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参考資料

青森県の防災対策等
（第３回会議資料）



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



6

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
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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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命と暮らしを守る県民総ぐるみの防災・減災推進プロジェクト

全国的に毎年のように人命を脅かす災害が発生し、その態様も大規模化、複雑多様化している状況に鑑み、これまでの

災害を教訓として、「自助・共助・公助」全体の底上げによる地域防災力の充実・強化を図る。

ア 自主防災組織設立促進事業
住民を対象とした模擬体験を通じて組織の設立を促す。

市町村職員を対象とした地域防災力向上に係る具体策の研修を通じて住
民の防災意識向上と組織の設立を促す。

イ 自主防災組織リーダー育成事業
スキルアップ研修の受講、先進事例の調査・研究を通じてリーダーを育成。

ウ 自主防災組織活動スキルアップ事業

自主防災活動を実践している住民を対象とした自主防災組織の活動に資
する実務的なワークショップへの参加や情報交換を通じて組織の活動を活
性化。

◇実践的防災教育推進事業費（新規・復興 41,399千円）
青森県防災教育センターの魅力再創出及び体験型イベントの開催によ

り、幼少期からの防災意識の向上及び小学校等における防災教育の普
及を図る。

◇自主防災組織設立促進・スキルアップ事業費（新規・重点 4,471千円）
自主防災組織の組織率全国ワースト２位から脱却するとともに、既存組織の活動の

活性化を図るため、青森県防災アドバイザーの監修の下で各種事業を展開。

エ 防災若手人財育成事業

高校生を対象とした防災体験講座により次代の防災を担う若手人財
を育成。

◇消防団PR事業費（新規・復興 5,323千円）
若者をターゲットにICTを活用した消防団活動をPRする映像資料を制

作し広報事業を展開。

公助
（行政、消防、警察等）

大規模災害時に備えた防災対策
強化推進事業費
（継続・重点 26,166千円）

◇県民防災力強化推進事業費（新規・復興 6,200千円）
青森県防災ハンドブックの作成等、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通じて、県民の命を守る災害対応力の強化を
図る。

みんなが主役だ！地域コ
ミュニティ再生・地域防災力
向上事業費
（継続・重点 6,760千円）

（130万県民、6万事業所等）

自助

（９００自主防災組織）

共助
（1.9万消防団員）

「命は自分で守る。
みんなで守る。」

を促進するため自助
と共助を強化
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【目的】
県民の防災に関する関心を高め、いざとい

うときに県民が安全を確保できるようにする
ため、本県の災害リスクや平時からの備え、
災害時にとるべき命を守る行動等について、
県民への普及啓発を行う。

県民防災力強化推進事業
～いざというとき命を守る県民の防災意識向上事業～ （６，２００千円）

現状と課題 実施内容

【青森県東日本大震災復興関連基金活用事業】

【事業内容】
（１）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検討するため
の検討組織の構築・検討

【検討組織（案）】
◯有識者 ２名
◯県市町村関係部局 ２名
◯警察・消防 ２名
◯NPO ２名
◯町内会 １名 など

（２）青森県防災ハンドブック
（仮称）の作成・配布

◯県全世帯５１万部配布
◯普及啓発活動（後述）に

併せ１万部を配布
（３）普及啓発活動

検討組織による検討を踏まえ、
ハンドブックを活用し、町内会、
高齢者等利用施設、小中学校
などにおいて、効果的な普及啓発
活動を実施

【スケジュール】

（１）平成２９年度（6,200千円）
４～ ５月：検討組織立ち上げ
６～11月：検討組織による、関心を

高める効果的な普及啓発
活動の内容の検討

12～３月：ハンドブック原稿作成

（２）平成３０年度（33,392千円）
・Web公開
・普及啓発活動
・ハンドブック印刷配布
・ハンドブック増刷

効果

・県民への防災ハンドブック配布・普
及啓発活動

◯県民一人ひとりに対する防災意識
の向上

◯県民一人ひとりの自助・共助力の
向上

災害時に、県民自らの手で地域を
守り、被害を最小限に食い止める、
災害に強い青森県の実現

【現状】
◯本県が大規模災害により被災するリ

スクは小さくない。
◯近年、災害は複雑・多様化。特に、豪

雨は局地化・激甚化。平成28年台風
第10号の被害は、豪雨域が北西に60
㎞ずれていれば、本県（馬淵川）で100
年に1回発生する規模の洪水災害となった可能性あり。

⇒大規模災害の被災リスクから命を守るために・・・
県民の防災に対する意識をさらに高める必要がある
◯近い将来、大災害が発生する可能性が

高いと考える人の割合は５０％未満

出典：内閣府「平成28年版防災白書」
出典：青森県「地震・津波被害想定調査」

地震名 最大
震度

死者数

太平洋側海
溝型地震

７ 25,000
人

日本海側海
溝型地震

６強 6,900
人

内陸直下型
地震

７ 2,900
人

【課題】
◯県民に対して、東日本大震災等の過去の災害の教訓や本県

の災害リスクを知ってもらう必要がある。そのため、防災に対
する関心を高める取組みが必要である。

◯防災に対する関心を高めるためにはいざという時に、命を守れ
る行動をとれるよう、県民の防災に対する関心を高めるツール
や普及啓発活動が必要とされるところ。

・防災パンフレットの作成状況
⇒４７都道府県中３４都道府県（72.3%）が作成済（H28.8現在）
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自主防災組織設立促進・スキルアップ事業

現状と課題
これまでの取組により、自主防災組織率が東日本大
震災前から18ポイントアップ

（H22.4.1･･･28.5％ → H28.4.1･･･46.5％）

H25からの事業により、事業実施団体は組織率向上

（三沢市7.5ポイント増、五所川原市5.7ポイント増など）

⇒依然として、組織率は全国ワースト２位

○市町村訪問等により、ニーズをヒアリング

・自主防災組織設立促進をしたい

・既存の組織のレベルアップをしたい

⇒市町村の状況、ニーズは様々

ニーズに応じて異なるアプローチが必要

○青森県防災アドバイザーから

・地域防災を牽引するリーダーが不在

⇒リーダー育成の必要性

実施内容

期待される効果

○自主防災組織設立促進による組織率向上と
自助・共助の強化

○既存の自主防災組織のスキルアップによる
活動の実効性向上と連携強化

自主防災組織の組織率向上及び既存組織の活性化、さらには、地域防災のリーダーや次代の地域防災を担う人財の育成を図るため、それぞれの対
象に応じた講演会、研修会及びワークショップを開催するもの。

・市町村の状況、ニーズに応じた事
業の実施

・リーダーの育成
を防災アドバイザーの助言、協力の
下実施していく必要がある。

○青森県防災アドバイザー委嘱

○自主防災組織設立促進

○自主防災組織スキルアップ

○自主防災組織リーダー育成
自主防災組織を含む本県全体の防災事業について、専門
家の助言、協力の下、効果的に展開する。
＜青森県防災アドバイザー＞
山口大学大学院創成科学研究科 准教授
消防大学校客員教授 瀧本 浩一 氏

市町村のニーズに即した形態で組織設立促進に向けた事
業を実施する。
・自主防災体験研修会
対象：組織未設立町内会等
概要：活動を擬似的に体験し、設立の必要性を理解

・市町村職員等防災意識啓発研修会
対象：市町村職員等
概要：事業の具体的な実施方法を学び、防災意識及び組織

率の向上につなげる

市町村のニーズに即した形態で組織活動のスキルアップに
向けた事業を実施する。
・自主防災活動ワークショップ
対象：自主防災組織及び町内会関係者
概要：活動に資する実務的なワークショップ

・災害関係知識会得ワークショップ
対象：自主防災組織及び町内会関係者
概要：各種災害の知識に係る講演及び対応に係るワーク

ショップ

・自主防災リーダー研修会
対象：自主防災組織リーダー、リーダー候補
概要：リーダーとしてのスキルアップを図る研修を１泊2日

の日程で実施
・先進地視察及び検討会
対象：自主防災組織リーダー、市町村担当者等
概要：県外の先進事例に係る講演会を開催し、その結果をもと

に、
本県での実施可能性等を議論する検討会を実施

自主防災活動が充実し、
大災害時でも対応できる
ようになり、県民の安
全・安心を実現

（４，４７１千円）

（1,772千円）

（917千円）

（986千円）

○防災若手人財育成
次代の地域防災を担う若手人財を育成することで、世代
間で切れ目のない地域防災力の向上を図る
・高校生防災体験講座
対象：県内高等学校
概要：防災アドバイザーの講演等

（796千円）
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消防団ＰＲ事業

【 現 状 と 課 題 】 【 事 業 内 容 】 【 効 果 】

・東日本大震災を契機に大規
模災害等において、地域防災
の要として活動する消防団員
の重要性が再認識

・一方で消防団員は、少子高
齢化や産業・就業構造の変化
等に伴い高齢化・減少傾向

・若者及び女性の消防団への
入団を促進することが重要

消防団員の増加・
地域防災力の向上

若い世代の消防団に対する認知度を向上することが、
消防団に対する興味の醸成に繫がり、ひいては消防団
への入団促進に繫がるものであることから、消防団活動
の内容、女性消防団員の活躍、報酬、手当及び補償の
充実等をＰＲする映像を作成し、若い世代を中心に利用
が見込まれる、インターネットを利用した広告による広報
を実施する。

また、インターネット広告から、県の防災ホーム
ページ内にある消防団員募集サイトへリンクにより
誘導し、消防団の詳細、入団の連絡先等を紹介す
る他、平成２７年度に作成した消防団員加入促進Ｐ
Ｒ用ＤＶＤの映像等を利用し広報する。

さらに、当該サイトから市町村等の消防団員募集
サイトへリンクすることで、より一層の効果が期待で
きることから、各市町村に対しては、ホームページの
整備等について働きかけるとともに、作成した映像に
ついては、各市町村へ提供し、市町村が実施する会議、
イベントなど機会を捉えて積極的に活用してもらい、地
域に密着した広報を並行して実施することで相乗効果を
図る。

消防団ＰＲ事業（平成２９年度 ５，３２３千円）

消防団活動ＰＲ映像による広報事業

インターネットを利用した広
報事業を通じて、若い世代
を中心とした、全ての世代
の一般県民に対し、広く消
防団活動の内容及び女性
消防団員の活躍等を知ら
しめる。

認知度が向上することで
・消防団に対する興味の醸
成
・消防団入団意識の向上
及び入団促進
・消防団の活性化
・消防団員の高齢化対策

平成２７・２８年度に、若者及
び女性の消防団への入団促
進事業を実施し、アンケート
調査したところ、若い世代ほ
ど消防団及び女性消防団の
活動に対する認知度が低い
一方で、認知度が高くなるほ
ど興味があるとの結果

団員の確保のためには、若い
世代を中心とした、消防団の
認知度向上が急務

副次的効果
・防災意識の高揚・向上
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実践的防災教育推進事業

【 現 状 と 課 題 】 【 事 業 内 容 】 【 効 果 】

入館者の増加による
県民の防災意識の向上

◆改修の翌年度（Ｈ２６）は来館者が大幅に
増加したが、平成２７年度は前年度の半数以
下となった。（小学校生以下の子どもの入館
者数が全体の４割弱と割合が高いが、子ども
の入館者数も減少）

・消防学校に併設されている「防災教育セン
ター」は、東日本大震災を教訓とし、平成２５年
度に、展示型から、地震体験、水消火器体験、
煙避難体験、１１９番通報体験など、子どもたち
が楽しみながら学ぶことができる体験型の施設
に改修。

平成２９年度予算額 ４１，３９９千円

夏休み期間中に、親子で楽しく参加できる「親子防災チャ
レンジday」を２回（日曜日１回、平日１回）開催して、防災教

育センターの認知度ＵＰを図るとともに、震度７まで体験でき
る新たな地震発生装置を設置するなど、センターの機能を
強化することにより、来館者を増加させる。
【主な内容】

① 防災教育センターにおける地震、消火等の各種体験
及び防災に関するアニメのＤＶＤ視聴や講演

② 屋内訓練場を利用した親子で考える防災クイズ大会
③ 屋内訓練場を利用した各種防災グッズ展示及び災害

救助犬との触れ合いコーナーの設置（日曜日）
④ 消防学校初任教育学生の訓練等の見学（平日）
⑤ 非常用備蓄食料品の試食
⑥ 子どもたちの消防自動車への体験乗車
⑦ 震度７まで体験できる新たな地震発生装置の設置
⑧ 防災教育センターへの冷房設備の設置

0

2,000

4,000

0 1 2 3 4 5

【年度別入館者数】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

【小学生以下の来館者数の推移】
Ｈ２４： ６９０人 Ｈ２５：５１０人
Ｈ２６：１，３３１人 Ｈ２７：６０８人

「実践的な防災教育」の開催

及び開催に関する広報の実施

センターの認知度ＵＰにより、小学

校、幼稚園等の校外学習や社会

見学などへの活用を促進

新たな地震発生装置及び冷

房装置の設置

センターの機能強化等による防災

啓発施設としての魅力ＵＰ
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防災公共とは

防災公共推進計画

防災公共とは、災害時に人命を守ることを最優先に『孤立集落をつくらない』という視点と『逃げ
る』という発想を重視した防災対策と危機管理体制の強化など、ハード・ソフト一体となった取り組
みです。

孤立する恐れがある集落や津
波浸水想定範囲がある各地区に
おいて、県と市町村が一体と
なって、最適な避難経路・避難
場所を確保するために必要とな
る施策を設定し、平成26年度
までに公表しています。

『逃げる』とは、災害
発生時に、とにかく安
全な避難所・避難場所
へ早く避難するという
こと。
『孤立集落をつくらな
い』とは、集落や避難
所と役場等を結ぶ経路
を確保するということ。
ハード対策は、これ

ら経路上の危険箇所対
策を進めること。

市町村と緊密に連携し
ながら、地域住民が参
加する避難訓練により、
避難所・避難経路が有
効に機能するか確認す
るなど、危機管理体制
の強化に努めていくこ
と。

『 逃げる 』

『 孤立させない 』

避難計画とインフ
ラ対策のマッチング

を図る

設定した危険箇所等
の対策（施策）は

４３８箇所

ハード対策

ソフト対策 避難訓練

避難所・避難経
路について住民
の意見を反映

危機管理体制強化
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洪水等タイムライン策定事業 （ 復興関連基金活用事業）

現 状 と 課 題 事 業 内 容 事 業 効 果

県土整備部 河川砂防課

大規模な水害時でも命を守り被害を最
小化するためには、各主体において災
害の発生を前提とした対応を強化する
ことが必要

 降雨の局地化・集中化・激甚化に伴い、
H27関東・東北豪雨のような施設の能
力を超える大洪水はどこでも起こり得
る

 津波は河川を遡上するため、沿岸部だ
けでなく沿川内陸部でも氾濫する可能
性がある

 遠地津波は近地津波と違い、到達まで
ある程度リードタイムがある

遠地津波に伴う河川高潮発生時でも、
命を守り被害を最小化するためには、
各主体が津波到達までの間に適切な事
前対策を行うことが必要

命を守る！被害の最小化！

洪水タイムラインの策定

大規模な水災害が発生することを前提として、市町村長が発令する
避難勧告等の発令に着目した洪水タイムライン（時系列の防災行動
計画）を策定する

県 市町村 住民

氾濫危険
情報

避難
勧告

水防
活動

避難
開始

氾濫警戒
情報

避難準備
情報

避難
準備

氾濫注意
情報
水防警報

避難準備
情報の
検討

水防団
出動

情報
収集

水
位
上
昇

（
時
間
経
過
）

堤
防

住宅地

水位(時間)に応じ各主体がとる行動

関係機関がタイムラインを活用
することにより

○平時（ﾀｲﾑﾗｲﾝによる訓練）
・関係機関の連携強化
・事前の備えの充実

○洪水等発生時(ﾀｲﾑﾗｲﾝ実践)
・迅速な初動体制の確立
・適切な避難勧告等の発令
・効果的な防災活動(水防等)

住民

●大規模水害リスクの増大

●遠地津波による河川高潮（津波遡上）
への備え

連携

ﾀｲﾑﾗｲﾝにより判断・実施

防災力・危機管理能力向上

河川高潮タイムラインの策定

洪水タイムラインの策定ノウハウを基に、遠地津波到達までのリー
ドタイムに応じた河川高潮タイムラインを策定する

●策定対象河川 ３５河川（関係２６市町村）
避難勧告等の目安となる氾濫危険水位等を設定している洪水予報河川
（堤川ほか）及び水位周知河川（田名部川ほか）について策定

●洪水タイムラインのイメージ

●策定対象河川 ３河川（関係２市町）
洪水タイムライン策定河川のうち太平洋岸に位置する河川（新井田川
ほか）について策定

事業計画

H29～30：洪水タイムライン策定 【 H29事業費 17,475千円 】
H31 ：河川高潮タイムライン策定

●タイムライン導入イメージ（洪水時）

●タイムライン活用の効果

○導入前（現状）

住民

県 市町村・水防団等
水位情報等

○導入後

情報を受けてから判断

避難勧告等対応が後手に
なる懸念あり

予め各機関の行動が
把握でき、適時適切
な対応が可能

避難
勧告等

県 市町村・水防団等
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気象・水象 河川管理者 自治体 住民等

時
間
経
過

各主体の行動を時系列で整理

タイムラインとは

●災害が発生することを前提と
して、関係者が事前にとるべき
行動を「いつ」「誰が」「何を
するか」に着目して時系列で整
理した防災行動計画

●H24米国ハリケーン・サン
ディで実施された「タイムライ
ン」が被害軽減に大きな成果を
上げたことから、減災のソフト
対策として注目されるように
なった

●国管理河川ではH26から主
に洪水に対応した「避難勧告等
の発令に着目したタイムライ
ン」を策定・活用し、効果を上
げている

H27関東・東北豪雨における
避難勧告等の発令率

氾濫危険情報発表：45市町村
→うち18市町村でﾀｲﾑﾗｲﾝ策定済み

・ﾀｲﾑﾗｲﾝ策定済市町村 発令率 72%
（13市町村で発令/18市町村）

・ﾀｲﾑﾗｲﾝ未策定市町村 発令率 33%
（ 9市町村で発令/27市町村）

⇒ 策定済み市町村の発令率が高い

タイムラインの例
出典：国土交通省「タイムライン」HP
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/pdf/timeline05.pdf
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上記、２つを解決するため、県と町で、委員会を設置し、地域
住民へのアンケートや町内関係団体へのヒアリングを基に基本計
画を策定（H28.3.29公表）

青森県は、道路管理者として、道路利用者の休憩サービス機能
の向上や防災機能の強化を図るハード整備を実施（次ページ参
照）• 道の駅よこはまは、東日本大震災の際

に、北海道から被災地への救援物資運
搬の中継基地として機能

国道改築事業費(道の駅よこはまエリア地方創生拠点形成)

取組の経緯

 防災力強化の機運の高まり

 少子高齢・人口減少社会への対応

• 横浜町は、2040年推計によると2010年比で34.1%の人口が
減少し、65歳以上の人口は全体の約4割を占める予想

• 高齢化による基幹産業（第１次産業）の担い手不足や観光客
が冬場に激減するなど地域産業の強化が必要

• 病院施設がなく地域医療の充実や高齢者を含む地域住民が安
心して暮らせる地域づくりなど地域福祉の充実が急務

• 下北半島縦貫道路延伸と横浜IC設置はチャンス
• 小学校（避難場所、ドクターヘリ）・産直所などが集積
している道の駅周辺エリアを地方創生拠点に

 「道の駅よこはまエリア地方創生拠点基本計
画」を策定

※地域活性化の拠点となる先駆的な取組として認められ、国土交通
省より重点｢道の駅」に選定（H28.1.28）

基本計画の概要

 「産業振興」「地域福祉」「防災」の３つの
機能を有する「地方創生拠点」を形成

○産業振興

• 高齢化した生産者に対応した道の駅
直売所への農産物の集荷サービスの
構築など

直売所の充実
○地域福祉

• 道の駅への送迎サービスの構築
• 高齢者など地域住民へ道の駅の商品を
宅配・配送するサービスの構築など
【これらが高齢者への見守り・声かけに！】

宅配・配送サービス

○防災

• 災害時に迅速な対応が可能となるよ
うな防災拠点の構築

※ 横浜町は、地域経済の活性化や安全・安心な住民サービスを提供するた
めのソフト施策を推進

• H28年度は、基本計画を推進させるための協議会、ワーキン
グを設置し、検討を重ねる

• 横浜町では、送迎サービスや宅配、集荷サービスの実証実験
を実施

• 自衛隊、警察などの広域支援部隊が参集する後方支援拠点機
能の強化

• 防災力の高さを発揮したため、頻発する災害に対応するため、
当エリアへ防災機能の集積する防災強化方策を検討

• H24.2の豪雪による国道279号全面通行止めの際には、一時
避難場所として機能
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道の駅よこはまエリア地方創生拠点のハード整備イメージ

②

至 青森市

○事業の概要
①駐車場拡幅
②休憩施設、トイレ
③防災除雪ステーション
④非常用電源設備
⑤防災備蓄倉庫

○課題
• 現状・将来の交通量に対し、
容量が不足

• 災害時（豪雪含）の迅速な
対応が可能となる強化

• 災害時に道路利用者の避難
場所として不十分

○事業期間 H29～H32

○H29事業費 C=127,506千円

○H29事業内容 測量、設計、
地質調査、用地買収

事業内容

防災

防災除雪ステーション

至 むつ市

①③④⑤
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災害福祉広域支援ネットワーク構築事業

【現状と課題】 【事業内容】 【事業効果】

東日本大震災では、被災地の
高齢者や障害者等を支援するマ
ンパワーの確保や発災以降の時
間の経過に伴う支援ニーズの変
化への対応など多くの課題が浮
き彫りになった
【喫緊の課題】
①発災直後から機動的に福祉・

介護人材の派遣等ができるよ
うな、災害時における福祉・
介護分野の広域的なネット
ワークの構築

②福祉避難所や施設などの災害
時要配慮者に対し、ニーズ把
握やスクリーニングなどの福
祉的課題に速やかに対応する
災害福祉支援チームの創設

災害時に福祉・介護人材の派遣等ができるよう福
祉・介護分野の広域的なネットワークを構築し、災害
福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）の体制整備を推進する。
［事業実施期間 Ｈ２９年度］

発災直後から機動的に
福祉・介護人材の派遣等
の対応ができる災害時に
おける支援ネットワーク
を構築し、被災地の高齢
者や障害者等の支援に資
する。

災害福祉広域支援ネットワーク協議会の開催

青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議会を開催
し、災害福祉支援チームの派遣に関する協議・検討を
行う。

健康福祉部健康福祉政策課

チーム員養成研修の開催

◆ＤＣＡＴの目的
・災害発生時に、要配慮者の二次被害防止を目

的に被災地で活動する社会福祉士、介護福祉
士、精神保健福祉士、保育士、介護支援専門
員等の福祉専門職で構成されるチーム

◆ＤＣＡＴの活動内容
・福祉ニーズの把握
・生活環境に配慮した対応や支援の実施
・福祉避難所等において介護等が必要な対象者

にマンパワーを供給

大規模災害時における
要配慮者への支援体制
の強化が図られる。

青森県内の社会福祉施設等に勤務する福祉専門職を、
災害福祉支援チームのチーム員として養成するため研
修を実施する。
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災害医療コーディネート体制強化事業 概要
（H28年度 航空搬送拠点臨時医療施設資機材整備等事業の継続事業）

【 現 状 と 課 題 】

＜東日本大震災を踏まえ＞

＜依然として残る課題＞

○ 幅広い知識や調整能力が求められる

災害医療コーディネーターの資質向上や

実践能力強化など、災害医療コーディ

ネート体制の維持向上が必要。

○ ＳＣＵの設置運営を迅速かつ的確に実

施できる体制の整備が必要。

健康福祉部医療薬務課

【 事 業 内 容 】 【 事 業 効 果 】

○ 災害時の保健・医療・福祉提供体制の強
化に向け、関係機関の連携体制構築や、災
害医療に関わる人材の育成研修等を実施。
（県復興推進基金活用（H25～26））

○ 避難所等での医療ニーズ等の把握・分
析や､派遣された医療救護班等の配置調整
など､災害医療コーディネート機能を確保す
るため､青森県災害医療コーディネーターを
委嘱。（H27）

〇 二次保健医療圏単位で、地域災害医療
対策協議会を設置。（H26～27）

○ 災害医療コーディネート研修の実施、
ＳＣＵ資機材の整備。（H28実施中）

県が委嘱している災害医療コーディネーター（本部、地域）

や保健所職員を対象として、災害時におけるコーディネーター

としての具体的な役割や活動内容を図上演習や模擬訓練等

を通じて習得するための研修を実施する。

＜実施方法＞

専門的知識や技術を有する専門機関へ委託して実施。
（委託先想定：ＮＰＯ法人災害医療ＡＣＴ研究所）

県職員や県内ＤＭＡＴ隊員、消防機関職員等を対象として、

ＳＣＵの設置を想定した資機材の展開やＳＣＵの本部運営に

係る訓練を実施し、ＳＣＵ設置・運営の習熟を図るとともに、訓

練実施で生じた課題等を検証し改善を図るための事後検証研

修を実施する。

※ＳＣＵ（Staging Care Unit）：航空搬送拠点臨時医療施設

県保健医療計画に掲げる目
指すべき方向性の実現

【災害急性期において
必要な医療が確保
される体制の構築】

【急性期を脱した後も
住民の健康が確保
される体制の構築】

■ 大規模災害発生時における
緊急的かつ継続的な医療提供
体制を確保。

■ 被災者の保健医療福祉サー
ビスの回復に向けた継続的な支
援体制を構築。

本県の災害医療コーディネート
体制をより一層強化。

災害医療コーディネート研修の実施

大規模災害の発生に備え、本県の災害医療コーディネーターの

資質向上を図るとともに、県外への広域医療搬送体制を整えるた

めの取組を行い、本県の災害医療コーディネート体制の充実強化

を図る。

ＳＣＵ設置運営訓練・事後検証研修の実施

従来より災害拠点病院の指定やＤＭＡ
Ｔ派遣体制整備などを推進してきた
が、本県の災害医療対策を見直し・再
検討の必要性。

※ 復興推進基金活用による事業計画
期間 ： H28～32年度（５年間）
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災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）体制整備事業費

【現状と課題】 【事業内容】 【事業効果】

東日本大震災時に、多くの高齢
者や障害者等の災害時要配慮者が
犠牲となったが、これを教訓とし
て、精神科医療機関の被災状況、
それに伴う入院患者の搬送、避難
所での診療の必要性等、専門的な
知見に基づいて、被災地域の精神
保健医療におけるニーズを速やか
に把握する必要があり、県では、こ
れまで関係団体とともに災害派遣精
神医療チームの派遣体制について
検討を行ってきた。
災害派遣精神医療チームが被災

地での支援活動を行うためには、
移動手段や個人装備のほか、必要
な資機材を有し、発災直後から発
生する精神保健医療の課題に速や
かに対応することが求められてい
る。
以上のことから、青森県DPATの

体制を整備し、今後想定される大
規模災害に備える必要がある。

災害時等の緊急時においても、専門的な心のケアに
関する対応が円滑に行われるよう、災害派遣精神医療
チーム（DPAT）の体制整備を推進する。
［事業実施期間 Ｈ２９年度］

大規模災害時における被災地
の精神科病院や精神疾患を持
つ被災者への支援体制の強化
が図られる。

研修等のスキルアップ
により、発災後、災害派
遣精神医療チームが速や
かに被災地に向かい、支
援活動を開始することが
可能となり、被災地の精
神科病院や精神疾患を持
つ被災者への支援がス
ムーズに行われることが
期待される。

DPATチーム県内研修会

平成28年度に県と協定を結んだ医療機関を対象に県
内研修会を実施し、隊員のスキルアップを図る。

健康福祉部障害福祉課

必要な資機材の購入

災害時に、被災地の精神科病院や
精神疾患を持つ被災者支援のために、
災害派遣精神医療チームが被災地内で
支援活動を行うため、必要な資機材を
調達する。

ＤＰＡＴ研修会への派遣

連絡会議の開催

国が実施する研修会や避難訓練へＤＰＡＴチームを
派遣する。

新規隊員等に対する研修、隊員のスキルアップのた
めの研修等の内容について検討を行うため開催する。
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