関及び

供給業者等と協議を行い、必要に応じて協定等の締結を行う。 
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第 13 節 災害時要援護者対策 

 

高齢化・国際化社会を迎え、高齢者、乳幼児、傷病者、障害者及び外国人等の災害に対応するに

あたり援護を必要とする者（以下「災害時要援護者」という。）の安全確保について以下のような

対策に努める。 

１．高齢者や障害者等の災害時要援護者の分布を把握し、うきは市災害時要援護者避難支線プラン

全体計画に基づき要支援者登録を推進し、個別支援計画を策定していく。また、自主防災組織

や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じて、災害時に地域全体で災害時要援護者の安全を

確保する情報伝達、避難・救助等の体制作りを行う。 

２．災害時要援護者の様態にあわせた防災知識の普及、啓発、防災訓練を行う。（パンフレットの

配布、ビデオの作成、外国語の付記等） 

３．病院や老人ホーム等の災害時要援護者を多数収容する施設においては、災害時の混乱を避ける

ため、平常時から地域住民、警察、消防団等の協力を得ながら避難訓練を行うよう努める。 

 

 

 

※資料編参照【資料１８  うきは市災害時要援護者避難支援プラン】 
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第 14 節 災害ボランティアの活動環境等整備計画 

 

 大規模な災害の発生に際しては、災害応急対策に多数の人員が必要となり、市内の防災関係機関職

員だけでは、十分に対応しきれないことも予想される。このような状況において、被災者の多様なニ

ーズにきめ細やかに対応するためには、ボランティアの参加・協力が不可欠であることから、平常時

からボランティア及び関係団体との連絡を密にするとともに、受け入れ体制の整備などボランティア

の活動環境等の整備に努めるものとする。 

 

１．災害ボランティアの役割と協働 

災害時におけるボランティア活動について、その自発性、災害救援活動の自己完結性を考慮し

ながら、ボランティアと協働して災害対応に当たる。 

ボランティアに参加・協力を求める活動内容は次のとおりとする。 

ア．生活支援に関する業務 

①避難所運営の補助 

②炊き出し、食料等の配布 

③救援物資等の仕分け、輸送 

④高齢者、障害者等の介護補助 

⑤清掃活動 

⑥現地災害ボランティアセンター運営の補助 

⑦その他被災地での軽作業 

イ．専門的な知識を要する業務 

①救護所等での医療、看護 

②被災建築物等の危険度判定 

③外国人のための通訳 

④被災者へのメンタルヘルスケア 

⑤高齢者、障害者への介護・支援 

⑥アマチュア無線等を利用した情報通信事務 

⑦公共土木施設の調査等 

⑧その他の専門的な技術・知識が必要な業務 

 

２．災害ボランティアの受け入れ 

災害時においては、大量かつ広範なボランティアニーズが発生し、それに迅速的確に対応する

ことが求められる。 

 事前に登録されたボランティアの受け入れはもとより、災害時に全国各地から集まる未登録の

ボランティアについても、窓口を設置し適切な受け入れを行い、ボランティア活動が円滑に行わ

れるよう努めるものとする。 
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ボランティアの受け入れ系統図 

 

ボランティア団体等 本部長 交渉・調整

 

（１）受け入れ体制 

【市（総務班・厚生班）が実施する対策】 

    ①市内行政区、防災関係機関等を通じ被災地におけるボランティアニーズの把握に努めるととも

に、幅広い広報伝達手段を使いボランティア情報の提供に努める。（厚生班） 

  ②社会福祉協議会へのボランティアの受付窓口の設置を要請する。（総務班） 

    ③ボランティアの需給調整を行い、ボランティア登録した市民、団体へ社会福祉協議会を通じボ

ランティア活動を要請する。（総務班） 

 

【社会福祉協議会が実施する対策】 

    災害対策本部と連携をとり、ボランティアの受付業務を行うとともに、以下の事項について実施

する。 

①市民等（個人、団体）のボランティアの受付(登録)窓口 

②市災害対策本部（厚生班、総務班等）との連絡調整 

③ボランティアの出動の連絡調整 

 

（２）活動支援 

【市（総務班・厚生班）が実施する対策】 

  災害対策本部はボランティアの活動拠点を設定し、必要に応じ物資等の提供を行いボランティア

活動の支援を行う。 

【社会福祉協議会が実施する対策】 

  社会福祉協議会は、福祉救援ボランティアの活動内容、派遣先、人員等について災害対策本部と

連絡調整を行うとともに、活動に必要な機材・物資の調達等の支援を行う。 

 

３．ボランティア受け入れ体制の整備  

  ①ボランティア受け入れ団体相互の連絡調整体制の確率 

    災害時における災害ボランティアの円滑な受け入れなどについて検討を行うため、日本赤十

字社、社会福祉協議会その他ボランティア関係団体等は、相互協力・連絡体制の整備に努める。 

   

社会福祉協議会 

民生対策部厚生班 

総務部総務班 

登録 要請 
報告 指令 

調整 調整 
登録 

報告 

市民等 
要請 

要請 
照会 回答 

各部班 
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②ボランティア・コーディネーターの養成 

    大規模災害発生時には、ボランティアの善意を被災者のニーズと円滑に結びつけるために多

数のボランティア・コーディネーターが必要になる。 

    市は、日本赤十字社福岡県支部、社会福祉協議会その他ボランティア関係団体等と相互に連

携し、ボランティア活動の需給調整、行政との連絡調整等を円滑に行うボランティア・コーデ

ィネーターの養成に努める。 

③ボランティア受け入れマニュアルの作成 

  市は、日本赤十字社福岡県支部、社会福祉協議会その他ボランティア関係団体等と相互に連

携し、ボランティア活動が円滑に実施されるよう、各分野ごとのボランティア受け入れマニュ

アルを作成するよう努める。 

④ボランティア活動拠点の整備 

  市は、日本赤十字社福岡県支部、社会福祉協議会その他ボランティア関係団体等と相互に連

携を図りながら、ボランティア活動拠点の整備に努めることとする。 
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第 15 節 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置 

浸水想定区域については、平成 14 年５月に国土交通省九州地方整備局が水防法第１４条に基づ

き、筑後川における浸水想定区域を指定している。  

1．避難の確保を図るための措置 

 市は、浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するため、水防法第１５条の規定に基

づき、次に掲げる措置を実施する。 

（１）洪水予報の伝達 

市は、円滑かつ迅速な避難を確保するため、防災行政無線、携帯メール、広報車等を活用して、

洪水予報の伝達を行うものとする。 

なお、洪水予報の具体的伝達方法については、「第３章風水害応急対策に関する計画 第３節

予警報の伝達計画」に定めるところによる。 

（２）避難所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 

   市は、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難情報の発令及び伝達を的確に行い、

防災関係機関等の協力を得て避難誘導等を実施する。 

   なお、具体的な措置については、「第３章風水害応急対策に関する計画 第８節避難計画」に

定めるところによる。 

  

（３）浸水想定区域内に設けられた主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要

する者が利用する施設（以下「災害時要援護者施設」という。）で当該施設の利用者の洪水時の

円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設の名称及び所在地並びに当該施設

に対する洪水予報の伝達 

   市内の浸水想定区域内にある災害時要援護者施設は、２８施設あり、該当する施設の名称及び

所在地等は資料１５のとおりである。 

   市は、水防法第１５条第２項の規定に基づき、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保

が図られるよう施設管理者と協議し、当該施設ごとの洪水予報の伝達方法に定めるものとする。 

  

（４）洪水ハザードマップの作成 

   市は、（1）から（3）までの事項を市民等に周知するため、水防法第１５条第４項の規定に基

づき、これらの事項を記載した洪水ハザードマップを作成し、市民に配布するものとする。 

 

※資料編参照 【資料 15 浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の災害時要援護者施設一覧表】 
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第 16 節 土砂災害の警戒避難体制の整備 

  土砂災害防止法（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）第６条に

基づき、土砂災害警戒区域に指定された区域は、必要な警戒避難体制を整備しなければならない。

（同法第７条） 

  本市は、山間地等の面積が半数を占めているため、土砂災害（土石流・急傾斜地崩壊・地すべり）

の危険箇所が数多くある。平成 20 年 4 月に吉井町域の 12 箇所が土砂災害警戒区域に指定され、今 

後も順次区域指定がなされる予定であり、警戒避難体制の整備を早急に図る必要がある。 

 

（1）情報の収集及び伝達体制の整備 

   市は、豪雨時において、雨量情報、土砂災害警戒情報等の情報収集とともに、住民等からの土

砂災害の前兆現象や近隣の災害発生情報に関する情報の収集に努めるとともに、防災行政無線、

携帯メール等により、土砂災害発生の危険情報を住民に伝達しなければならない。 

なお、具体的伝達方法については、「第３章風水害応急対策に関する計画 第３節予警報の伝

達計画」に定めるところによる。 

 

（2）避難計画 

   土砂災害警戒情報が発表された時は、直ちに防災行政無線等により住民へ警戒と個々の危険判

断に基づく自主避難を呼びかけるとともに、なお雨が降り続き危険が切迫していると判断される

場合は、危険地域の行政区単位に避難勧告を行う。状況が更に悪化し、避難すべき時期が切迫し

たときや災害が発生したときは、避難指示を行う。 

   避難経路においては、行政区又は集落ごとに安全を基本に設定していく。 

なお、具体的避難計画については、「第３章風水害応急対策に関する計画 第８節避難計画」

に定めるところによる。 

 

（3）災害時要援護者への支援 

   土砂災害警戒情報が発表された時は、土砂災害警戒区域内の災害時要援護者施設について個別

に電話・ＦＡＸ等で伝達するものとし、また在宅の災害時要援護者については、災害時要援護避

難支援プランに基づき、協力関係者へ通知する。施設責任者又は協力関係者等は、今後更に危険

が増すと判断したときは、直ちに避難乃至避難の支援を行なうものとする。 

   市は、福祉避難所を開設し、災害時要援護避難支援プランに基づき災害時要援護者へ支援を行

う。 

  

（4）防災意識の向上 

   土砂災害危険地域に居住する市民に、土砂災害の危険性を認識させ、十分な警戒と災害時の避

難経路、避難場所、避難方法等を日頃から体得させるため、市は防災訓練や住民説明会等を実施

する。また、防災マップを作成し、市民に配布する。 

 

※土砂災害警戒情報：大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、県（県土整備部砂防課）と福

岡管区気象台が共同して市町村単位で発表するもので、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防災情報。 
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※資料編参照【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 土砂災害警戒区域等図】 
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