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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 

 

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Ⅰ101）の文書をもって、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、貴都道府県関係部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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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び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ぉ願いします。

医療施設等に係る避難確保計画作成の手引きにつぃて
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各都道府県

防災担当部局

土木担当部局

ご担当課長

ご担当課長

津波防災地域づくりに関する法律に基づく避難確保計面作成の手引きについて

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

設(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郭りますが、当該

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」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船願い

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、給気づきの点が

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

等ヘ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洵けた積極的な検討が図られますようぉ願いします。

事務連絡

平成26年1月2'4日

国土交通省水管理・国士保全局

剛際境課締餌亨"＼,上づ

殿
殿



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)

この手引きは、津波の発生時における避難確保計画について、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

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

画、洪水時の避難確保計画を定めている場合には、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。

、、"

「0000 防伍設名)」における津波の発生時の避難確保計画

1.計画の目的

《記載伊1》

.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、「0000(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。
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絹転兒及び留意事項》

》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咸、避難訓練の実施が義務として

課されることとなった。

2.計画の適用範囲



信Ξ載伊1》

.この計画は、「0000 (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。

絹転兒及、び留意事項》

》施設の利用者(入院炉用者・通院炉用者・その他来院炉月者)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。

3.防災体制

《記載伊上津波到達時間が長い場合》

注意体制
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体制確立の判断時期

・緊急、地震速報

・津波注意報発表

警戒体制

・津波警報発表

・津波情報等の情報収集

活動内容

非常体制

・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

・津波情報等の情報収集

※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。

・使用する資器材の準備

・入院炉月者家族ヘの事

則連絡

情報収集伝達要員

対応要員

・周辺住民ヘの事前協力

依頼

・避難誘導

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

避難誘導要員
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《記載伊上津波到達時間が短い場合》

体制確立の判断時期

生忌体伶1 ・緊急地震速報

・津波注意報発表

警戒本制

避難勧告等の発令 避難誘導要員

津波警報、津波特別警
非常体缶

報(大津波警報)発表

危険の前兆を確認等

※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1

従うものとする。

当該海岸ヘの津波の

津波近地津波

津波②*到.冏がかかる
日本近海の津波

津凌③"遠地津波

活動内容

・津波情報等の情報収集

・津波情報等の情報収集

・使用する資器材の準備

・入院炉励者家族ヘの事

前連絡

・周辺住民ヘの事前協力

依頼

,避難誘導

波③

対応要員

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

平成26年1月版

情報収集伝達要員

絹籍兇及ひ留冒事項

》聿皮は、地震の発生地点から沿岸までの距離によって「近地津波」と

「遍地津波」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

也震の発生也声の違いによる津波至達のイメージ

津波

津波②



》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。

0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ぱ「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。

"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=④一(①+②+③)

U

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。伊上 00分前退避完了)

④津波到達予想時刻までの時間

平成26年1月版

0体制の区分

"体制は、活動内容、施設の従業員数、通常業務ヘの影響等を踏まえ、

施設の実情に応じて設定するものとする。

0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。

0対応要員

、各活動を実施する要員を検討する。

一夜間や休日な,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。
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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)

htt

》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。

/WWW. se i sv01. k i shou.0.

種類

大津波

警報

(津波特

別警幸艮)

/e

発表基準

index t- ohokuinfo. html
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予想される津

波の高さが高

いところで3

mを超える場

数値での発表

(津波の高さ予想の区分)

^
^0

発表される津波の高さ

津波

警報

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

1 0m超

(10mく予想高さ)

1 0m

(5mく予想高さ茎10m)

5m

(3mく予想高さ三5m)

^
^0

巨大地震

の場合の

発表

予想される津

波の高さが高

いところで

0.2m以上、

Im以下の場

合であって、

津波による災

害のおそれが

ある場合。

津波

注意報

3m

(1mく予想高さ亘3m)

巨大

想定される被害と

取るべき行動

》気象庁は、津波警報・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。
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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

全な場所ヘ避難してください。

1m

(0.2m各予想高さ雲lm)

古し、

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

全な場所ヘ避難してください。

(表記し

ない)

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。



津波情報の種類

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

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報

津波観測に関する情報

沖合の津波観測に関する情報

各津波予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(メートル単位)または2種類の定性的表現で発表

4.情報収集及び伝達

(1)情報収集

《記載伊1》

.収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

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

内容

平成26年1月版

収集する情報

津波情報

避難勧告・避難指示

.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。

嫡覇兇及び留意事項》

》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L 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。

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

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

収集方法

②情報伝達

《記載伊1》

6
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.別紙0 「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

院炉月者家族緊急連絡網」に基づき、入院炉月者の家族に対し、「非常

体制に移行した場合には....(避難場所)ヘ避難する」旨を連絡

する。け二だし、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、 00市00課(連絡先)に「これより

....(避難場所(当該施設の上階含む))に避難する」旨を連絡す

る。

亜避難の完了後、 00市00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△「入院炉月者家族緊急連絡網」に基づき、入院炉月

者の家族に対し、避難が完了した旨を連絡する。

儁覇兇及び留意事項》

》緊急時における連絡体制(連絡網及び連絡方法)1こついてあらかじめ

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。

》関係市町村ヘの連絡については、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。

》入院炉励者家族ヘの連絡は、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、入院炉月者家族の避難状況によっては連絡がと

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

《記載伊1》

.避難場所は、 00区00町0丁目「00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ヘの避難が
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困難な場合には、一時避難場所として本施設0棟の0階ヘ避難するもの

とする。

網覇兒及び留意事項》

》避難場所については、自力避難が可能な利用者の避難や、上層階ヘの

一時避難者の二次避難等を考慮し、原則として、津波ハザードマップに

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

等ヘ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・消防機関等との連絡体制

の確保、カルテのバックァップ、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。

1

②避難経路

《記載伊1》

.避難場所までの避難経路については、別紙0 「避難経路図」のとおりで

ある。

嫡覇兒及び留意事項》

》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。

》上層階ヘ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

水によって停止することに留意する。
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③避難誘導方法

《記載伊1》

.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(「00体育館」又は「施設の0階」)及び避難経路について、声をか

けながら避難誘導する。

.施設外ヘ避難する際は、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、避難誘導にあたっては

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。

扇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。

絹転兒及び留意事項》

》'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ャケット等の資

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、夜間の屋外ヘの避難にあたっては、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↓則溝やがれき等

の危険箇所に近づかないよう蛍光塗料を使ってルート誘導を行ったり、

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

平成26年1月版
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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、避難にあたって特

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

《記載伊1》

.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。

活動の区分

情報収集・伝達

避難誘導

平成26年1月版

ラジオ、タブレット、携帯電話、懐中電灯

※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りストを記載する。

避難確保資器材等一覧※

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

カルテのバックアップデータ係召介状、処方篝作成用)

倆¥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った場合に、情報収

集・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。

使用する設備又は資器材
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フ.防災教育及び訓練の実施

信Ξ載伊1》

.毎年4月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

亜毎、年5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。

稱覇兒及び留意事項》

》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。けこだし、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。
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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。)

《記載仮1》

厘別添「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。

亜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った従業員を対象として

研修を実施する。

一毎年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

雜共1"""'"ー゜"
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焔豬兇及び留意事項》

》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っては、別添「自衛水防組織活動

要領(案)」を参考にされたい。

平成26年1月版
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別添1

伯偉レk際且織の編成)

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っては、当該防火・防災管理者を

管理権原者とする。以下同じ。)は、津波の発生時において趨摸舵保計画に基づく円滑かつ迂魅な

述擬を確保するため、自律レk際且織を編成するものとする。

2 自偉レK際且織には、統1舌管理者を置く。

(1)統1舌管理者は、管理権原者の命を受け、自衛水際盛哉の機能が有ま力に発揮できるよ泌餅哉を

統キ舌する。

(2)統1舌管理者"は、津波の発生時における述換断テ動について、そのキ謝軍命令、監督等・→'刀の権

限を有する。

3 管理匿原者は、統1舌管理者'のイ弌1テ者を定め、当i刻弌1テ者に対し、統1舌管理者のイ壬務をイ弌1予武るた

めに必要なキ謝軍命令、監督等の権限を付与する。

4 自偉レK際島哉に、班を置く。

(1)班は、総括・'「欝鬮吸ひ懇摸廊導到王とし、各到丑.張を置く。

(2)各班のイ壬務は、別表U吋敏ナる任務とする。

(3)防災センター(最低限、通イ翫艾備を有するものとする)を自律レK際且織の活囿拠点とし、防

災センター蛎劣員及てド各班の到張を自偉レK際盛哉の中核として配置する

自衛水嚇餅哉舌動要令貢(案

伯律1フK際騰哉の運用)

第4条管瑠雀原者は、従業員の鄭劣体制(シフト)も考慮し怒且織編成に努め、必要な人員の確保

及て斯走業員等に胃山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1こ禾1」用者が?帯在する延艾にあって、休日・夜間に謹官する従業員等の

みによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、省理権戸者は、近隣在住の11蝶員等の非

常参隼、も考慮して組箭肩成に努めるものとする。

3 管理燿原者は、災害等の応急活動のため緊急連矧岡や従業員等の非常参集計画を定めるものとす

る。

平成26年1月版

伯律レk際且織の装備)

第5条管理権原者は、自偉bk際騰哉に必要な装備品を整備するとともに、適正な維拶管理に努めな

ければならない。

(1)自偉シK際出哉の注鯆品は、別表2 哨偉1フK際盛哉装備品りスト」のとおりとする。

(2)自衛水際盛哉の装備品については、統キ舌省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言己捌呆管し、常H割吏用できる状態でホ倒寺管理する。

伯律シk際島哉の活動)

第6条自偉レK際且織の各班は、述婆籬保計画に基づきt静&収集及ひ遡婆齢導等の活動を行うものと

する。

13



別表1 「自衛水嚇監哉のネ肩成と任務」

統括管理者

統括鄭里者の代イ子者

察艦・

↑^旺

役職及び氏名

班長 0000

到唄0名

0000

別表2

曇.帥

温獲佑誘導班

・自律萌防活動のキ嵜軍統制、状}兄の把握、

,t静&内宕辺)記録

・館内放送による述雛の呼て雌卜け

・j調劇討及等の1僻艮の収集

・関イ系者及び関係櫛貞との連絡

噛衛フ邱泌且績厳備品りスト」

平成26年1月版

役職及び氏名

班長 0000

班員0名

0000

絲枯・1青細旺

任務

任務

逼婆嬬導班

名簿(従業員、利用者等)

↑齡則又集及びイ昂室機器(ラジオ、タブレット、トランシーバー、携帯電話等)

照明器具(懐中電灯、1劣モ機等)

・起談告誘導の刻桓

・未逼擬者、要求女助者の晦忍

名簿(従業員、利用者等)

誘導のキ嘉哉(案内旗等)

,朧則又集及びイ昂劃幾器(タブレット、トランシーバー、携帯電話等)

懐中電よ丁

携帯用拡声器

拙茜旦

ライフジャケット

蛍光塗料

水・食料

ゞセ品

寝具・防寒具

カルテのバックァップデータ(閲覧できるイ青轍揣末・電原含む)

任務

装備品
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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)

この手引きは、洪水時における避難確保計画について、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)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

画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、

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。

計画の目的

信己載伊1》

.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、↑0000

(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。

「0000 (施設名)」における洪水時の避難確保計画

平成25年1月版

倆¥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)1こ対

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

義務として課されることとなった。



2 計画の適用範囲

《記載仮1》

.この計画は、「0000 紡缶設名)」に勤務又は利用する全ての者に適用

するものとする。

絹転兒及び留意事項》

》施設の利用者(入院炉月者・通院炉励者・その他来院炉月者)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。

3 防災体制

《記載伊上氾濫水到達時間が長い場合》

注意体制

平成25年1月版

体制確立の判断時期

・大雨洪水注意報発表

00川(00地点)

氾濫注意情報発表等

・避難準備情報の発令

・大雨洪水警報発表

・ 00川(00地点)

氾濫警戒情報発表等警戒体制

・洪水予報等の情報収集

活動内容

非常体制

・避難勧告等の発令

・大雨特別警報発表

00川(00地点)

氾濫危険情報発表

・危険の前兆を確認等

洪水予報等の情報収集

・使用する資器材の準備

・入院炉月者家族ヘの事

則連絡

※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

情報収集伝達要員

対応要員

外来診療中止の掲示

周辺住民ヘの事前協力

依頼

情報収集伝達要員

避難誘導

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



信己載仮上氾濫水到達時間が短い場合》

に従うものとする。

注意体制

体制確立の判断時期

・大雨又は台風に関する

気象情報発表等

・大雨洪水注意報発表

・ 00川(00地点)

氾濫注意情報発表等

警戒体制

・気象情報等の情報収集

活動内容

非常体制

・洪水予報等の情報収集

・避難準備情報等の発令

大雨洪水警報発表

00川(00地点)

氾濫警戒情報発表

・危険の前兆を確認等
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使用する資器材の準備

・入院炉励者家族ヘの事

剛連絡

※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。

・外来診療中止の掲示

情報収集伝達要員

対応要員

・周辺住民ヘの事前協力

依頼

絹転兒及び留意事項》

》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。

0活動内容

ー'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。

0体制の区分

ト体制は、活動内容、施設の従業員数、通常業務ヘの影響等を踏まえ、

施設の実情に応じて設定するものとする。

情報収集伝達要員

・避難誘導

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
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0体制確立の基準

"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。

一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ぱならないこと

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。

0対応要員

一各活動を実施する要員を検討する。

一夜間や休日など、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、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。

《用語の解説》

》気象庁が発表する警報・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。

平成25年1月版

htt

》水位の情報は、以下のウェブサイトから入手することができる。

htt

WWW

警報・注意報の種類

ma

WWW. r l、ver

0

大雨注意報

ma k i shou know/k i'un/ i ndex. htm l

洪水注意報

0

大雨警報

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

洪水警報

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

大雨特別警報

(※)

※洪水に関する特別警報は発表されない。

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、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想したとき

発表基準

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
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洪水予報・7K位到達

情報の種類

00川氾濫注意情報

(洪水注意報に

相当)

00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

[洪水予報]

00川△△水位観測所の水位がー

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

[7K位到達情報]

00川△△水位観測所の水位が特

別警戒水位(避難判断水位)に到

達した場合

00川氾濫警戒情報

(洪水警報に相当)

市町村・住民・要援護者に

求められる行動

平成25年1月版

[市町キ寸]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

注意知

00川氾濫危険情報

(洪水警報に相当)

[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]避難を判断和

※1

※2

00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

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。

[住民]避難を完了
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一遁時問後
に氾濫危険

一水位到達を
予測

水位

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去ま、以下のとおりとする

収集する情報 又集方法

テレビ、ラジオ、インター才、ツト(情報提供機
気象情報

関のウェブサイト)、緊急速報メール

洪水予報、水位到達情 00市からのファックス、インター才いソト(情

報 報提供機関のウェブサイト)、緊急速報メール

,、_防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネッ
避難勧告・避難指示,小"、"、ハト(市役所のウェブサイト)、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。

倩¥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。

洪水注'報

氾濫危

水位
えた

濫

氾濫が
発ナ

平成25年1月版

洪水

除

時間の流れ

氾濫危険水位

洪水注.、報

氾濫注水位
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》 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幸艮河川にお

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。

.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。

嫡豬兇及び留意事項》

》避難に備えて、周辺の水路が溢れていないか、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、浸水力辻台まっていないか、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っている時には、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。

②情報伝達

信己載例》

.別紙0 「イ本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

院炉用者家族緊急連絡網」に基づき、入院炉月者の家族に対し、「非常

体制に移行した場合には....(避難場所)ヘ避難する」旨を連絡

する。

.警戒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00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、 00市00課(連絡先)に「これより

....(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△「入院炉月者家族緊急連絡網」

に基づき、入院炉月者家族者に対し、「非常体制に移行したので、..

..(避難場所)ヘ避難する。避難の完了後、 00市00課(連絡先)
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に避難が完了した旨を連絡する。

.避難の完了後、別紙△「入院炉用者家族緊急連絡網」1こ基づき、入院炉励

者の家族に対し、避難が完了した旨を連絡する。

倆覇兇及び留意事項》

》緊急時における連絡体制(連絡網及び連絡方法)1こついてあらかじめ

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。

》関係市町村ヘの連絡については、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っておくことが望ましい。

》入院炉月者家族ヘの連絡は、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、入院炉月者家族の避難状況によっては連絡がと

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。

8
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避難誘導

①避難場所

《記載例》

.避難場所は、 00区00町0丁目「00体育食官」とする。

匪周辺の浸水の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所ヘの避難

が困難な場合には、一時避難場所として本施設0棟の0階ヘ避難するも

のとする。

絹¥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、上層階ヘの

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



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・消防機関等との連絡体制

の確保、カルテのバックァップ、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。

》

②避難経路

《記載例》

匡避難場所までの避難経路については、別紙0 「避難経路図」のとおりで

ある。

仙覇兇及び留意事項》

》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。

》上層階ヘ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。

平成25年1月版

《・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、以下のボータルサイトからも閲覧することができる。

htt ソ/disa otal. si.0./

》市町村によっては、洪水ハザードマップを基に、自治会ごとに地域版ハザ

ドマップを作成する取組を行っている地域もある。
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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(00区00町0丁目「0

0体育館」)までの順路、道路状況について説明する。

罰避難する際は、車両等を使用せず徒歩を原則とする。

.避難誘導にあたっては拡声器、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。

圏避難する際には、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。

倆霜兇及び留意事項》

》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ャケット等の

資器材の活用を含めた検討が必要である。

》浸水によりエレベーターが停止すると、自力移動困難者の上階ヘの避

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、夜間の屋外ヘの避難にあたっては、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ってルート誘導を行ったり、

平成25年1月版
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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、避難にあたって特

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

《記載伊1》

.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。

平成25年1月版

活動の区分

情報収集・伝達

避難誘導

ラジオ、タブレット、携帯電話、懐中電灯

※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りストを記載する。

避難確保資器材等一覧※

名簿(従業員、利用者等)、案内旗、タブレット、携帯電話、懐

中雷灯、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

カルテのバックァップデータ係召介状、処方篝作成用)

嫡覇兇及び留意事項》

》ここでは、現時点において避難誘導が必要となった場合に、情報収

集・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。

使用する設備又は資器材
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フ.防災教育及び訓練の実施

《記載伊1》

.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・伝達及び避難誘導に関する

訓練を実施する。

倆転兒及び留意事項》

》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。け二だし、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、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。

》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。

平成25年1月版

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。)

信Ξ載伊1》

.別添「自衛水防組織活動要令頁」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。

ト毎年4月に新たに自衛水防組織の構成員となっ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。
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別添1 自衛水嚇且〒筋舌動要令頁(案

伯偉レK際霽哉の編陶

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っては、当該防火・防災管理者を

管理権呼、者とする。以下同じ。)は、洪水時において述談籬保計画に基づく円滑かつ迂踵な述擁を

瑠呆するため、自偉レK際且織を編成するものとする。

2 自偉bk際霽哉には、統キ舌管理者を置く。

(1)統1舌管理者は、管理権呼、者の命を受け、自偉レk際霽哉の機能が有亥力に発揮できるよ泌且織を

統キ舌ずる。

(2)綣舌管理者は、渉Jk時における述摸街テ動について、そのキ剛軍、命令、監督等・→抑の権限を有

する。

3 管理潅原者は、統1舌管理者のイ弌1テ者を定め、当i刻弌オテ者に対し、統1舌管工里者のイ壬務をイ弌オ予小るた

めに必要なキ論、命令、監督等の権限を付与する。

4 自律レK際且織に、班を置く。

(1)班は、総括・'1誹鬮吸ひ袈摸齢導到王とし、各到乱こ到張を置く。

(2)各班のイ壬務は、別表1に掲げる任務とする。

(3)防災センター(最低限、通イ翫艾備を有するものとする)を自偉レK際且織の活囿拠点とし、防

災センター鄭劣員及て路班の到王長を自律bK際盛哉の中核として配置ずる

伯偉レk際島哉の運用)

第4条管剛潅呼、者は、従業員の勤矧本制(シフト)も考慮した組織編成に努め、必要な人員のる倒呆

及て斯走業員等に割り当てた任務の周知1削民を図るものとする。

2 特に、休日・夜間も施設内1こ禾1朔者が1糊生する施設にあって、休日・夜間に謹官する従業員等の

みによっては十分な体制を確保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

常参隼、も考慮して組鰐肩成に努めるものとする。

3 管理潅原者は、災害等の応急活動のため緊急車誓岡や従業員等の非常参集計画を定めるものとす

る。

平成25年1月版

値偉bK際霽哉の装備)

第5条管理権原、者は、自偉シK際且織に必要な装備品を整備するとともに、適正なホ隹持管理に努めな

ければならない。

(1)自偉bk際且織の1鯆品は、別表2 珀偉レK際島哉装備品りスト」のとおりとする。

(2)自偉bK際且織の装備品については、統1舌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言酸剥呆管し、常H寺使用できる状態でホ倒寺管理する。
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伯偉シK際霽哉の活動)

第6条自偉レK際且織の各班は、述換雛保計画に基づきt誹&収集及ひ遡摸齢導等の活動を行うものと

する。



.、

別表1 「自衛水嚇監哉の編成と任務」

綣舌管1賭'

統括管1里者'の代イテ者

総括・

,t^妊

役職及び氏名

班長 0000

班員0名

0000

別表2

墨婆佑誘導班

・自衛消防活動のキ嵜軍統制、状j兄の把握、

↑静&内客噸)記録

・館内放送による墨擬の呼て雄卜け

・}共7K予報等の1哉&の収集

・関イ系者及び関係機関との連絡

噛衛水嚇島哉装備品りスト」

役職及び氏名

平成25年1月版

班長 0000

班員0名

0000

f餅舌・,1青細旺

任務

任務

追摸侮秀導班

名簿(従業員、利用者等)

1哉則又集及びイ昂室機器(ラジオ、タブレット、トランシーバー、携帯電話等)

照明器具(懐中電灯、キ劣モ機等)

,述談宙誘導の実施

・未近擬者、要求姐力者の晦忍

名簿(従業員、利用者等)

誘導の構哉(案内旗等)

↑静則又集及びイ昂碧幾器(タブレット、トランシーバー、携帯駐舌等)

懐中謝丁

携帯用拡声器

棚逸旦

ライフジャケット

蛍光塗料

水・食料

医薬品

寝具・防寒具

カルテのバックァップデータ(閲覧できる↑青繩揣末・電原含む)

任務

装備品

巧



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、「0000 (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。

「0000 (施設名)」における津波の発生時の避難確保計画

2.計画の適用範囲

この計画は、「0000 (施設名)」に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。

1

防災体制

津波到達時間が長い場合

注意体制

体制確立の判断時期

警戒体制

・緊急地震速報

・津波注意報発表

・津波警報発表

非常体制

津波情報等の情報収集

活動内容

・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

※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。

・津波情報等の情報収集

・使用する資器材の準備

・入院炉月者家族ヘの事前

連絡

・周辺住民ヘの事前協力依

頼

情報収集伝達要員

対応要員

・避難誘導

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

避難誘導要員

3
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②津波到達時間が短い場合

注意体制

警戒体制

体制確立の判断時期

・緊急地震速報

津波注意報発表

非常体制

・津波情報等の情報収集

・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

活動内容

※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。

・津波情報等の情報収集

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、」を判断し、そ

の時間の中で活動する。

・使用する資器材の準備

・入院(所)者家族ヘの事

前連絡

・周辺住民ヘの事前協力

依頼

情報収集伝達要員

対応組織

・避難誘導

情報収集伝達要員

避難誘導要員

情報収集伝達要員

、「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:00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、④一(①十②十③)で算出される時間である。

2

情報収集伝達要員

避難誘導要員



4.情報収集及び伝達

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。

津波情報

収集する情報

避難勧告・避難指示

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

男1俳氏0 「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△「入院炉月

者家族緊急連絡網」に基づき、入院炉月者の家族に対し、「非常体制に移行した

場合には【避難場所名称】ヘ避難する」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、 00市00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、 00市00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△「入院炉m者家族緊急連絡網」に基づき、入院炉月者の

家族に対し、避難が完了した旨を連絡する。

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

防災行政無線、インターネット(市役所のウェブサイ

ト)、緊急速報メーノレ

収集方法

5.避難誘導

①避難場所

避難場所は、 00区00町0丁目「00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ヘの避難が困難な

場合には、一時避難場所として本施設0棟の0階ヘ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、呂1絲氏0 「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(「00体育館」又は「施設の0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。

施設外ヘ避難する際は、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、避難誘導にあたっては拡声

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、避難ルートや倶N蒜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。

活動の区分

情報収集・伝

達

避難誘導

表「避難確保資器材等一覧」

ラジオ、タブレット、携帯電話、懐中電灯

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

カルテのバックァップデータ(紹介状、処方笈作成用)

使用する設備又は資器材
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フ.防災教育及び訓練の実施

毎年0月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

毎年0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)

0 「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。

・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ケ月の周知期間の後、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ったが、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。

(ネ酢炎窓口等、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。



津波浸水想の設定状況
H26.1.14時貞

^設定済みの八名

^茨城県

^森県(下北八戸沿岸の一部)

^徳島県

^高知県

^宮崎県

^
青森県
(陸奥湾沿岸及び下北八戸沿岸の残部)

^熊本県

^岡山県

^和歌山県

^広島県

^香川県

^愛媛県

^大阪府

静岡県(伊豆半島の一部、駿河湾、遠州灘^
^ー'

<プ
0

d

山口県(山口南沿岸)

全目で14府県にて設定済み

・: ・設定日は「津波防災地域づくり1こ関する法律」第8条
第4項に基づく国土交通大臣ヘの報告日による

〆随身嘩
,

嘉

如
部".春

【別添1】

メヅ
ノ、

1

0

'
゛



水防法改正の概要~浸想定区域内の地下街齢者等利用施設大規模工
^

^

0市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の地下' 冒

工場等(以下「事業所等」)の所有者等に対し 、

されます。

0上記事業所等につして^ を十百又ま浄フ"止升百の

7り,且のき冒がされました。

※ハ{ほ△口の 正で

事業所等 高齢者、障害者、乳幼児等の地下街
要配慮者利用施設

措置の 努力義務

義務付ナ

措置の内睿

自衛水防組織 、

避難確保計画の作成

・訓練の実施

三'、、'"1・1 邑十?.署し、た白△ 、

構成員の市町村長ヘの報告

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)

避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

、そ し7 ,

構成員の市町村長ヘの報告

【別添2】

大

が盲

【サボート体制n
、二謡室」1こおいて、事業所等に対し国の河川関係事務所内の辨宇 ^'1'室

百 P'き1噛の.、むの.',「的助言を行います。三

・浸水防止計画の作成
・訓練の実施

言 署しナー目△' 、

構成員の市町村長ヘの報告

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

Ξ 1,、

大規模工場等
申出のあったもの生

努力義務
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津波防災地域づくり1こ関する法律施行規則
(避難確保計画に定めるべき事項)

第三十二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ぱならない。
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
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
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

四第一号から第三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(法第十玉条第一項第三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
れぱならない。

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
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

要配慮者利用施設における洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

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

自衛水防組織を置く場合にあっては、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

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ノ＼

関する事項

一
二
三
四
五



消防法第八条学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店に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泊防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の司1際の実施、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ぱならない。

消防法施行規則

(防火管理に係る消防計画)

第三条防火管理者は、令第四条第Ξ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ぱならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。

令第一条の二第三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

な

る。)

イ

口

ノ＼

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。

消防困訟備笠又は法第十七条第Ξ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。)の点桧及巫整備に関するこ
と。

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。
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。
定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

の,且,、に

防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

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。

ヲ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ぱならない。

ること。
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