
(地 1230)

平成 25年 2月 24日

都道府県医師会

担 当 理 事 殿

日本医師会常任理事

石 井 正 三

高 杉 敬 久

医療施設等に係る避難確保計画作成の手引きについて

時下ます ます ご清栄の こととお慶び 申 し上げます。

さて、国土交通省所管の「津波防災地域づ くりに関す る法律」につ きま しては、

平成 24年 8月 21日 付 (地 1101)の 文書 をもつて、貴会に関係通知や資料等 を

お送 り申 し上げてい るところです。

同法に よ り、津波災害警戒 区域 内の避難促進施設 (医 療施設等の うち市町村防

災計画 に定める施設)の所有者又は管理者 は、避難確保計画の作成が義務づけ ら

れ てお ります。

また昨年 7月 には、洪水対策 を所管す る 「水防法」が改正 され、高齢者 、障害

者 、乳幼児等 の要配慮者利用施設 に、避難確保計画の作成 と訓練 の実施 が努力義

務 として課せ られ ることにな りま した。

本会 では、国土交通省担 当部署 との間で、東 日本大震災や過去 の洪水 の被災地

域等への現地視察 を含 む協議 を重ねた結果、「従業員等 の身 に津波 に よる危険が迫

れば『 従業員等 も退避す る。』 とい うことを基本 とす る。」な どを内容 とす る避難

確保計画作成 の手引き (津波編 、洪水編)を 同省 とともに策定いた しま した。ま

た、同手 引き (津 波編 )に基づ く計画のひ な形 も制作 してお ります。

本年 1月 現在、 14府 県で警戒 区域設定の前提 となる津波浸水想定がな されて

お り、その うち徳 島県 は、昨年警戒 区域案 を公表 して 3ヶ 月間の周知 の後、正式

に公示す る予定 になっています。

つ きま しては、貴会 におかれ ま して も、本件 について ご了知いただ くとともに、

貴会管下関係 医療機 関等への周知方 について ご高配賜 ります よ うよろ しくお願 い

いた します。 また、貴都道府県 関係都局 との協議等 につ きま して も、 よろ しくお

願 いいた します。
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医療施設等に係る避難確保計画作成の手引きについて

平素より国土交通行政に対 し、御理解と御協力を賜 り、厚 く御礼申し上げます。

津波防災地域づ くりに関する法律及ぴ水防法に基づ く医療施設等に係る避難確保

計画作成の手引きについて、貴会及び厚生労働省の協力のもと、別添のとおり作成 し

ました。本手引きについては、関係の地方公共団体に対 し周知 しますので、貴会にお

かれま しても、貴会会員に対 し周知方取 り計 らわれるようお願いします。 _
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津波防災地域づくりに関する法律に基づく避難確保計画作戸えの手引きについて

津波防災地域づくりに関する法律第71条に基づき、津波災害警戒区域内の避難促進施

7′ぞ(市町村地域防災計画に定める地下街等や要配慮者利用施設)の所有者又は管理者 (以

下『事業者等」という。)について避難確保計画の作成が義務付けられておりますが、当,スタ

事業者等に対する技術的助言の際の参考資料として、別添のとおり、「避難確保計画作成の

手引きJを作成しましたので、貴管内関係市町村に対し周知方取り計らわれるようお願い

します。また、本手引きは、今後も必要に応じて見直しを行いますので、お気づきの点が

ありましたら、随時、各地方整備局等までご連絡下さい。

なお、津波災害警戒区域は、基準水位 (津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物

等への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位)

の公表により、津波の発生時における避難に有効な避難施設の高さが明確になることや、

上記事業者等による避難確保計画の作成、市町村による津波ハザードマップの作成や避難

訓練の実施等の警戒避難体制の構築に資するため、貴管内関係市町村の意見も踏まえ、津

波災害警戒区域の指定に向けた積極的な検討が図られますようお願いします。
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医療施設等 (病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る

避難確保計画 (津波編)作成の手引き (案 )

「OOOO(施 設名)」 における津波の発生時の避難確保計画

1.計画の目的

《記載例》

■ この計画は、津波防災地域づくりに関する法律 (平成 23年 12月 14日

法律第 123号 )第 71条第 刊項に基づくものであり、「OOOO(施設名)」

の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目

的とする。

この手引きは、津波の発生時における避難確保計画にっいて、記載例と

留意事項等を示したものである。市町村地域防災計画に定める医療施設等

(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)はこれを参考に、施設の

別や立地条件等の実態に即した計画を作成することが望ましい。

また、本手引きは、新たに作成する避難確保計画を念頭に記載例等を示

したものであるが、消防計画や地震等の災害に対処するための具体的な計

画、洪水時の避難確保計画を定めている場合にlよ、既存の計画に「津波の

発生時の避難確保計画」の項目を追加することでも良い。

なお、避難確保計画の作成にあたっては、市町村が作成する津波ハザー

ドマップで情報の伝達方法や避難場所・避難経路等を確認するとともに、

不明な点については避難確保計画の報告先である市町村に確認されたい。

《解説及び留意事項》

> 津波防災地域づくりに関する法律 (平成 23年 12月 14日 法律第 123

号)は、平成 23年 12月 に施行され、津波災害警戒区域内の社会福祉施

設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用す

る施設に対して、津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために必要な措置に関する計画の作成、避難訓練の実施が義務として

課されることとなつた。      、

2.計画の適用範囲
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《記載例》

■ この計画は、「OOOO(施 設名)」 に勤務又は利用する全ての者に適用

するものとする。

《解説及び留意事項》

> 施設の利用者 (入院 (所)者・通院 (所)者 日その他来院 (所)者)や従業

員等を把握し、施設の規模や利用者数等に応じた計画を作成する必要が

ある。                      1
> 利用者数が曜日や時間帯によって変動する場合には、留意が必要であ

る。また、従業員数が少なくなる夜間や休日の対応についても検討して

おく必要があるも

3.防災体制

《記載例 :津波到達時間が長い場合》

※自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する内部組織を記述する。

※上記のほか、施設の管理権限者 (又は自衛水防組織の統括管理者)の指揮命令に従

うものとする。

2

非常体制

警戒体制

注意体制

・避難勧告等の発令

日津波特別警報 (大津波

警報)発表

日危険の前兆を確認 等

B津波警報発表

日緊急地震速報

・津波注意報発表

体制確立の判断時期

日避難誘導

口周辺住民への事前協力

依頼

日入院 (所 )者家族への事

前連絡

B使用する資器材の準備

B津波情報等の情報収集

・津波情報等の情報収集

活動内容

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

対応要員
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《記載例 :津波到達時間が短い場合》

※自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する内部組織を記述する。

※上記のほか、施設の管理権限者 (又は自衛水防組織の統括管理者)の指揮命令に

従うものとする。

当該海岸への津波の到避

津波①=近地津波
津波②=封遣時間がかかる

日本近海の最波
津波③〓通地津波

津波②

テ

地震の発生地点の違いによる津波到達のイメージ

>

《解説及び留意事項》

津波は、地震の発生地点から沿岸までの距離によつて「近地津波」と

「遠地津波」に大別でき、それぞれ沿岸までの津波到達時間が異なる。

このため、当該地の津波到達時間を念頭に、防災体制を定めるものと

する。

3

非常体制

警戒体制

注意体制

B避難勧告等の発令

B津波警報、津波特別警

報 (大津波警報)発表

日危険の前兆を確認 等

口津波注意報発表

日緊急地震速報

体制確立の判断時期

日避難誘導

a周辺住民への事前協力

依頼

日入院 (所)者家族への事

前連絡

口使用する資器材の準備

B津波情報等の情報収集

口津波情報等の情報収集

活動内容

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

対応要員
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> 津波の発生時の体制、体制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立

基準及び活動を実施する要員を検討・記載する。

O活動内容

>津波情報の収集から避難誘導までの津波の発生時における主な活動

内容及びその順序について検討する。

>従業員等の安全及び医療活動の継続を図りながら利用者の避難誘導

を行うため、従業員等の身に津波による危険が迫れば「従業員等も

退避する。」ということを基本とする。このことを事前に利用者や周

辺住民にウェブサイ トや院内掲示等にて周知し、理解を得ておくこ

とが必要であり、また、訓練等により、参集・退避に係る移動の迅

速化及び限られた時間内に効果的な活動を行う能力の向上に努める

必要がある。

レ津波災害警戒区域内の活動については、「活動可能時間」を判断し、

その時間の中で活動する。

活動可能時間=④― (① +②+③ )

① 施設 (活動場所 (各階))までの参集時間

② 施設 (活動場所 (各階))か ら直近の安全退避場所 (施設外の避

難場所又は当該施設の上層階)への退赳時間

③ 安全時間 (想定外の事案発生も含めて、安全確実に退避するため

の予備時間。例 iOO分前退避完了)

④ 津波到達予想時刻までの時間

O体制の区分

>体制は、活動内容、施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、

施設の実情に応じて設定するものとする。

O体制確立の基準

>体制ごとの確立の基準は、津波の到達時間、避難及びその準備に要

する時間等を考慮して設定する。

O対応要員

>各活動を実施する要員を検討する。

>夜間や休日な,ど 、当該医療施設等の外にいる従業員等の非常参集に

あたっては、津波の到達時間に応じて、参集ルー トについて津波災

害警戒区域を避けるなど従業員等の安全に配慮する。

4
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《用語の解説》

>気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置を即時に推定し、これ

らをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約3

分を目標に、大津波警報 (津波特別警報)、 津波警報または津波注意報を

津波予報区単位で発表する。(津波予報区 :下記アドレス)

httD://WWwi seisvol.kishou.貿 o:」 p/eg/index_t― yohokuinfot htmi

>予想される津波の高さは、通常は5段階の数値で発表する。ただし、地震

の規模 (マ グニチュー ド)が 8を超えるような巨大地震に対しては、精度

のよい地震の規模をすぐに求めることができないため、その海域における

最大の津波想定等をもとに津波警報・注意報を発表する。その場合、最初

に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「、巨大」

や「高い」という言葉で発表して、非常事態であることを伝える。

>気象庁は、津波警報 日注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や

予想される津波の高さなどを津波情報で発表する。

津波

注意報

津波

警報

大津波

警報

(津波特

別警報)

種類

予想される津

波の高さが高
い と こ ろ で

O.2m以 上、

lm以下の場

合であつて、

津波による災

害のおそれが

ある場合。

予想される津

波の高さが高
いところで 1

mを超え、 3

m以 下 の 場

合。

予想される津

波の高さが高
いところで 3
mを超える場

合。

発表基準

lm
(0.2m≦ 予想高 さ≦lm)

3m
(lmく 予想高 さ≦3m)

5m
(3m<予想高さ≦5m)

10m
(5m<予想高さ≦10m)

10m超
(10m<予想高さ)

数値での発表

(津波の高さ予想の区分)

(表記し

ない)

高い

巨大

巨大地震

の甥合の

発表

発表される津波の高さ

海の中では人は速い流れに巻

き込まれ、また、養殖いかだが

流失し小型船舶が転覆します。

海の中にいる人はただちに海

から上がって、海岸から離れて

ください。

標高の低いところでは津波が

襲い、浸水被害が発生します。

人は津波による流れに巻き込

まれます。

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ選難してください。

木造家屋が全壊・流失し、人は

津波による流れに巻き込まれ
ます。

沿岸部や川沿いにいる人は、た

だちに高台や避難ビルなど安
全な場所へ避難してください。

想定される被害と

取るべき行動



沖合の津波観測に関する情報

津波観測に関する情報

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報

津波到達予想時刻・ 予想され

る津波の高さに関する情報

種類

各津波宇報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さを5

段階の数値 (メ ートル単仁)または2種類の定性的表現で発表

内容

沖合で観測した津波の時刻や高さ～及び沖合の観測値から推定され

る沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

沿岸で観測 した津波の時刻や高さを発表

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表
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津波情報の種類

4.情報収集及び伝達

(1)情報収集

《記載例》

■収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

■停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集する

ものとし、これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。

《解説及び留意事項》

> 津波防災地域づくりに関する法律第 54条第 1項第4号に基づきt市

町村地域防災計画に記載された医療施設等については、当該施設の所有

者又は管理者に対して、同条第 2項に基づき、市町村長から津波に関す

る情報、予報及び警報が提供される。

(2) 情報伝達

《記載例》

6

避難勧告 日避難指示

津波情報

収集する情報

防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト (市役所のウェブサイト)、 緊急速報メール

テレビ、ラジオ、インターネット (情報提供機

関のウェブサイ ト)、 緊急速報メール

収集方法
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■別紙O「体制ごとの施設内緊急連絡網」に基づき、津波情報等の情報

を施設内関係者間で共有する。

■警戒体制下で非常体制に移行するおそれがある場合には、別紙△「入

院 (所)者家族緊急連絡網」に基づき、入院 (所 )者の家族に対し、「非常

体制に移行した場合には0●00(避 難場所)へ避難する」旨を連絡

する。(ただ し、津波到達時間が長いなど時間的に可能な場合に限る。)

■非常体制に移行した場合には、OOttOO課 (連絡先)に「これより

0●00(避 難場所 (当該施設の上階含む))に避難する」旨を連絡す

る。

■避難の完了後、OOttOO課 (連絡先)に避難が完了した旨を連絡す

る。

■避難の完了後、別紙△「入院 (所)者家族緊急連絡網」に基づき、入院 (所 )

者の家族に対し、避難が完ヤした旨を連絡する。

《解説及び留意事項》

> 緊急時における連絡体制 (連絡網及び連絡方法)についてあらかじめ

定めておく必要がある。その際、一般には、体制ごとに情報を共有して

おくべき者は異なる (体制が進むごとに共有すべき者は増える)ため、

体制ごとに連絡体制を定めておくことが望ましい。

> 関係市町村への連絡については、報告する内容、方法、報告先等につ

いて事前に調整しておく必要がある。

> 入院 (所)者家族への連絡は、連絡する内容、連絡がとれない場合の対

応等について事前に調整しておき、避難に混乱を来さないようにするこ

とが重要である。なお、入院 (所)者家族の避難状況によつては連絡がと

りづらい場合があるため、「災害用伝言ダイヤル」の利用等の連絡方法

についても検討しておくと良い。

5.避難誘導

(1)避難場所

《記載例》

■避難場所は、OOttOOttOT目 「OO体育館」とする。

■津波の到達時間や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が

7
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困難な場合には、一時避難場所として本施設〇棟のO階仝避難するもの

とする。

(2)避難経路

《記載例》

■避難場所までの避難経路については、別紙O「避難経路図」のとおりで

ある。

> 避難場所については、自力避難が可能な利用者の避難や、上層階への

一時避難者の二次避難等を考慮し、原則として、津波ハザー ドマツプに

記載されている最寄りの避難所とし、市町村と調整した上で記載するも

のとする。

> 万が一避難が遅れた者や避難場所までの避難が困難な者が発生した

場合を想定して、津波ハザー ドマップの基準水位 (想定浸水深に建築物

等への衝突によるせき上げ高を加えた水位)等を参考に、計画の対象施

設又は近隣の施設の上層階を一時避難所として設定しておくことが望

ましい。

> ただし、上層階に一時避難した場合には、浸水の長期化や孤立によっ

て、水や食料、医薬品の補給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴う

ため、必要な物資の備蓄や、市町村防災部局日消防機関等との連絡体制

の確保、カルテのパッタアップ、最低限必要な照明、医療機器のための

自家発電設備等の準備を整えておくなど、留意が必要である。

《解説及び留意事項》

>

>

《解説及び留意事項》

津波ハザー ドマップには、避難経路となる道路の他、浸水常襲箇所や

土砂災害の危険箇所等も記載されているので、それらを参考に安全な避

難経路を設定する。

上層階への一時避難の場合は、館内の避難経路について検討を行い、

使用する階段等を設定する。なお、エレベーターは地震による揺れや浸

水によつて停止することに留意する。

０
０
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(3)避難誘導方法

《記載例》

■ 日頃より、避難場所 (施設外と施設内)や避難経路を施設内に掲示し、

利用者や周辺住民に周知しておく。避難場所に誘導するときは、避難場

所 (「OO体育館」又は「施設のO階」)及び避難経路について、声をか

けながら避難誘導する。

■施設外へ避難する際は、車両等を使用せず徒歩を原則とする。

■津波到達時間が長いなど時間的に可能な場合は、避難誘導にあたつては 、

拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を配置する。

■避難誘導員は、避難者が誘導員と識別しやすく、また安全確保のための

誘導用ライフジヤケットを着用し、必要に応じて蛍光塗料を現地に塗布

するなどして、避難ルー トや側溝等の危険箇所を指示する。

■津波到達時間が長いなど時間的に可能な場合は、避難する際には、ブレ

ーカーの遮断、ガスの元栓の開鎖等を行う。

■浸水のおそれのある階又は施設からの退出が概ね完了した時点におい

て、未避難者の有無について確認する。

《解説及び留意事項》

> 避難誘導方法については、時間帯毎 (昼夜、休日)に避難する人数、

従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定

めておく必要がある。

> 避難誘導にあたっては、独歩、護送 (車いす)、 担送 (寝たきり)な

ど利用者の移動能力に応じて、搬送具や患者用ライフジヤケット等の資

器材の活用を含めた検討が必要である。

> 車での避難は、渋滞等で動けなくなる危険を伴うため、安全で確実な

移動手段であるかを慎重に判断する必要がある。車両使用を検討する場

合は、市町村に対し車両避難のルールの有無を確認する。

> また、夜間の屋外への避難にあたつては、目の不自由な利用者に対し

ても、安全かっ迅速に誘導できるよう、避難誘導員は避難者が一見して

誘導員と識別できるよう明るい色の衣服を着用したり、側溝やがれき等

の危険箇所に近づかないよう蛍光塗料を使つてルー ト誘導を行つたり、

安全に配慮した工夫をすることが望ましい。

> 当該施設が地域住民の避難場所に指定されている場合には、避難誘

9
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>

導、避難支援、備蓄品の管理等の役割分担について市町村、近隣の自治

会等とあらかじめ協議し、協定等を締結しておくことが望ましい。

避難途中や避難後における利用者の体調の悪化や、避難にあたつて特

別な配慮が必要な利用者 (感染症の患者等)に対する対応方法について

あらかじめ検討しておく必要がある。

6.避難の確保を図るための施設の整備

《記載例》

■情報収集 口伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、

下表「避難確保資器材等一覧」に示すとおりである。

■ これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとす

る。

避難確保資器材等一覧※

※ 自衛水防組織を設置する場合には、自衛水防組織の装備品リストを記載する。

避難誘導

情報収集 日伝達

活動の区分

ラジオ、タブレッ ト、携帯電話、懐中電灯

使用する設備又は資器材

名簿 (従業員、利用者等)、 案内旗、タブレット
～
携帯電話、懐

中電灯、携帯用拡声器、搬送具、ライフジヤケット、蛍光塗料

施設内の一時避難のための水 E食料、医薬品、寝具 B防寒具

カルテのバックアップデータ (紹介状、処方箋作成用)

《解説及び留意事項》

>  ここでは、現時点において避難誘導が必要となつた場合に、情報収

集日伝達及び避難誘導に使用する施設又は資器材について記載するもの

とし、記載した資器材は計画の作成と併せて整備・備蓄しておくものと

する。

> 夜間も利用者が施設内に滞在する施設においては、停電時における避

難誘導の際に使用する懐中電灯や予備電源等の施設又は資器材につい

て検討し記載するものとする。

10
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7.防災教育及び訓練の実施

《記載例》

■毎年4月 に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

■毎年 5月 に全従業員を対象として情報収集 日伝達及び避難誘導に関する

訓練を実施する。

《解説及び留意事項》

> 津波防災地域づくりに関する法律第 71条第 2項に基づき、医療施設

等の所有者又は管理者は、避難確保計画に定めるところにより避難訓練

を行い、その結果を市町村長に報告することが義務付けられている。

> 避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練

を実施し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可欠である。

> 研修や訓練には、市町村から地域住民に配布されている津波ハザー ド

マップの他、国土交通省等が実施する出前講座等が活用できる。

> 地震等を想定した情報伝達訓練や避難訓練を実施している施設にお

いては、当該訓練の実施をもって、本計画に基づく情報伝達及び避難誘

導に関する訓練に代えることができるものとするも(ただし、災害の種

類によって避難場所や避難経路が異なる場合があることの従業員等ヘ

の周知や、津波避難に関する研修を別途実施すること。)

> 情報収集訓練については、市町村が情報伝達訓練を実施している場合

には、これと併せて実施することが有効である。

8.自 衛水防組織の業務に関する事項 (自 衛水防組織を設置する場合に限る。)

《記載例》

■別添「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。

■ 自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。

>毎年 4月 に新たに自衛水防組織の構成員となつた従業員を対象として

研修を実施する。

レ毎年 5月 に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織

皇亮寧詈量

を対象と
|て

情報収集 口伝達及び避
干

再

導に関す

:訓

練を
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> 本項は、水防法に基づく「洪水時の避難確保計画」において自衛水防

組織を設置している施設について、自衛水防組織を津波の発生時にも活

用する場合を想定しており、自衛水防組織を設置していない場合I手は省

略することができる。

> 自衛水防組織活動要領の作成に当たっては、別添「自衛水防組織活動

要領 (案)」 を参考にされたい。

《解説及び留意事項》

12
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別添1 自衛水防組織活動要領(剰

(自宿彰k的
第 1条 管理陥原者 4防火 。防災管理者が設置されている場合にあつてイよ 当該防火・防災管理者を

管理権原者とする。以下同悦 )は、津波の発生時において蜘 画Iゆ く円滑かつ迅速な

避難を稽呆するため、自衛水防組織を編成するものとする。

2 自衛水防組織には、統括管理者を置く。

(1)統括管理者は、        を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を

筋前争する。

(2)統括管理者は、津波の発生時における避難行動について、その指揮(命令、監督等二切の権

限を有する。

3 管理権原者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統緒管理者の任務を代行するた

めに必要森周く 命令、監督等の権限を付与する。

4 自衛水防細繊に、班を置く。

(1)班は、総括・情綱翔販灘劉鰯薄班とし、各班と硼噸:を置く。

(2)各班の任務は、別表 11こ掲げる任務とする。

(3)防災センター (最低限、通信設備を有するものとする)を自衛水防組織の活動肥点とし、防

災センター勤務員及び各班のヵ)長を自衛水防組織の中核として配置する

(自宿矛kD右組新戦υヴ週卦羽)

第4条 管理権原者は、従業員の勤務体制 (シフト)も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保

及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

2 特に、休日・夜間も施設内イ蘇 ll用和 端拍サ
い
る施設にあつて、体日・夜間に在館する従業員等の

みによつては十分な体制を確イ呆することが難しい場合は、管理権原者は、近隣在住の従業員等の非

常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。

3 管理権原者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網時従業員等の非常参集計画を定めるものとす

る。

(自得功k的
第 5条 管理権原者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、週止な維持管理に努めな

ければならな彰屯

(1)自衛水防組織の装備品は、男Iよ表 2「自イ街湘力偶繊装備品ジスト」のとおりとする。

(2)自衛水防組織の装備品について|よ 統話管理者が防災センターに保管し、必要な,敵を行う

とともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

(自衛水防細繊の活動l

第6条 自衛相力自識の各T)工lま、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものと

する。

13
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月1表 1 『自衛水防組爛の編成と任務」

別表2 「自衛水防組織装備品リスト」

鯖 鞘

蜘

剛

綿

呻 f儒

班長 OOOO
班員O名

OOOO

役職及び氏名

鯉 び氏名

班長 OOOO
班員O名

OOOO

日

呻 鋭

日
  ,昇卜ヽ世:!!HJと者、  要本雌 の確認

任 務

・ 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、

情報内容の記録

日館内放送による避難の呼び掛け

日津波情報等の情報のJ又集

日関係者及び関係機関との連絡

任 務

呻

器 儀 牌 iD‖ 翻 I

任務

名簿 (従業員、利用者等)

誘導の標識 (案内旗等)

情報収集及び伝達機器 (タ ブレット、トランシーバと、携需電話等)

懐中翻 T

携帯用拡声器

膊

ライフジヤケット

蛍光塗料      _
水 日食料

嘲

晴議員!日 1,i,身
g;」

i日!

カルテのバックアップデータ (閲覧できる情報端末 日電源含む)

名簿 (従業員、利用者等)

情報収集及び伝塵牌器 (ラジオ、タブレット、トランシTパー、携滞電話等)

照明器具 (懐中電灯、投光油等)

齢 品
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医療施設等 (病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る

避難確保計画 (洪水編)作成の手引き (案 )

「OOOO(施 設名)」 における洪水時の避難確保計画

1.計画の目的

《記載例》

■ この計画は、水防法第 15条の3第 1項に基づくものであり、「OOOO
(施設名)」 の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ること

を目的とする。    i

《解説及び留意事項》

> 水防法 (昭和 24年 6月 4日法律第 193号 )は、平成 25年 6月 に一部

改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設 (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)に対

して、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訓練その

他の措置に関する計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置が努力

義務として謀されることとなつた。

この手引きは、洪水時における避難確保計画|こ ついて、記載例と留意事

等を示したものである。市町村地域防災計画に定める医療施設等 (病院、

診療所、助産所、介護老人保健施設等)ではこれを参考に、施設の種別や

立地条件等の実態に即した計画を作成することが望ましい。

また、本手引きは、新たに作成する避難確保計画を念頭に記載例等を示

したものであるが、消防計画や地震等の災害に対処するための具体的な計

を定めている場合には、_既存の計画に「洪水時の避難確保計画」の項目

を追加することでも良い。

なお、避難確保計画の作成にあたっては、市町村が作成する洪水ハザー

ドマップで情報の伝達方法や避難場所・避難経路等を確認するとともに、

明な点については避難確保計画の報告先である市町村に確認されたい。
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2.計画の適用範囲

《記載例》

■この計画は、「OOOO(施 設名)」 に勤務又は利用する全ての者に適用

するものとする。

《解説及び留意事項》

> 施設の利用者 (入院 (所)者・通院 (所)者 Bその他来院 (所)者)や従業

員等を把握し、施設の規模や利用者数等に応じた計画を作成する必要が

ある。

> 利用者数が曜日や時間帯によつて変動する場合には、留意が必要であ

る。また、従業員数が少なくなる夜間や休日の対応についても検討して

おく必要がある。

3.防災体制

《記載例 :氾濫水到達時間が長い場合》

※ 自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する内部組織を記述する。

※ 上記のほか、施設の管理権限者 (又 は自衛水防組織の統括管理者)の指揮命令

2

非常体制

警戒体制

注意体制

口避難勧告等の発令

,大雨特別警報発表

・ OO川 (OO地 点 )

氾濫危険情報発表

E危険の前兆を確認 等

口避難準備情報の発令

・ 大雨洪水警報発表

EOO川 (OO地 点 )

氾濫警戒情報発表 等

口大雨洪水注意報発表

HOO川 (OO地 点 )

氾濫注意情報発表 等

体制確立の判断時期

避難誘導

口周辺住民への事前協力

依頼

B外来診療中止の掲示

B入院 (所 )者家族への事

前連絡

J使用する資器材の準備

・ 洪水予報等の情報収集

日洪水予報等の情報収集

活動内容

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

対応要員
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に従うものとする。

《記載例 :氾濫水到達時間が短い場合》

※ 自衛水防組織を設置 した場合には、それぞれ対応する内部組織を記述する。

※上記のほか、施設の管理権限者 (又は自衛水防組織の統括管理者)の指1軍命令

に従うものとする。

《解説及び留意事項》

> 洪水時の体制、体制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準及

び活動を実施する要員を検討・記載する。

O活動内容

>1気象情報の収集から避難誘導までの洪水時における主な活動内容及

びその順序について検討する。

O体制の区分

レ体制は、活動内容～施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、

施設の実情に応じて設定するものとする。

●
じ

非常体制

警戒体制

注意体制

B避難準備情報等の発令

E大雨洪水警報発表

口OO川 (OO地 点 )

氾濫警戒情報発表

B危険の前兆を確認 等

大雨洪水注意報発表

OO川 (OO地 点 )

氾濫注意情報発表 等

B大雨又は台風に関する

気象情報発表 等

体制確立の判断時期

Ъ避難誘導

B周辺住民への事前協力

依頼

B外来診療中止の掲示

日入院 (所)者家族への事

前連絡

・ 使用する資器材の準備

a洪水予報等の情報収集

・ 気象情報等の情報収集

活動内容

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

赳難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

対応要員
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《用語の解説》

>気象庁が発表する警報田注意報については、以下のウェブサイトで各地の

発表基準が確認できる。

http://www.」 ma.go.」 p/」 ma/kishou/know/kiJun/index.htmi

>水位の情報は、以下のウエブサイトから入手することができる。

httD://WWw.r rver.go.」 p/

※ 洪水に関する特別警報は発表されない。

4

O体制確立の基準

レ体制ごとの確立の基準は、内水氾濫の危険性、河川からの氾濫水の

到達時間※、避難及びその準備に要する時間等を考慮して設定する。

レ複数の河川の浸水想定区域内に位置している施設においては、それ

ぞれの河川からの氾濫水の到達時間を考慮しなければならないこと

に留意する必要がある。

※ 氾濫水の到達時間等の河川等に関する事項については、最寄りの国土交通省

河川関係事務所「災害情報普及支援室」に積極的に相談してください芯

O対応要員

レ各活動を実施する要員を検討する。

レ夜問や休日など、当該医療施設等の外にいる従業員等の非常参集に

あたつては、氾濫水の到達時間や今までの浸水実績等を勘案して参

、集ルー トについて浸水の可能性のある箇所を避けるなど、従業員等

の安全に配慮すること。

大雨特別警報

(※ )

洪水警報

大雨警報

洪水注意報

大雨注意報

警報 口注意報の種類

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想

したとき

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想したとき

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想 したとき

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水 し、災害が発生するおそ

れがあると予想 したとき

大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき

発表基準



※ 1

※ 2
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自力移動困難者については、避難の判断を含めて検討することが望ましい。

自力移動困難者の早期避難が必要な場合がある。

5

OO川氾濫危険情報

(洪水警報に相当う

OO川氾濫警戒情報

(洪水警報に相当)

OO川 氾濫注意情報

(洪水注意報に

相当)

洪水予報 日水位到達

情報の種類

OO川 の水位が氾濫危険水位 (堤

防の決壊など重大な災害発生のお

それがある水位としてあらかじめ

定められた水位)に到達   ▼

[洪水予報 ]

OO川 △△水位観測所の水位が一

定時間後に氾濫危険水位 (堤防の

決壊など重大な災害発生のおそれ

がある水位としてあらか じめ定め

られた水位)に到達が見込まれる

場合、あるいは避難判断水位 (避

難行動を行う目安としてあらか じ

め定められた水位)に到達 し、さ

らに水位の上昇が見込まれる場合

[水位到達情報 ]

OO川 △△水位観測所の水位が特

別警戒水位 (赳難判断水位)に到

達 した場合

OO川 △△水位観測所の水位が氾

濫注意水位 (避難行動の準備を行

う目安としてあらか じめ定められ

た水位)に到達 し、さ らに水位の

上昇が見込まれる場合

発表基準

[市町村]避難準備情報の発

令を判断し、状況に応 じ

て発令

[住民]氾濫に関する情報に

注意※1

[住民]避難を完了

[市町村]避難勧告等の発令

を判断 し、状況に応 じて

発令

[住民]避難を判断
※2

市町村 口住民 日要援護者に

求められる行動
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4.情報収集及び伝達

(1)情報収集

《記載例》

■収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

気象情報

収集する情報

避難勧告 口避難指示

洪水予報、水位到達情

報

収集方法

防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト (市役所のウエブサイ ト)、 緊急速報メール

OO市からのファックス、インターネット (情

報提供機関のウェブサイ ト)、 緊急速報メール

テレビ、ラジオ、インターネット (情報提供機

関のウエブサイ ト)、 緊急速報メール

■停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集する

ものとし、これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。

《解説及び留意事項》

> 水防法第 15条第 1項第 3号 口に基づき市町村地域防災計画に記載さ

れた要配慮者利用施設については、当該施設の所有者又は管理者に対し

て、同条第 2項第 2号に基づき市町村長から洪水予報河川における洪水

予報又は水位周知河川における水位到達情報が提供される。

6

氾
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意
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報
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情
報

氾
濫
危
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情
報

'巳

濫危険水位

一
洪水注電1韓

一
洪水注意報

時間の流れ



> また、同条第 15条第 1項の規定により自衛水防組織を設置した場合

には、当該自衛水防組織の構成員 (情報を受ける構成員を市町村に報告)

に対しても、同条第2項第2号に基づき市町村長から洪水予報河川にお

ける洪水予報又は水位周知河川における水位到達情報が提供される。
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■提供される情報に加えて、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に危険

な前兆が無いか等、施設内から確認を行う。´

(2)情報伝達

《記載例》

■別紙O「体制ごとの施設内緊急連絡網」に基づき、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。

■警戒体制下で非常体制に移行するおそれがある場合には、別紙△「入

院 (所)者家族緊急連絡網」に基づき、入院 (所)者の家族に対し、「非常

体制に移行した場合には0000(避 難場所)へ避難する」旨を連絡

する。

■警成体制下で外来診療を中止する場合には、すみやかに診療中止の掲

示を行い、都道府県医師会やOO病院 (連携する医療施設)に外来診

療を中止する旨を連絡する。

■非常体制に移行した場合には、OOttOO課 (連絡先)に 「これより

0●00(避難場所)に避難する」旨を連絡する。

■非常体制に移行した場合には、別紙△「入院 (所)者家族緊急連絡網」

に基づき、入院 (所)者家族者に対し、「非常体制に移行したので、0●

●0(避難場所)へ避難する。避難の完了後、OOttOO課 (連絡先)

7

《解説及び留意事項》

> 避難に備えて、周辺の水路が浴れていないか、道路が通行できるか等、

あらかじめ確認しておくことが望ましい。

> また、浸水が始まっていないか、土砂災害の前兆が無いか等について

も注意する。

> ただし、台風が通過している最中や雨が強く降つている時には、外の

様子を確認するために外出することは危険であるため、施設内から確認

するなど、安全に配慮する必要がある。
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に避難が完了した旨を連絡する。     
つ

■避難の完了後、別紙△「入院 (所)者家族緊急連絡網」に基づき、入院 (所 )

者の家族に対し、避難が完了した旨を連絡する。  .

5.避難誘導

(1)避難場所

《記載例》

■避難場所は、OOttOOttOT目 「OO体育館」とする。

■周辺の漫水の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難

が困難な場合には、一時避難場所として本施設O棟のO階へ避難するも

のとする。

《解説及び留意事項》

> 避難場所については、自力避難が可能な利用者の避難や、上層階への

一時避難者の二次避難等を考慮し、原則として、洪水ハザー ドマップに

記載されている最寄りの避難所を記載するものとする。

> 万が一避難が遅れた者や避難場所までの避難が困難な者が発生した

8

《解説及び留意事項》

> 緊急時における連絡体制 (連絡網及び連絡方法)についてあらかじめ

定めておく必要がある。その際、一般には、体制ごとに情報を共有して

おくべき者は異なる (体制が進むごとに共有すドき者は増える)ため、

体制ごとに連絡体制を定めておくことが望ましい。

> 関係市町村への連絡については、報告する内容、報告先等について事

前に調整しておく必要がある。

> 外来診療を中止する場合、他病院の受診について案内するなど、連携

する医療機関とあらかじめ調整を行つておくことが望ましい。

> 入院 (所)者家族への連絡は、連絡する内容、連絡がとれない場合の対

応等について事前に調整しておき、避難に混乱を来さないようにするこ

とが重要である。なお、入院 (所 )者家族の避難状況によつては連絡がと

りづらい場合があるため、「災害用伝言ダイヤル」の利用等の連絡方法

についても検討しておくと良い。
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(2)避難経路

《記載例》

■避難場所までの避難経路については、別紙O「避難経路図」のとおりで

ある。

《解説及び留意事項》

> 洪水ハザー ドマップには、避難経路となる道路の他、浸水常襲箇所や

土砂災害の危険箇所等も記載されているので、それらを参考に安全な避

,難経路を設定する。

> 上層階への一時避難の場合は、館内の避難経路について検討を行い、

使用する階段等を設定する。なお、エレベーターは停電や浸水によって

停止することに留意する。

> 避難経路については、河川からの氾濫水が到達していなくても内水に

よる浸水が発生していることも考えられることから、避難する人数等も

考慮して、可能な限り標高が高い道路を選定することが望ましい。

《事例紹介》

>洪水ハザー ドマップは、市町村から住民等に配布、市町村ウェブサイ トに

掲載される他、以下のポータルサイトからも閲覧することができる。

http://disapotal.gs 1.gO.JD/

>市町村によつては、洪水ハザー ドマップを基に、自治会ごとに地域版ハザ

ー ドマップを作成する取組を行つている地域もある。

∩
Ｖ

>

場合を想定して、洪水ハザー ドマップの浸水深等を参考に、計画の対象

施設又は近隣の施設の上層階を一時避難所として設定しておくことが

望ましい。

ただし、上層階に一時避難した場合には、浸水の長期化や孤立によつ

て、水や食料、医薬品の補給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴う

ため、必要な物資の備蓄や、市町村防災部局・消防機関等との連絡体制

の確保、カルテのバックアップ、最低限必要な照明、医療機器のための

自家発電設備等の準備を整えておくなど、留意が必要である。
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(3)避難誘導方法

《記載例》

■施設外の避難場所に誘導するときは、避難場所 (OOttOOttO丁 目「O
O体育館」)までの順路、道路状況について説明する。

■避難する際は、車両等を使用せず徒歩を原則とする。

■避難誘導にあたつては拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘

導員を配置する。

■避難誘導員は、避難者が誘導員と識別しやすく、また安全確保のための

誘導用ライフジヤケットを着用し、必要に応じて蛍光塗料を現地に塗布

するなどして、避難ルー トや側溝等の危険箇所を指示する。

■避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

■浸水の恐れのある階または施設からの退出が概ね完了した時点におい

て、未避難者の有無について確認する。

《解説及び留意事項》

> 避難誘導方法については、時間帯毎 (昼夜、休日)に避難する人数、

従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定

めておく必要があるЬ             、

> 避難誘導にあたつては、独歩、護送 (車いす)、 担送 (寝たきり)な

ど、利用者の移動能力に応じて、搬送具や患者用ライフジヤケット等の

資器材の活用を含めた検討が必要である。

> 浸水によリエレベータエが停止すると、自力移動困難者の上階への避

難が困難になることから、エレベーターの稼働時間内に避難ができるよ

う早めの避難準備を行う必要がある。

> 車での避難は、浸水箇所で動けなくなる危険や川沿いの道路から川に

転落する危険等を伴うため、安全で確実な移動手段であるかを慎重に判

断する必要がある。車両使用を検討する場合は、市町村に対し車両避難

のルールの有無を確認する。

> また、夜間の屋外への避難にあたつては、目の不自由な利用者に対し

ても、安全かつ迅速に誘導できるよう、避難誘導員は避難者が一見して

誘導員と識別できるよう明るい色の衣服を着用したり、側溝やがれき等

の危険箇所に近づかないよう蛍光塗料を使つてルー ト誘導を行うたり、

10
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安全に配慮した工夫をすることが望ましい。

> 当該施設が地域の避難場所に指定されている場合には、避難誘導、避

難支援、備蓄品の管理等の役割分担について市町村、近隣の自治会等と

あらかじめ協議し、協定等を締結しておくことが望ましい。

> 避難途中や避難後における利用者の体調の悪化や、避難にあたつて特

別な配慮が必要な利用者 (感染症の患者等)に対する対応方法について

あらかじめ検討しておく必要がある。

6.避難の確保を図るための施設の整備

《記載例》

■情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材にづいては、

下表「避難確保資器材等一覧」に示すとおりである。

■ これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとす

る。

避難確保資器材等一覧※

※ 自衛水防組織を設置する場合には、自衛水防組織の装備品リス トを記載する。

避難誘導

情報収集 B伝達

活動の区分

名簿 (従業員、利用者等)、 案内旗、タブレット、携帯電話、懐

中電灯、携帯用拡声器、搬送具、ライフジヤケット、蛍光塗料

施設内の一時避難のための水 g食料、医薬品、寝具 日防寒具

カルテのバックアップデータ (紹介状、処方箋作成用)

ラジオ、タブレット、携帯電話、懐中電灯

使用する設備又は資器材

> ここでは、現時点において避難誘導が必要となつた場合に、情報収

集日伝達及び避難誘導に使用する施設又は資器材について記載するもの

とし～記載した資器材は計画の作成と併せて整備 B備蓄しておくものと

する。

> 夜間も利用者が施設内に滞在する施設においては、停電時における避

難誘導の際に使用する懐中電灯や予備電源等の施設又は資器材につい

て検討し記載するものとする。

《解説及び留意事項》
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7.防災教育及び訓練の実施

《記載例》

■毎年4月 に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。   ヤ

■毎年5月 に全従業員を対象として情報収集 D伝達及び避難誘導に関する

訓練を実施する。

《解説及び留意事項》

> 避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練

を実施し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可欠である。

> 研修や訓練には、市町村から地域住民に配布されている洪水ハザー ド

マップの他、国土交通省等が実施する出前講座等が活用できる。

> 地震等を想定した情報伝達訓練や避難訓練を実施している施設にお

いては、当該訓練の実施をもつて、本計画に基づく情報伝達及び避難誘
,導に関する訓練に代えることができるものとする。(た だし、災害の種

類によって避難場所や赳難経路が異なる場合があることの従業員等ヘ

の周知や、洪水避難に関する研修を別途実施すること。)

> 情報収集訓練については、市町村が情報伝達訓練を実施している場合

には、これと併せて実施することが有効である。

沖 自衛水防組織を設置し、情報収集を自衛水防組織の業務とする場合に

は、情報収集訓練についての本項での記載を省略することができる。

8.自衛水防組織の業務に関する事項 (自 衛水防組織を設置する場合に限る。)

《記載例》

■別添「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。

■ 自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。

>毎年 4月 に新たに自衛水防組織の構成員となつた従業員を対象として

研修を実施する。

,"毎年 5月 に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、
'自

衛水防組織

の全構成員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を

実施する。

12
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《解説及び留意事項》

> 本項は、自衛水防組織を設置しない場合には省略することができる。

> 自衛水防組織活動要領の作成に当たつては、別添「自衛水防組織活動

要領 (案)」 を参考にされたい。
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別添1 自衛水防組織活動要領(剰

(自衛水剛 の隔翔

第 1条 管理権原者 (防火 。防災管理者が設置されている場合にあつては、当該防火 。防災管理者を

鋤 とする。以下同悦 )は、洪水時において唖 画に基づく円滑力壇迅速●眼 を

確保するため、自衛水防組織櫛 成するものとする。

2 自衛水防細繊には、統括管理者を置く。

(1)統話管理者は、管理権原者の命を受け、自衛水防細繊の機能が有効に発揮できるよう組織を

鰤 る。

(2)統緒管理者は、洪水時における避難行動について、そのキ部我 命令、監督等一切の権限を有

する。

3 管理権原者は、統緒管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行するた

めに必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

4 自衛水防細繊に、班を置く。

(1)班は、総括 。よ博麗助虹腿翼覇濤班とし、各班I硼環:を置く。

(2)各班の任務は、別表 1に掲げる任務とする。

(3)防災センター (最低限、通信設備を有するものとする)を 自衛水防組織の活動拠点とし、防

災センター勤務員及勒 班長を自衛水防組織の中核として配置する

(自衛水防細繊の運用)

第4条 管理閣庶哲は、従業員の勤勝体制 (シフト)も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保

及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

2 特に、休日・夜間も施設内tttll用者が滞在する施設にあつて、休日・夜間に在館する従業員等の

みによっては十分な体制を濶呆することが難しい場合は、管理権原者は、近隣在住の従業員等の非

常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。

3 管理権原者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網障従業員等の非常参集計画を定めるものとす

る。

(自得うkワ努里絹欺D鰤
第5条 管理権原者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めな

ければならな彰比

(1)自衛水防組織の装備品は、月IJ表 2「自衛淑防組織装備品リスト」のとおりとする。

(2)自衛水防組織の装備品については、統橘管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行う

とともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

(自衛水阻 の活動)

第6条 自衛水防佃繊の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものと

する。
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月1表 1 「自衛水防組織の編成と任務」

別表2 「自衛水防組織装備品リスト」

縮 鶴

蜘

締

醐

統緒管理者の代行者

班長 OOOO
班員O名

OOOO

役職及び氏名

班長 OOOO
班員O名

OOOO

触 転 名

日嚇 の動

日糾 、要剌D岸紹刃鱈忍

任 務

口自衛消防活動の指揮統制、状況の:巴握、

情報内容の記録

日館内放送による赳難の呼び掛け

口淋 報 約 情報のJ又集

口関係者及び関係機関との連絡

任 務

蜘

器 田 膳 i口 博 掌 断 欄 に

イ壬務

名簿 (従業員、利用者等)

誘導の標識 (案内的

情報収集及び伝達機器 (タ ブレット、トランシーバー、携滞電話等)

懐中電灯

携帯用拡声器

朧

ライフジヤケット                    ‐

蛍脚

水 日食料

医薬品

零裂冥!・ 1,:Fうとき言J目員!

カルテのバックアップデータ (閲覧できる情報端末□電源含む)

名簿 Q鉾員、利用者等)

情報収集及び伝達機器 (ラジオ、タブレット、トランシ=バー、携滞電話等)

照明器具 (懐中電灯、投光機等)

装備品
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「OOOO(施 設名)」 における津波の発生時の避難確保計画

1.計画の目的

この計画は、津波防災地域づくりに関する法律 (平成 23年 12月 14日 法律第

123号)第 71条第 1項に基づくものであり、「OOOO(施 設名)」 の利用者の

津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。

2.計画の適用範囲

この計画は、「OOOO(施 設名 )」 イこ勤務又はこれを利用する全ての者に適

用するものとする。

3.防災体制

(1)津波到達時間が長い場合

※上記のほか、施設の管理権限者の指揮命令に従 うものとする。

非常体制

警戒体制

注意体制

・避難勧告等の発令

・津波特別警報(大津波

警報)発表

・危険の前兆を確認 等

津波警報発表

。緊急地震速報

・津波注意報発表

体制確立の判断時期

避難誘導

・周辺住民への事前協力依

頼

。入院飯 )者家族への事前

連絡

。使用する資器材の準備

・津波情報等の情報収集

・津波情報等の情報収集

活動内容

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

対応要員

1



(2)津波到達時間が短い場合

※上記のほか、施設の管理権限者の指揮命令に従 うものとする。

なお、津波災害警戒区域内の活動については、「活動可能時間
キ
」を判断し、そ

の時間の中で活動する。

・ 「活動可能時間」とは、

① 施設 (活動場所 (各階))までの参集時間

② 施設 (活動場所 (各階))から直近の安全退避場所 (施設外の避難場所又は当該施設の上層階)

への退避時間

③ 安全時間 (想定外の事案発生も含めて、安全確実に退避するための予備時間。例 :〇〇分前

退避完了)

④ 津波到達予想時刻までの時間

とした場合、④― (① +② +③)で算出される時間である。

非常体制

警戒体制

注意体制

・避難勧告等の発令

・津波警報、津波特別警

報(大津波警報)発表

・危険の前兆を確認 等

津波注意報発表

・緊急地震速報

体制確立の判断時期

・避難誘導

。周辺住民への事前協力

依頼

。入院(所)者家族への事

前連絡

。使用する資器材の準備

・津波情報等の情報収集

D津波情報等の情報収集

活動内容

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

避難誘導要員

情報収集伝達要員

情報収集伝達要員

対応組織

避難誘導要員

2



4.情報収集及ぴ伝達

(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。

避難勧告・避難指示

津波情報

収集する情報

防災行政無線、インターネット (市役所のウェブサイ

ト)、 緊急速報メール

テレビ、ラジオ、インターネット (情報提供機関のウェ

プサイ ト)、 緊急速報メール

収集方法

停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用 して情報を収集するものと

し、これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。

(2)情報伝達

別紙O「体制ごとの施設内緊急連絡網」に基づき、津波情報等の情報を施設

内関係者間で共有する。

警戒体制下で非常体制に移行するおそれがある場合には、別紙△「入院(所)

者家族緊急連絡網」に基づき、入院働 者の家族に対 し、「非常体制に移行 した

場合には 【避難場所名称】へ避難する」旨を連絡する (ただし、津波到達時間

が長い等時間的に余裕のある場合に限る。)。

非常体制に移行 した場合には、OOttOO課 (連絡先)に 「これより 【避難

場所名称】(当該施設の上階含む)に避難する」旨を連絡する。

避難の完了後、OOttOO課 (連絡先)に避難が完了した旨を連絡する。

避難の完了後、別紙△ 「入院飯 )者家族緊急連絡網」に基づき、入院(所)者の

家族に対し、避難が完了した旨を連絡する。

5.避難誘導

(1)避難場所

避難場所は、OO区○○町○丁目「OO体育館」とする。

津波の到達時間や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な

場合には、一時避難場所として本施設○棟のO階へ避難するものとする。

(2)避難経路

避難場所までの避難経路については、別紙O「避難経路図」のとおりである。
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(3)避難誘導方法

避難場所 (施設外と施設内)及び避難経路については、施設内に掲示 し、利

用者や周辺住民に周知 しておくものとする。避難場所に誘導するときは、避難

場所 (「OO体育館」又は「施設のO階」)及び避難経路について、かけ声をか

けながら避難誘導する。

施設外へ避難する際は、車両等を使用せず徒歩を原則とする。

津波到達時間が長いなど時間的に可能な場合は、避難誘導にあたつては拡声

器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を配置する。

避難誘導員は、避難者が誘導員 と識別 しやすく、また安全確保のための誘導

用ライフジャケットを着用 し、必要に応 じて蛍光塗料を現地に塗布するなどし

て、避難ルー トや側溝等の危険箇所を指示する。

津波到達時間が長いなど時間的に可能な場合は、避難する際には、ブレーカ

ーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行 う。

浸水のおそれのある階または施設からの退出が概ね完了した時点において、

未避難者の有無について確認する。

6.避難の確保を図るための施設の整備

情報収集 。伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、下

表 「避難確保資器材等一覧」に示すとおりである。

これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

表「避難確保資器材等一覧」

避難誘導

情報収集・伝

達

活動の区分

名簿 (従業員、利用者等)、 案内旗、タブレット、携帯電

話、懐中電灯、携帯用拡声器、搬送具、ライフジャケット、

蛍光塗料

施設内の一時避難のための水・食料、医薬品、寝具 ◆防寒

具

カルテのバンクアツプデータ (紹介状、処方箋作成用)

ラジオ、タブレット、携帯電話、懐中電灯

使用する設備又は資器材
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7.防災教育及び訓練の実施

毎年O月 に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

毎年O月 に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練

を実施する。

※なお、自衛水防組織を設置する場合については、手引記載例を参照のこと。
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(参考)

O「避難確保計画」について

(1)津波防災地域づくり法について 【別添 1】

・平成26年 1月 現在、 14の府県において津波浸水想定を設定済。

日徳島県については、平成 25年 11月 25日 に津波災害警戒区域 (案 )

を公表。 3ヶ月の周知期間の後、正式に公示する予定。

→市町村地域防災計画に定める津波災害警戒区域内の施設について、避

難確保計画の作成や避難訓練の実施が規定されている。

(2)水防法について 【別添 2】

・平成25年 7月 に改正水防法が施行。

要配慮者利用施設について、従来、洪水予報等の伝達方法を市町村地

域防災計画に定める規定であつたが、今回の改正で、新たに努力義務と

して洪水における避難確保計画の作成や訓練の実施等を規定。

(相談窓口等、自衛水防に役立つ情報をホームページに掲載。)

→市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の施設について、避難確

保計画の作成や訓練の実施が規定されている。



津波浸水想定の設定状況 【別添珂】

H26.1.14時 点

〆

※ 設定日は「津波防災地域づくりに関する法律」第3条
第4項に基づく国土交通大臣への報告日による

,。

σ

抄

●
°

6

♂
7,

ｒ〆

平成26年 1月山口県 (山口南沿岸 )

平成25年司1月静岡県 (伊豆半島の一部、駿河湾、遠州灘 )

平成25年 8月大阪府

平成25年 6月愛媛県

平成25年 4月香川県

平成25年 4月広島県

平成25年 4月和歌山県

平成25年 4月岡山県

平成25年 4月熊本県

平成25年 2月
青森県
(陸奥湾沿岸及び下北八戸沿岸の残部 )

平成25年 2月宮崎県

平成24年 12月高知県

平成24年 12月徳島県

平成24年 10月音森県(下北八戸沿岸の一部)

平成24年 8月茨城県

設定日設定済みの県名

♂

O



水防法改正の概要～浸水想定区域内の地下街、高齢者等利用施設、大規模工場等
における自主的と辞性格倶・掲水防 :卜の巨と日の偲継～

【男1添 2】

O市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の
工場等 (以下「事業所等」)の所有者等に対 し、市町村長から洪水予報等が直接伝達
されます。

O上記事業所等について、
されました。

※赤字は今回の法改正で拡充

注 :大規模工場その他の施設であって国土

交通省令で定める基準を参酌して市町村の
条例で定める用途及び規模に該当するもの

構成員の市町村長への報告構成員の市町村長への報告構成員の市町村長への報告
自衛水防組織

B浸水防止計画の作成
・訓練の実施

・避難確保計画の作成

日訓練の実施

□避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

措置の内容

努力義務努力義務義務
(市町村長からの指示に従わない場
合、公表の措置あり)

措置の

義務付け

大規模工場等
(申 出のあつたもの)(※注)

高齢者、障害者、乳幼児等の
要配慮者利用施設

地下街事業所等

【サポート体制】
国の河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業所等に対し、

を行います。



津波防災地域づくりに関する法律施行規則
(避難確保計画に定めるべき事項)

第二十二条 法第七十一条第一項 の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
二 津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項
三 津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
四 第一号から第二号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要
な措置に関する事項

水防法施行規則
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

第九条 法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設 (法第十五条第一項第二号 口に規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)の利
用者の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訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなけ
ればならない。

― 要配慮者利用施設における洪水時の防災体制に関する事項
二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項
三 要配慮者利用施設における洪水時の赳難の確保を図るための施設の整備に関する事項
四 要配慮者利用施設における洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
五  自衛水防組織を置く場合にあつては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務と
して自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

口 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の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に

関する事項



消防法第八条 学校、垣陸、工場、事業場～興行場、百貨店 (これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、

複合用途防火対象物 (防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は
居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当
該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく,肖火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は
消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収
容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

消防法施行規則
(防火管理に係る消防計画)

第二条  防火管理者は、令第四条第二項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号
に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理
に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長 (消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以
下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
一 令第一条の二第二項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物 (仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限
る。)

イ 自衛消防の組織に関すること。
口 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等又は法第十七条第二項に規定する特殊消防用設備等 (以下「特殊消防用設備等」という。)の 占オ台乃7R整借に関するこ

と。
二 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
へ 定員の連守その他収容人員の適正化に関すること。
卜 防火管理上必要な教育に関すること。
チ
!J

ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は

取扱いの監督に関すること。
フ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)

第四条の二の十 令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、
おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。

三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項




