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資料１－１

青森県の防災対策等



青森県における防災・減災に係る政策・施策

青森県基本計画 未来を変える挑戦
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産業・雇用分野 安全・安心、健康分野 環境分野 教育、人づくり分野

政策１ 県民一人ひとりの健康づくりの推進

政策２ がんを知り、がんと向き合い、がんを乗り越えられ
るがん対策

政策５ 質の高い地域医療サービスの提供

政策３ 誰もが生き生きと安心して暮らせる環境づくり

政策４ 安心して子どもを産み育てられる環境づくり

政策６ 原子力施設の安全確保対策と原子力防災対策の推進

政策７ 災害や危機に強い人づくり、地域づくり
県民の命と暮らしを守ることを最優先にする視点に立ち、災害に強い県土づくりなどハード面からの取組と、

自主防災組織の活動促進などソフト面からの取組を着実に進めます。こうした防災公共の取組を進めることに
より、災害や危機に対して、総合的に強い青森県をつくります。

政策８ 安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり

政策１ アグリ(農林水産業)分野の
成長産業化

政策２ 人口減少などに対応したラ
イフ(医療・健康・福祉)分野
の成長産業創出

政策３ グリーン（環境・エネル
ギー）関連産業の推進

政策４ 戦略的な青森ならではの
ツーリズムの推進

政策５ 青森県の強みを生かした地
域産業の振興

政策６ 安定した雇用の確保と県民
の活動を支える基盤の整備

政策１ 自然との共生と暮ら
しを育む環境づくり

政策２ 県民みんなでチャレ
ンジする低炭素・循環
型社会づくり

政策３ あおもりの環境を次
世代へつなぐ人づくり
と仕組みづくり

政策１ あおもりの未来を創
る人材の育成

政策２ あおもりの今をつく
る人材の育成

政策３ あおもりの今と未来
をつくる文化・スポー
ツの振興

施策(1) 安心・安全な県土づくり
地震や津波、台風などの自然災害か

ら県民の命と暮らしを守るため、災害
に強い県土づくりに取り組みます。
【主な取組】
①命を守ることを最優先にした防災インフ
ラの整備などに取り組みます。

②道路、河川道路、河川、海岸、土砂災害
危険箇所などの整備・修繕・更新を進め
ます。

②住宅・建築物の耐震化を促進します。

施策(2) 地域防災力の向上と危機管理機能の充実
自らの手で災害から地域を守る県民の取組を促進し、地域の防災力・減災

力を高めるとともに、様々な危機への対応能力の充実に取り組みます。
【主な取組】
①東日本大震災の記憶や教訓を伝承していく取組を進めます。
②災害や危機の発生時にあっても県民が十分に情報を入手・活用できる環境づくり
に取り組みます。

③県民に防災意識が定着する取組を進めるとともに、自主防災組織や防災ボラン
ティアなど、自らの手で地域を守る県民の取組を促進します。

④災害時にしっかり機能する保健・医療・福祉サービスの提供体制づくりなど、災
害や危機の発生時における連携・協力体制づくりを推進します。

⑤複合的かつ広範囲な災害や、鳥インフルエンザの発生など、あらゆる危機を想定
したマニュアルの整備や訓練の実施などにより、危機管理機能を強化します。



青森県における防災・減災に係る政策・施策

第１章 総則
青森県地域防災計画の作成の目的、性格及び防災関係機関等の処理すべき業務などについて定めるとともに、

自然的、社会的背景などについて記載

第２章 防災組織
防災対策の実施に万全を期すため、県及び防災関係機関の組織及び体制について定める

第３章 災害予防計画
災害が発生し、または災害の拡大を未然に防止するため、県及び防災関係機関等の施策、措置等について定

める

第４章 災害応急対策
災害が発生し、または発生する恐れがある場合に災害の発生を防御し、または災害の拡大を防止するため、

県及び防災関係機関等が実施すべき応急的措置等について定める

第５章 災害復旧対策計画
被災した施設の応急復旧終了後における原形復旧に加え、再度の被害発生防止並びに民生の安定及び社会経

済活動の早期回復を図るため、県及び防災関係機関が講ずべき措置について定める

防災に関し必要な体制を確立するとともに、とるべき措置を定め、総合的かつ計画的な防災事
務又は業務の遂行により、県の地域並びに県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するこ
とを目的とする。
（風水害等災害対策編、地震・津波編災害対策編）
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青森県基本計画 未来を変える挑戦

青森県地域防災計画
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第１章 総則

第２章 防災組織

第３章 災害予防計画

調査研究

自主防災組織等の確立

防災訓練

災害対策本部、動員計画
 業務継続計画（BCP）の策定（H27）
 危機管理局職員の専門性の向上
 新採用研修における防災講座の実施

 青森県地震・津波被害想定調査の実施（H26,H28）
 洪水浸水想定区域の見直し（35河川、H28～）
 火山ハザードマップ作成（八甲田山H25,岩木山H26）
 防災公共推進計画の策定（H25,H26）参考資料P7

 自主防災組織に関する市町村への助成(H25,26）
 自主防災組織設立促進・自主防災組織活動のｽｷﾙｱｯﾌﾟ
支援（H29） 参考資料P4

 実践型の訓練の継続実施（毎年）
（総合防災訓練の実施、図上訓練、情報伝達訓練等）

 防災に関する普及啓発の出前トークの実施（随時）
 防災啓発研修の開催（毎年）
 地域防災力向上ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（H28）
 地域住民による新しい形の防災訓練及びﾌｫｰﾗﾑの開催

（H28,H29）（防災ベンチャーの普及拡大・定着）
 消防団員確保に関する助成（H25,H26）
 市町村職員、町内会役員等の体験研修の開催（H25～）
 消防団活動の若年層へのPR（H29）参考資料P5
 実践的防災教育推進（H29）参考資料P6
（青森県防災教育センターの利用促進）

防災教育及び防災思想の普及

青森県地域防災計画と主な取組・施策等（１）

青森県地域防災計画 主な取組・施策等

災害対策本部の組織・運営

重点検討項目
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建築物等対策

要配慮者対策

 青森県耐震改修促進計画の策定（H19）・改定（H26）

 宿泊施設の提供等に関する協定締結（H28）
 災害福祉広域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ構築（H29）参考資料P12
 災害派遣精神医療ﾁｰﾑ（DPAT）体制整備（H29)参考資

料P14

青森県地域防災計画と主な取組・施策等（２）

青森県地域防災計画 主な取組・施策等 重点検討項目

第４章 災害応急対策計画

通信連絡

災害広報・情報提供

 避難勧告等ｶｲﾄﾞﾗｲﾝ等の市町村に対する指導等（随時）
 Ｌｱﾗｰﾄ運用開始（H27）
 洪水等ﾀｲﾑﾗｲﾝ策定（H29）参考資料P8

災害情報の発表及び伝達

避難対策
 民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定（２団体、
H24）

 現行の総合防災情報ｼｽﾃﾑの整備（H22）

 防災ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新（H27）
 放送要請に関する協定締結（５社）
 報道要請に関する協定締結（１１社）
 Webサイトを通じた情報発信等に関する協定締結

（２社）

消防
 県内消防相互応援協定の改定（H27）
 消防学校の老朽化対策、教育・訓練内容の充実

市町村広域連携

受援・応援

災害備蓄

防災拠点

 県民防災力強化推進（H29）参考資料P3
（防災ハンドブックの作成・配布）

防災教育及び防災思想の普及
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青森県地域防災計画と主な取組・施策等（３）

重点検討項目

遺体の処理、埋火葬
 棺及び葬祭用品などの供給等並びに遺体の搬送などの協

力に関する協定（２組合、H24）
 広域火葬実施要領の策定（H27）

青森県地域防災計画 主な取組・施策等

応急住宅供給

 （一社）建築士会との応急危険度判定の実施に関する協
定締結（H9）

 （一社）ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築協会との応急仮設住宅の建設に関す
る協定締結（H8）

障害物除去

医療、助産及び保健

輸送対策

 日本赤十字社との災害救助に関する委託契約締結
（S35）

 （公社）医師会との医療救護に関する協定締結（H2）
 医療機器等の供給に関する協定締結（H25）
 航空搬送拠点臨時医療施設資機材整備等（H28）
 災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ体制強化（H29）参考資料P13
 自然災害に備えた保健師活動のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの改定（H24）

 （一社）ﾚﾝﾀﾙ協会との資機材のﾘｰｽに関する協定締結
（H24）

市町村広域連携

受援・応援

災害備蓄

防災拠点

 （公社）ﾄﾗｯｸ協会、東北内航海運組合との輸送に関する
協定締結

 倉庫協会との物資の保管等に関する協定（H24）
 物資の受入等に関する協定（１社、H29）
 防災物流ｲﾝﾌﾗ強化計画を検討中（H27～）
 道の駅よこはまｴﾘｱ地方創生拠点形成(H27～）参考資料
P10

 物資の供給に関する協定締結18件食料供給



7

第５章 災害復旧対策計画

 応急対策業務に関する協定締結（建設、下水道、測量、
漁港、など）

 被災した県民の住宅の早期復興に向けた協力に関する
協定締結（H27）

青森県地域防災計画と主な取組・施策等（４）

石油類燃料供給対策

交通対策

重点検討項目

市町村広域連携

受援・応援

災害備蓄

防災拠点

青森県地域防災計画 主な取組・施策等

 石油商業組合、石油商業協同組合との石油燃料の安定
居調達及び安定供給に関する協定締結（H24）

 重要施設に係る情報共有に関する覚書締結（石油連盟、
H25）

 （一社）警備協会との交通誘導業等に関する協定締結
（H9）

 （一社）エルピーガス協会との液化石油ガスに関する
協定の締結

 通信事業者との通信設備復旧等に関する協定締結（４
社）

 ８道県相互応援協定、県内市町村相互応援協定の締結
 全国都道府県広域応援に関する協定の締結

ガス・電気通信等対策

相互応援協定等に基づく広域応援

公共施設災害復旧

被災者に対する生活保障

廃棄物等処理及び環境汚染防止  災害廃棄物処の処理等に関する協定締結（H20）



これまでの取組成果・課題及び今後の施策展開方針

県民の防災意識の向上と定着

日常生活における防災に関
する意識や活動についての
調査（H28.5 内閣府）

（これまでの主な取組）
 平成28年11月、「地域防災力向上シンポジウ
ム」を開催。高校生、大学生、県民、事業者等
450名が参加し、防災人財の育成や県民総ぐ
るみでの防災・減災の取組の必要性を再確認。

 地域住民が自主的かつ主体的に参加できる
新しい形の防災訓練の開発に取り組むとともに、
県内への普及を図るためのフォーラムを開催
（防災ベンチャー）。

 平成26年及び平成28年に青森県地震・津波
被害想定調査を実施・公表し、津波被害の軽
減を図るための早期避難及び地震被害の軽
減を図るための住宅等の耐震化促進等につい
て啓発。

（今後の施策展開方針）
自助・共助の取組の促進、すなわち県民一人ひ
とりの防災意識の一層の醸成を図るため、県民の
防災に対する関心を高める効果的な普及啓発活
動を積極的に展開。
 防災ハンドブックの作成・配付
 防災ベンチャーの普及拡大・定着
 青森県防災教育センターの利用促進

自主防災組織等の活動の活性化

（現状・課題）
自主防災組織の組織率は着実に向上しているが、依然として全国平均を大きく下回る状況。
消防団員数は人口を上回る速度で減少しているが、人口に占める割合は横ばいの状況。
いずれの組織も構成員が高齢化しており、若返りによる組織の活性化等が求められている。

自主防災組織 消防団員

（これまでの主な取組）
 自主防災組織の活動に必要となる防災資機材の購入費、新規組織設立
時の研修・訓練費を市町村へ助成（平成25・26年度）

 平成25年度から市町村職員や町内会役員等を対象とした体験研修等を
開催

 消防団員確保に係る市町村のモデル事業に助成（平成25・26年度）
 平成27年度から若者や女性の消防団への入団を促進するための体験型
出前講座等を開催

（今後の施策展開方針）
これまでの取組をベースに、次代の防災を担う若者をターゲットに教育現
場と連携した防災教育の普及を展開。
また、市町村毎の地域防災力強化に向けた支援の検討や民間事業者に
おける国土強靱化に係る取組の普及を展開。
 自主防災組織の設立促進
 自主防災組織活動のスキルアップ支援
 消防団活動の若年層へのPR

自主防災組織の組織率（青森県総合戦略KPI）
43.3％（2014（平成26）年）→50％以上（2020（平成32）年）

（現状・課題）
東日本大震災、三陸はるか沖
地震、日本海中部地震など,
数々の災害を経験してきた本県
であるが、県民の防災意識は決
して高い状況にはなく、防災意
識の向上と定着が求められてい
る。
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これまでの取組成果・課題及び今後の施策展開方針

危機管理機能の充実

（これまでの主な取組）
 実践型の訓練の実施（毎年度）
 総合防災情報システムの再整備（平成22年度）
 国民保護共同実動訓練（平成25年度）
 青森県業務継続計画（BCP）の策定（平成27年度）
 防災ヘリコプターの更新（平成27年度）
 防災ホームページの更新（平成27年度）
 Lアラートの運用開始（平成27年度）
 平成28年度から防災体制の強化を図るため、「災害対
策本部」、「市町村広域連携」、「受援・応援」、「災害
備蓄」、「防災拠点」の5つの項目を重点的に検討中。

（今後の施策展開方針）
市町村を含めた県全体の防災・危機管理機能の充実・
強化を図る。
また、日赤青森県支部や社会福祉協議会、大学、防
災士会等の関係団体と連携した取組を展開し連携の強
化を図る。
 5つの重点検討項目の検討と具体化
 消防学校の老朽化対策、教育・訓練内容の充実
 実践型の訓練の継続実施
 危機管理局職員の専門性の向上
 新採用研修における防災講座の実施

（現状・課題）
県では県民の安全・安心の向上を図るため、平成28
年4月に危機管理局を新設したが、災害が大規模化、
複雑・多様化している中で、県の災害対応能力の一層
の充実が求められている。
また、災害対応を一義的に行うべき市町村において
は、限られた行政資源を活用し、災害対応能力の充実
に努めているが、その歩みは道半ばであり、一層の取
組が求められている。

指定緊急避難場所 16/40市町村
避難行動要支援者
名簿

25/40市町村
避難勧告等発令基
準【河川】

13/35市町村
避難勧告等発令基
準【高潮】

7/22市町村 業務継続計画 8/40市町村

指定避難所 17/40市町村 津波避難計画 10/22市町村
避難勧告等発令基
準【土砂】

15/37市町村
避難勧告等発令基
準【津波】

9/22市町村
防災拠点となる庁
舎の耐震率

65.1%
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