
「要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊」の

様式を作成する際の手順等について

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/

平成30年6月

岩沼市総務部防災課

別添2



【様式１】計画の目的、計画の報告、計画の適用範囲

2（↑様式に記載はないので任意記入）

事例集p13 事例集p14

計画の目的を記載

第3節 計画の適用範囲
この計画は、本施設に勤務又は使用する全ての者に適用するものとする。

（↑様式に記載はないので任意記入）

計画の適用範囲を追記

施設の人数を追記

計画を作成したことを
岩沼市へ報告する文面を追記



【別紙１】施設周辺の避難地図(避難経路図)
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事例集p15

➀洪水ハザードマップを用意する。

（以下「マップ」という。）

②マップ上の施設をさがす（●をつける）。

③施設周辺の水深を確認する。

④安全な避難場所をさがす。（垂直避難できる施

設を含む）

⑤避難場所までの避難経路に色を塗る。

作成のポイント！

②マップ上の
施設をさがす

⑤避難場所までの
避難経路に色を塗る

④安全な避難場所
をさがす

③施設周辺の
水深を確認する

➀洪水ハザードマップを用意する

作成の手順

■施設周辺の浸水危険性を確認する。

■どこに避難すればよいか確認する。

（避難場所・避難経路）

☛手引き（別冊）P①～P④参照



【別紙１】 ➀洪水ハザードマップを用意し、②マップ上の施設を探す

 岩沼市洪水ハザードマップの浸水想定区域は、平成27年に改正された水防法に基づいて、平成28年6月
に国土交通省が公表したものです。

 この範囲や深さは、阿武隈川流域に2日間で総雨量316ミリとなる大雨(1000年に1回の割合で降ると想定
される降雨)により、阿武隈川の堤防が壊れた場合を想定し、計算しています。
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①「洪水ハザードマップ」で検索

②岩沼市洪水ハザードマップを選択し、
岩沼市洪水ハザードマップ【表面（地図
）】をクリック

③洪水ハザードマップ上の施設を探す



下図に色を塗って確認！

□施設周辺で想定される浸水深は？

□施設はどのくらい浸水するイメージになりますか？

（ ）m

施設は大丈夫？

0.5m以下の浸水では…

1階床下が浸水

歩行困難

0.5m～3.0mの浸水では…

１階軒下まで浸水

ドアが開かない

2.0m～5.0m未満

✔

✔

【別紙１】③施設周辺の水深を確認する、④安全な避難場所をさがす
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 施設の水深を確認する。

☞建物のどの高さまで浸水しますか？

 施設周辺の水深も確認する。

☞施設周辺がどのくらい浸水しますか？

☛手引き（別冊）P②参照



6

参考-1 指定避難所一覧 黄色く着色された避難所＝
洪水時に避難可能な避難所
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参考-2 指定緊急避難場所一覧 黄色く着色された避難場所＝
洪水時に避難可能な避難場所



【別紙１】⑤避難場所までの避難経路に色を塗る
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避難経路図（イメージ図）
 洪水ハザードマップのカラーコピー、市販の

地図等に避難経路を記入する（色を塗る）

☛手引き（別冊）④参照

作成のポイント

きれいな地図をつくる必要はありません。

次の３点が誰でもわかるものにしましょう。

・どこが危険で

・どこを通って

・どこに避難すればよいか



【様式２】防災体制
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事例集p16

➀「避難準備・高齢者等避難開始」 「避難勧

告」 「避難指示（緊急）」の言葉を覚える。

（☞別添４参照）

②気象情報の見方をおさえる。

③雨量情報、水位情報の見方をおさえる。

④水位情報から避難判断する方法を覚える。

⑤施設の防災体制をつくる。

作成のポイント

作成の手順

■いつ避難すればよいかを知る・決める。

➀「避難準備・高齢者等避
難開始」の言葉を覚える

②気象情報の見方をおさえる

③雨量情報、河川の水位情報の見方をおさえる

④水位情報から避難判断
する方法を覚える

⑤施設の防災体制をつくる

☛手引き（別冊）P⑤・P⑥参照



【様式２】②気象情報の見方をおさえる
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①「防災情報」をクリック

②「仙台管区気象台ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」
をクリック

「宮城県内の警報・注意報発表基準につ
いて(気象庁)」をクリックし、岩沼市を選択
すれば、岩沼市内における発表基準を確
認することができます。

③「警報・注意報」をクリック

④現在岩沼市に発表されている警報等
を確認することができます。



【様式２】②気象情報の見方をおさえる

11

①「防災情報」をクリック

②「防災情報提供システム」を
クリック

③数日先までの「警報級の可能性」を
確認することができる



■ 数日先までの「警報級の可能性」の提供

☆ 気象台が発表する警報には、浸水による重大な災害のおそれがあるときに警戒を呼びかける大
雨警報（浸水害）と、重大な土砂災害発生のおそれで警戒を呼びかける大雨警報（土砂災害）
の２種類に加え、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮の警報があります。
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【様式２】③雨量情報、河川の水位情報の見方をおさえる
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①「防災情報」をクリック

②「川の防災情報(国土交通省)」
をクリック

「川の防災情報」の岩沼市の選択画面



【様式２】③雨量情報、河川の水位情報の見方をおさえる
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 国・宮城県が観測している岩沼市内の雨量情報及び河川の水位情報は、国土交通省「川の防災情報」
のサイトから入手する。

 雨の降り方や河川水位の時間的な状況変化を１時間ごとに確認する。

「川の防災情報」の岩沼市の選択画面

出典：国土交通省「川の防災情報」

☛手引き（別冊）P⑤・P⑥参照

岩沼水位観測所(▲)
阿武隈橋左岸（CCTV）
雨量観測所 等

阿武隈橋左岸の
CCTV画像データ

観測所：岩沼の雨量観測データ

観測所：岩沼の水位観測データ

20:30の水位：0.4m



【様式２】④水位情報から避難判断する方法を覚える
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☛手引き（別冊）P⑤・P⑥参照

■避難判断に必要な河川の水位情報は

洪水ハザードマップで確認する。

作成のポイント！

 最寄りの水位観測所を確認する。

 氾濫注意水位や避難判断水位等の情報

を覚える。

作成の手順



雲
出

（ ）川氾濫危険情報

（ ）川氾濫警戒情報

（ ）川氾濫注意情報

河川敷

堤防

氾濫の発生
（ ）川氾濫発生情報

水防団待機水位（ ）m

氾濫注意水位（ ）m

避難判断水位（ ）m

氾濫危険水位（ ）m

通常の水位

‣河川が氾濫するおそれのある水位

‣[避難準備･高齢者等避難開始]発表の目安となる水位

‣水防団が出動する目安となる水位

‣水防団が待機する目安となる水位 要配慮者の
避難誘導開始！

河川名 （ ）川
□洪水予報・水位到達情報 あり

□洪水予報・水位到達情報 なし阿武隈川下流
✔

雲出

雲出

4.0

5.0

7.9

8.2

阿武隈川下流氾濫発生情報
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☛手引き（別冊）P⑤・P⑥参照

避難指示（緊急）の
発令

避難勧告の発令

避難準備・高齢者等
避難開始の発令

岩沼市による
避難情報の発令

岩沼水位観測所

岩沼水位観測所
の水位到達情報

阿武隈川下流氾濫危険情報

阿武隈川下流氾濫警戒情報

【様式２】④水位情報から避難判断する方法を覚える

避難情報の発令
基準については
別添４参照避難誘導開始！

阿武隈川下流氾濫注意情報

要配慮者の
避難誘導開始！

避難情報や洪水予報(氾濫注意情報等)につ
いては、市が施設へメール等で伝達します。



• 「避難準備・高齢者等避難開始」等が発令されていなくとも、雨量等の気象情報や水
位情報等の情報から施設管理者が危険だと判断した場合は避難を開始する。

• 夜間に氾濫注意水位を超えた場合は注意体制を確立し、職員１名を参集し、警戒体
制確立後に避難できるように避難準備を開始する。 17

【様式２】⑤施設の防災体制をつくる

・自衛水防活動の指揮統制
・洪水予報等の情報収集
・施設近隣の状況の把握、
情報の記録
・館内放送や掲示板等を用
いた情報伝達(体制の確立
状況、気象情報等)

・洪水予報等の情報収集
・保護者への事前連絡
・館内放送等による避難の
呼び掛け
・関係機関との連絡

・使用する資器材の準備
・要配慮者の避難誘導

施設内全体の避
難誘導
未避難者、要救
助者の確認

☛手引き（別冊）P⑤・P⑥参照

・岩沼市に洪水注意報が発表された場合
・阿武隈川下流(岩沼水位観測所地点)水
防団待機水位(4.0m)を超過した場合

体制確立の判断時期

・岩沼市に洪水警報が発表された場合
・阿武隈川下流(岩沼水位観測所地点)
氾濫注意情報が発表された場合
・阿武隈川下流(岩沼水位観測所地点)
氾濫注意水位(5.0m)を超過した場合

○○地区に避難準備・高齢者等避難開
始が発令された場合

・阿武隈川下流(岩沼水位観測所地点)
氾濫警戒情報が発表された場合
・阿武隈川下流(岩沼水位観測所地点)
避難判断水位(7.9m)を超過した場合

・○○地区に避難勧告又は避難指示(緊
急)が発令された場合

情報収集伝
達要員

対応要員活動内容体制

情報収集伝
達要員

避難誘導要
員

避難誘導要
員

作成のポイント！

■様式２には左の表を基本
に次の情報を記入する。

・水位情報

・避難対象地区

注
意
体
制
確
立

警
戒
体
制
確
立

非
常
体
制
確
立

岩沼市は行政区単位で
避難情報を発令します



５．情報収集・伝達
（1）情報収集
■収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

【様式３】情報収集・伝達
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➀防災情報の収集方法を決定する。

作成の手順

☛手引き（別冊）P⑤参照

作成のポイント！

■誰が、どうやって、何を収集するか

（総括・情報班）を決める。

【留意事項】 情報収集について

• 「岩沼市ホームページ」から「川の防災情報」や「仙

台管区気象台ホームページ」にアクセスできます。

普段からパソコン等の画面上で、いつでも、誰でも

アクセスできるようにしておきましょう。

• 災害時又は災害が発生することが予想される場合

は、「岩沼市ホームページ」から避難情報発令状況

や避難所開設情報等を確認できます。

• 地上デジタル放送の「ｄボタン」から、画面の「防災・

生活情報」を選択し、気象情報等を確認できます。

収集する情報 収集方法

気象情報 ・テレビ(地上デジタル放送の「dボタン」を活用)
・ラジオ
・仙台管区気象台ホームページ（http://www.jma-
net.go.jp/sendai/）

洪水予報
水位到達情報

・岩沼市からのメール
・岩沼市ホームページ
(https://www.city.iwanuma.miymiy.jp/bosai/bosai-
bohan/bosai/joho.html)
・エフエムいわぬま(防災ラジオ)
・「川の防災情報」の阿武隈川下流の水位到達情報
発表状況
・「川の防災情報」の阿武隈川下流の水位観測所の
水位
・気象庁ホームページの洪水予報サイト
（http://www.jma.go.jp/jp/flood/）

避難情報
(避難勧告等)

・岩沼市からのメール
・岩沼市ホームページ
(https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/bosai/bosai-
bohan/bosai/joho.html）
・エフエムいわぬま(防災ラジオ)
・岩沼防災アプリ
・緊急速報メール(NTTドコモ、au、SoftBank)
・防災行政無線(屋外拡声子局)
・広報車
・テレビ(地上デジタル放送の「dボタン」を活用)

➀防災情報の収集方法を決定する



５．情報収集・伝達
（2）情報伝達
① 「施設内緊急連絡網」に基づき、また館内放送や掲示板を用いて、

体制の確立状況、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で
共有する。

② いざというときに、徒歩や自動車で避難が困難な場合には、避難困
難者の状態や人数について「岩沼市総務部防災課」に報告する。

③ 岩沼市への連絡先は「岩沼市総務部防災課（☎0223-22-1111）」と
する。

【様式３】情報収集・伝達
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②防災情報の伝達方法を決定する。

作成の手順

②防災情報の伝達方法を決定する

☛手引き（別冊）P⑤参照

作成のポイント！

■誰に、どうやって伝達するか（総括・
情報班）を決める。

【留意事項】 情報伝達について

• 防災体制の編成と任務等を考慮して情報伝達系統を

設定してください。

情報伝達系統図

岩沼市
総務部
防災課

総括・情報班
（管理者）

理事長

避難誘導班

その他

電話、メール、
口頭（施設内）

メール
防災アプリ

防災ラジオ 等

・気象情報
・岩沼市内の河川水位情報
・避難情報の発令状況
・避難所の開設状況

情報が来るのを待つのではなく、
自ら収集することが重要です！



【様式３】情報収集・伝達
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記載内容 チェック欄

①だれが 情報伝達班

（○○さんと○○さんなど）

様式12（様式編：P12）

の情報伝達要員に記載し
てあるか？

②どうやって
（収集方法）

ＦＡＸやメールなど

パソコン（インターネット）

様式３の（1）
（様式編：P4）収集する

情報及び収集方法に記載
してあるか？③何を

（収集する情報）
【避難判断の根拠】
気象情報
洪水予報または水位到達情報
避難準備・高齢者等避難開始など

④誰に 施設の管理者、統括管理者など 様式12（様式編：P12）の

管理権限者、代行者が記
載されているか？

⑤どうやって
伝達するか
（伝達方法）

館内放送や掲示板など
様式３の（２）
（様式編：P4）情報伝達に

記載されているか？

【情報収集・伝達の５本柱】

☛手引き（別冊）P⑤参照



【様式４】 避難誘導
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事例集p18

➀避難先、避難経路の安全性を再度確認

する。

②避難先までの移動距離と移動手段は避

難経路図をもとに設定する。

③必要な車両台数、人数などを確保する。

作成の手順

➀避難先、避難経路は
避難経路図から調べる

②避難先までの移動距
離と移動手段は避難経
路図をもとに設定する

☛手引き（別冊）P⑦・P⑧参照

作成のポイント！

■誰が、誰を、どうやって避難させるか

（避難誘導班）を決める。

【留意事項】
■移動手段について
• 搬送車を手配して移送する必要がある場合、必要な台数が
手配できるか事前の確認が必要です。

• 夜間や大雨等の状況を想定して移動手段を設定する。



【様式５】避難の確保を図るための施設の整備
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事例集p19

➀水害時に必要な資器材を追記する。

②消防法に基づく「非常災害対策計画」

などの、既にある計画の内容を活用し

てください。

作成の手順➀水害時に必要な資器材を追記する。

☛手引き（別冊）P⑨参照



【様式６】自衛水防組織の業務に関する事項
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事例集p20

➀管理権限者、代行者を決定する

②情報収集伝達要員、避難誘導要員を決

定する

作成の手順
➀管理権限者、代行者を決定する

②情報収集伝達要員、避
難誘導要員を決定する

☛手引き（別冊）P⑧参照

自衛水防組織を設置
する場合のみ作成



【別添】「自衛水防組織活動要領」
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事例集p25 事例集p26

☛手引き（別冊）P⑧参照

➀施設名を差し替える

②班構成を差し替える

作成の手順

①施設名を差し替える

②班構成を差し替える

自衛水防組織を設置
する場合のみ作成



【別表２】「自衛水防組織装備品リスト」
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事例集p27

☛手引き（別冊）P⑧参照

➀水害時に必要な装備品を追記する。

➀水害時に必要な装備品を追記する。

②消防法に基づく「非常災害対策計画」

などの、既にある計画の内容を活用し

てください。

作成の手順
自衛水防組織を設置
する場合のみ作成



【様式７】防災教育及び訓練の年間計画作成例
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事例集なし

（情報伝達訓練の例）
洪水予報、土砂災害に関する情報をメ
ール等で受信し、それをもとに関係者
に内容を伝達、またその後の防災体制
について関係者への伝達を行う訓練

（避難誘導訓練の例）
あらかじめ設定された避難場所、避難経
路及び誘導方法に基づき、実際に避難
行動を行う訓練

作成のポイント！

訓練の例

■情報伝達訓練日を設定する。

■避難誘導訓練日を設定する。

■出水期までに防災教育の実施日を設

定する。

訓練内容を決めて
実施日を記入する

４ 10

６ 10

６ 10

６ 15

６ 15

７ 15

７ 30

☛手引き（別冊）Ｐ⑩参照

提出の必要は
ありません。



【様式７】防災教育及び訓練の年間計画作成例
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車いす、リヤカー運行訓練の様子
出典：座間市HP
「市内初となる風水害対応の避難行動訓練を実施しました」

防災教育や避難訓練の実施事例の紹介

 座間市では、平成27年10月４日（日）に市内初となる風
水害対応の避難行動訓練を実施しています。

 座間市では、地震や火災を想定した防災訓練等を実施し
ていますが、そのほかの災害を想定した訓練、特に避難
行動の訓練は行われていませんでした。

 そこで、目久尻川沿いに位置する「つつじ野住宅自治会」
と連携し、実際に河川の災害を想定した避難行動訓練を
行いながら、避難行動の検証を行いました。

風水害防災講座の様子
（参加者へ配布した講座資料と風水害ハンドブック）

出典：座間市HP
「市内初となる風水害対応の避難行動訓練を実施しました」

【訓練内容】

• つつじ野住宅集会場から立野台コミニティセ
ンターへの避難行動

• 避難経路の確認

• 要支援者の対応方法

• 移動経路上の不具合確認

• 雨天時の避難経路の状況をイメージ

☛手引き（別冊）P⑩参照



【様式７】防災教育及び訓練の年間計画作成例
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防災教育や避難訓練の実施事例の紹介

☛手引き（別冊）P⑩参照

「攻め」と「守り」の防災教育〈平和中学校で避難所開設訓練を実施〉
Posted on 2017年7月7日 By 神岡地域の広報担当
７月２日（日）、今年も平和中学校で避難所開設訓練が行われました。
「攻め」と「守り」の防災教育、この日は「守り」の体験学習です。
５回目の実施となる今回も、神岡地域に全戸配布でご案内したところ、
４０名ほどの住民の方にご協力いただけました。

中学校と要配慮者利用施設との連携による避難訓練の様子
出典：大仙市HP

http://www.city.daisen.akita.jp/daisen/blog/2017/07/07/%e3%80%8c%e6%94%bb%e3%82%81%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e5%ae%88%e3%82%8a%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%98%b2%e7%81%bd%e6%95%99%e8%82%b2%e3%80%88%e5%b9%b3%e5%92%8c%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%a7%e9%81%bf/
http://www.city.daisen.akita.jp/daisen/blog/author/kamioka18/


【様式７】防災教育及び訓練の年間計画作成例
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防災教育や避難訓練の実施事例の紹介

☛手引き（別冊）P⑩参照

避難訓練の様子
出典：介護老人ホームネムの木スタッフブログ

（2012.8.3）

 介護老人ホームによる風水害避難訓練  保育園による風水害避難訓練

避難訓練の様子
出典：郡山市認可保育園 笑風にこにこ保育園ＨＰ

（2016.7.27）

イラストによる
避難の説明

遊戯室へ避難土のうの作成・積み方の
訓練

エレベーター停止を想定した
利用者の避難誘導訓練



【様式８】施設利用者緊急連絡先一覧表
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事例集にない

➀施設利用者の氏名、年齢、住所を記入

②施設利用者の緊急連絡先となる情報

氏名、続柄、電話番号、住所を記入

③施設利用者の人数と避難誘導要員を整

理する。

④消防法に基づく「非常災害対策計画」な

どの、既にある計画の内容を活用してく

ださい。

作成のポイント！

作成の手順

■施設利用者とその連絡先は定期的に

更新していますか？

☛手引き（別冊）P⑥参照

提出の必要は
ありません。



【様式９】緊急連絡網、【様式10】外部機関等への緊急連絡先一覧表

31

事例集p23

➀施設管理者から従業員を含めた施設

関係者の連絡網を作成

②必要な外部機関の連絡先を記入

③消防法に基づく「非常災害対策計画」

などの、既にある計画の内容を活用し

てください。

作成のポイント！

作成の手順

☛手引き（別冊）P⑥参照

■連絡網が途切れていたとしても、

確実に連絡できるようになっていますか？

連絡先は定期的に更新していますか？

提出の必要は
ありません。



【様式11】対応別避難誘導方法一覧表
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事例集にない

作成のポイント！

作成の手順

■誰を、どの避難先に、どうやって、誰が

避難させるかを決めていますか？

➀施設利用者の避難における配慮事項

を整理する。（一番左の列の情報）

②施設利用者の氏名、避難先、移動手

段、担当者を記入

③消防法に基づく「非常災害対策計画」

などの、既にある計画の内容を活用し

てください。

☛手引き（別冊）P⑦参照

提出の必要は
ありません。


