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１ 条例、協定等 

１－１ 南相馬市防災会議条例 

平成 18年 1月 1日 

条例第 181号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 16条第 6 項の規定に基づき、

南相馬市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第 2 条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 南相馬市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(会長及び委員) 

第 3 条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、市長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理

する。 

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 福島県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(2) 福島県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(4) 教育長 

(5) 相馬地方広域消防本部消防長及び消防団長 

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

6 委員の定数は、35人以内とする。 

7 第 5項第 6号及び第 7 号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前

任者の残任期間とする。 

8 前項の委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第 4 条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福島県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(庶務) 

第 5 条 防災会議の庶務は、防災担当課において処理する。 

(委任) 

第 6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 
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この条例は、平成 18年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 12月 20日条例第 38号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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１－２ 防災会議組織表 

 

委員 所 属 等 

会長 市長 

１号委員 相双地方振興局長 

１号委員 相双建設事務所長 

１号委員 相双農林事務所長 

１号委員 相双保健福祉事務所長 

２号委員 南相馬警察署長 

３号委員 副市長 

３号委員 副市長 

３号委員 小高区役所長 

３号委員 鹿島区役所長 

３号委員 原町区役所長 

３号委員 復興企画部長 

４号委員 教育長 

５号委員 相馬地方広域消防本部消防長 

５号委員 南相馬消防署長 

５号委員 南相馬市消防団長 

６号委員 相馬ガスホールディングス株式会社 代表取締役社長 

６号委員 東日本電信電話株式会社 福島支店 副支店長 

６号委員 日本通運株式会社原町支店長 

６号委員 東日本旅客鉄道株式会社原ノ町駅長 

６号委員 福島交通株式会社相馬営業所長 

６号委員 東北電株式会社相双電力センター所長 

６号委員 相馬双葉漁業協同組合鹿島地区代表 

６号委員 日本郵便株式会社原町郵便局長 

６号委員 福島県トラック協会相双支部長 

６号委員 一般社団法人相馬郡医師会 南相馬支部長 

６号委員 社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会 

７号委員 国立大学法人福島大学 共生ｼｽﾃﾑ理工学類 准教授 

７号委員 南相馬市区長連絡協議会（大町三区長） 

７号委員 南相馬市女性消防隊原町区隊第５分隊長 

７号委員 原町赤十字奉仕団委員長 

７号委員 南相馬市民生委員・児童委員連絡協議会 副会長 

７号委員 社会福祉法人南相馬福祉会 福寿園施設長 
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１－３ 南相馬市災害対策本部条例 

平成 18年 1月 1日 

条例第 182号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 23条の 2第 8項の規定に基づ

き、南相馬市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものと

する。 

(組織) 

第 2 条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第 3 条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

第 4 条 本部長は、災害が発生した場合において災害の規模その他状況により特に必要があると

認めたときは、組織及び設置場所等を定めて災害対策現地本部を設置する。 

(委任) 

第 5 条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 

附 則 

この条例は、平成 18年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 12月 20日条例第 38号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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１－４ 南相馬市災害対策本部組織 

●災害対策本部事務局 

 班  名 班  長 班員（各課職員） 

災害対策本部 

事務局 

総括班 危機管理課長 
危機管理課、被災者支援課、 

総務課、税務課 

広報班 秘書課長 総務課、秘書課 

情報収集班 コミュニティ推進課長 被災者支援課、コミュニティ推進課 

連絡調整班 企画課長 企画課 

 

●災害対策本部の各部 

 班  名 班  長 班員（各課職員） 

総務部 

（総務部長） 

総務班 ※ 総務課長 総務課 

秘書班 秘書課長 秘書課 

財政班 財政課長 財政課、公有財産管理課 

税務班 税務課長 税務課 

市民生活部 

（市民生活部長） 

市民班 ※ 市民課長 市民課 

生活環境班 生活環境課長 生活環境課、環境回復推進課 

スポーツ推進班 スポーツ推進課長 スポーツ推進課 

健康福祉部 

（健康福祉部長） 

社会福祉班 ※ 社会福祉課長 社会福祉課、長寿福祉課 

健康福祉班 健康づくり課長 健康づくり課 

高松ホーム 高松ホーム園長 高松ホーム 

こども未来部 

（こども未来部長） 
こども班 こども家庭課長 こども家庭課、こども育成課 

経済部 

（経済部長） 

農政班 ※ 農政課長 農政課、農林整備課 

商工労政班 商工労政課長 商工労政課、観光交流課 

建設部 

（建設部長） 

土木班 ※ 土木課長 土木課 

都市計画班 都市計画課長 都市計画課、建築住宅課 

水道班 水道課長 水道課 

下水道班 下水道課長 下水道課 

病院部 

（総合病院事務部長） 
病院班 ※ 総合病院事務課長 

総合病院事務課、経営管理課、 

小高病院事務課 

教育部 

（教育委員会事務局長） 

教育総務班 ※ 教育総務課長 教育総務課 

学校教育班 学校教育課長 学校教育課 

文化財班 文化財課長 文化財課、中央図書館 

生涯学習班 生涯学習課長 生涯学習課 

活動支援部 

（議会事務局長） 

支援班 ※ 議会事務局次長 
議会事務局、選挙管理委員会事務局、 

監査委員事務局、農業委員会事務局 

会計班 会計課長 会計課 

小高区対策部 

（小高区役所長） 
地域振興班 ※ 地域振興課長 地域振興課、市民総合サービス課 

鹿島区対策部 

（鹿島区役所長） 
地域振興班 ※ 地域振興課長 地域振興課、市民総合サービス課 

※：各部の庶務担当班 
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１－５ 南相馬市災害対策本部事務分掌 

（１）一般災害・地震災害・津波災害 

●本部長及び副本部長 

部名 事務分掌 

本部長 

副本部長 

1 災害対策の総括及び指揮に関すること  

2 災害対策本部の設置・解散に関すること  

3 避難準備・勧告・指示の決定に関すること  

4 自衛隊の派遣要請の決定に関すること  

5 災害救助法の救助発動の要請に関すること  

6 広域応援要請の決定に関すること  

●災害対策本部事務局 

班名 事務分掌 

総括班 

(危機管理課) 

（ 被 災 者 支 援

課） 

(総務課) 

(税務課) 

 

1 災害対策本部の庶務に関すること 

2 本部長の命令・指示等の伝達に関すること 

3 災害対策本部員会議の開催及び運営に関すること 

4 総合的な災害対策の調整に関すること 

5 避難区域の設定に関すること 

6 避難の準備情報提供、勧告、指示及び屋内での退避等安全確保措置の指

示に関すること 

7 土砂災害警戒情報の伝達に関すること 

8 消防団への出動要請に関すること 

9 県を通じた指定行政機関の長等への措置要請､自衛隊の部隊等の派遣要

請に関すること 

10 自衛隊の受入れ及び活動状況の把握に関すること 

11 J-ALERTシステム及び防災行政無線の管理、運用に関すること 

12 各部・各班の職員配備計画に関すること 

広報班 

（秘書課) 

（総務課） 

1 市民に対する被害状況の広報(防災行政無線の運用含む)に関すること 

2 報道機関に対する広報に関すること 

3 市ホームページ、緊急情報等メールサービス、エリア放送（みなみそう

まチャンネル）等による災害情報の提供に関すること 

4 災害対策本部の活動状況や実施した災害対策等の記録に関すること 

5 近隣市町村及び他市町村の防災関係資料の収集・記録等に関すること 

6 生活支援情報、応急復旧情報の市民に対する広報に関すること 

情報収集班 

（コミュニティ

推進課) 

（ 被 災 者 支 援

課） 

1 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

2 県総合情報通信ネットワークからの情報の受理及び伝達に関すること 

3 安否情報の収集・集約・提供に関すること 

4 被害状況の調査集計、総括に関すること 

5 生活支援情報、応急復旧情報等の取りまとめに関すること 

6 行政区との連絡調整に関すること 

連絡調整班 

(企画課) 

1 国、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

2 受援に関すること  

3 災害時相互応援協定締結自治体、団体等との連絡調整に関すること 

4 市民及び報道機関からの苦情、問い合わせ等に関すること 
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5 外国人等からの苦情、問い合わせ等に関すること 

6 電気、鉄道、ガス及び電話の被害状況把握に関すること 

7 公共交通機関等関係機関との連絡調整、道路交通状況の把握に関するこ

と  

●共通事務 

各班 1 所管に関する被害調査、報告、復旧等の災害対策（ライフラインを除く） 

2 避難施設の開設、運営支援 

3 遺体安置所の運営支援 

4 本部長の指示する事項 

① 総務部 

班名 事務分掌 

総務班 

財政班・税務班 

(総務課) 

(公有財産管理

課) 

(財政課) 

(税務課) 

1 避難住民の輸送体制に関すること 

2 避難実施要領の作成及び避難住民の誘導等に関すること 

総務班 

(総務課) 

1 職員の動員に関すること 

2 職員の厚生及び食料確保に関すること 

3 職員の健康管理に関すること 

4 国・県等に対する応援要請及び派遣職員等受入れに関すること 

5 災害対策本部員や職員のローテーション管理に関すること 

秘書班 

(秘書課) 

1 被害状況の写真撮影等、災害状況の記録・保存に関すること 

2 本部長及び副本部長の連絡調整に関すること 

3 視察者等の対応に関すること 

財政班 

(財政課) 

(公有財産管理

課) 

1 市庁舎及び市有財産（他班所管除く）の被害調査、報告及び応急対策に

関すること 

2 各種応急対策に使用する資機材の調達の総括に関すること 

3 車両の管理及び配車並びに他輸送機関への協力要請等総合的な輸送対

策に関すること 

4 臨時電話の設置に関すること 

5 緊急通行車両の確認申請に関すること 

6 義援金(被災者支援義援金は除く)受入れと配分に関すること 

7 災害応急対策費の予算措置及び契約に関すること 

税務班 

(税務課) 

1 被災者に対する市民税の減免等や税に関する総合相談に関すること 

2 自主防災組織等への連絡調整に関すること 

3 住家被害認定調査に関すること 

4 罹災証明の発行及び罹災台帳の作成に関すること 

② 市民生活部 

班名 事務分掌 

生活環境班 

市民班 

1 応急救助のための食料品類及び生活必需品等（燃料含む）の確保・調達

に関すること 
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(市民課) 

(生活環境課) 

(環境回復推進

課) 

生活環境班 

(生活環境課) 

(環境回復推進

課) 

1 塵芥及びし尿処理に関すること 

2 仮設トイレの設置及び管理に関すること 

3 愛玩動物等の保護等に関すること 

4 生活支援情報、応急復旧情報等の総括に関すること 

5 災害廃棄物等の処理に関すること 

6 廃棄物及びし尿収集運搬業者との連絡調整に関すること 

7 遺体の収容、一時保存、処理及び埋葬に関すること 

8 被災家屋の解体の代行に関すること 

市民班 

(市民課)  

1 市民からの問い合わせ等に関すること 

2 外国人の安否情報の収集等に関すること 

3 被災証明の発行及び被災者台帳の作成に関すること 

4 市民相談窓口の開設及び運営に関すること 

5 被災者に対する国民健康保険税の減免及び徴収猶予に関すること 

スポーツ推進班 

（スポーツ推進

課） 

1 地区防災拠点施設の開設及び運営に関すること 

2 スポーツ施設の来館者等の避難誘導に関すること 

3 スポーツ関係団体等との連絡調整に関すること 

③ 健康福祉部 

班名 事務分掌 

社会福祉班 

健康福祉班 

(社会福祉課) 

(長寿福祉課) 

(健康づくり課) 

1 避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導及び救護に関すること 

社会福祉班 

(社会福祉課) 

(長寿福祉課) 

1 避難施設開設の状況及び集計に関すること 

2 避難施設運営の総括に関すること 

3 市社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること 

4 罹災者に対する援護対策に関すること 

5 ボランティアの派遣に関すること 

6 被災者の罹災台帳に関すること 

7 罹災世帯への見舞金支給及び義援金の配分に関すること 

8  被災者に対する介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること 

健康福祉班 

(健康づくり課) 

1 防疫活動の総合調整に関すること 

2 各区における防疫、住民の健康維持、保健衛生及び精神衛生管理に関す

ること 

3 医療救護本部の設置に関すること 

4 医療救護所の開設及び運営に関すること 

5 民間協力団体に対する医療救護活動の要請に関すること 

6 浸水家屋の消毒に関すること 

7 被災者の健康支援に関すること 
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8  健康支援のための窓口設置に関すること 

9  被災者の心のケアに関すること 

高松ホーム班 

(高松ホーム) 

1 入所者の避難誘導に関すること 

④ こども未来部 

班名 事務分掌 

こども班 

(こども家庭課) 

(こども育成課) 

1 避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導及び救護に関すること 

2 教職員の動員に関すること 

3 園児の避難誘導及び応急対策等に関すること 

4 被災園児の状況把握及び援護に関すること 

5 各園の連絡調整に関すること 

6 応急保育に関すること 

7 幼児の健康管理に関すること 

8 被災者に対する保育料の減免及び徴収猶予に関すること 

⑤ 経済部 

班名 事務分掌 

農政班 

商工労政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1 救援物資の受入れ、管理、備蓄物資の配分等に関すること 

農政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

1 農林水産関連施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2 農作物、林産物及び水産物の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3 ダム施設の被害調査並びに報告に関すること 

4 農林業被害の応急対策に関すること 

5 農林水産業関係団体との連絡調整に関すること 

6 米穀の調達に関すること 

7 被災農家に対する融資等に関すること 

8 家畜の防疫及び死亡獣畜処理等に関すること 

9  応急復旧資材等の調達に関すること 

商工労政班 

(商工労政課)  

(観光交流課) 

1 観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関する

こと 

2 危険物等の二次災害の防止のための応急対策活動に関すること 

3 企業等との連絡調整に関すること 

4 被害事業者に対する融資等に関すること 

5 滞留者対策に関すること 

⑥ 建設部 

班名 事務分掌 

土木班 

(土木課) 

1 道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2 水防活動に関すること 

3 地すべり等土砂災害の応急対策に関すること 

4 交通規制、代替道路等の確保に関すること 
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5 土木資機材等の調達に関すること 

6 交通規制に係る連絡調整等に関すること 

7 市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

8 土砂災害危険地域の点検と情報収集について 

9 土木関係施設の被害集計及び応急対策の総括に関すること 

10 下水道区域内排水路の応急対策に関すること 

都市計画班 

(都市計画課) 

(建築住宅課) 

 

1 所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2 所管施設を避難施設として利用する場合の受入調整に関すること 

3 緊急を要する仮設住宅の整備に関すること 

4 住宅被害収集の協力に関すること 

5 仮設住宅及び部所管施設の応急復旧に係る資機材の調達に関すること 

6 ヘリポートの確保・運用に関すること 

7 市庁舎等市有財産の応急復旧に関すること 

8 市営住宅に関すること 

9 公園の保全に関すること 

10 避難施設の改善に関すること 

11 用地の確保、土地の使用・提供等に関する調査及び体制に関すること 

12 応急仮設住宅の整備・運営に関すること 

13 建築物応急危険度判定に関すること 

14 建築相談の実施に関すること 

15 建築の制限、緩和等に関すること 

水道班 

(水道課) 

1 所管施設の被害調査（工業用水道施設・消火栓を含む）、報告及び応急

対策に関すること 

2 水源の調査及び水質の確保に関すること 

3 応急配水管及び仮設給水管設置に関すること 

4 被災地域への応急給水に関すること 

5 断水等の広報に関すること 

下水道班 

(下水道課) 

1 所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2 仮設トイレの設置に係る監督業務に関すること 

3 下水道施設の被災状況等の広報に関すること 

⑦ 病院部 

班名 事務分掌 

病院班 

(市立総合病院) 

(小高病院) 

1 所管施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

2 入院患者及び外来患者の避難誘導に関すること 

3 医療救護班の編成と医療救護所の開設及び運営に関すること 

4 医療救護本部への協力に関すること 

5 医療救護班の編成及び医療救護所における医療及び助産の措置に関す

ること 

6 医薬品の管理、配分及び調整に関すること 

⑧ 教育部 

班名 事務分掌 

教育総務班 

(教育総務課) 

1 避難施設の開設及び運営に関すること 

2 学校教育施設の応急復旧に関すること 

3 災害時における教育行政の総合調整に関すること 
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4 教育委員会所管施設の被害状況集計及び総括に関すること 

5 避難施設運営の協力に関すること 

学校教育班 

(学校教育課) 

1 教職員の動員に関すること 

2 児童・生徒の避難誘導及び応急対策等に関すること 

3 被災児童・生徒の状況把握及び援護に関すること 

4 各学校の連絡調整に関すること 

5 炊出しに関すること 

6 応急教育に関すること 

7 被災児童・生徒に対する学用品の支給に関すること 

8 児童・生徒の健康管理に関すること 

文化財班 

(文化財課) 

(中央図書館) 

1 文化財の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2 所管施設利用者の避難誘導に関すること 

3 文化財の復旧に関すること 

生涯学習班 

(生涯学習課) 

 

1 避難施設の開設及び運営に関すること 

2 地区住民に対する広報に関すること 

3 社会教育施設の来館者等の避難誘導に関すること 

4 社会教育関係団体等との連絡調整に関すること 

⑨ 活動支援部 

班名 事務分掌 

支援班 

(議会事務局) 

(選管事務局) 

(監査事務局) 

(農委事務局) 

1 市議会及び行政委員会との連絡調整に関すること 

2 市議会災害対策支援本部に関すること 

会計班 

(会計課) 

1 現金及び物品の出納及び保管に関すること 

⑩ 各区対策部の事務分掌 

班名 事務分掌 

地域振興班 

(地域振興課) 

(市民総合サー

ビス課) 

1 職員の動員に関すること 

2 行政区との連絡調整に関すること 

3 区対策部員や職員のローテーション管理に関すること 

4  職員の厚生・食料確保に関すること 

5 区役所庁舎における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

6 南相馬警察署、小高分署及び鹿島分署との連携に関すること 

7 写真等による被災情報の記録・収集等に関すること  

8  安否情報の収集・提供に関すること 

9  災害時における環境衛生、環境汚染の防止に関すること 
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１－６ 南相馬市災害時における相互支援に関する条例 

平成 25年 3月 27日 

条例第 20号 

(目的) 

第 1 条 この条例は、法令に定めるもののほか、災害時における市区町村間の相互の支援(以下「相

互支援」という。)に関する基本的事項を定めることにより、災害から市民の生命、身体及び

財産を保護するとともに、被災した市区町村に対する支援を迅速かつ円滑に実施できる体制を

整備することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 災害 災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 2条第 1号に規定する災害及び原子力

災害対策特別措置法(平成 11年法律第 156号)第 2条第 1号に規定する原子力災害をいう。 

(2) 市民 市内に居住する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内に事務所を有する個人又は

法人その他の団体をいう。 

(相互支援の推進) 

第 3 条 市長は、相互支援が円滑に実施されるようにするため、市が他の市区町村からの支援を

受ける場合及び市が他の市区町村への支援を行う場合の具体的な方策について、あらかじめ定

めるものとする。 

2 市長は、相互支援に関する必要な事項を定めた協定を締結する市区町村の確保に努めるものと

する。 

3 市長は、災害時の円滑な連携を図るため、前項の協定を締結した市区町村(以下「協定先自治

体」という。)との交流の促進に努めるものとする。 

(災害時の支援の要請) 

第 4 条 市長は、市の区域において災害が発生し、市民の生命、身体及び財産を保護するため市

独自では十分な応急措置が実施できないと判断したときは、協定先自治体に対し支援を要請す

るものとする。 

(協定先自治体への支援) 

第 5 条 市長は、協定先自治体において災害が発生し、当該協定先自治体から支援の要請を受け

たときは、特段の事情がある場合を除き、次に掲げる支援を行うものとする。 

(1) 食料や水などの生活必需品の提供 

(2) 防災資機材等の提供又は貸与 

(3) 物資及び防災資機材等の輸送 

(4) 被災者の一時受入れ 

(5) 災害応急対策等に従事する職員の派遣 

(6) その他市長が特に必要と認める支援 

2 市長は、前項の支援を行うときは、被災した協定先自治体の負担を軽減するため、主体的に、

被災状況及び必要な支援について把握するよう努めるものとする。 

(他の協定先自治体との連携) 

第 6 条 市長は、前条第 1 項の支援を行うときは、被災した協定先自治体以外の他の協定先自治

体に対し、市と連携した支援を行うことを要請することができる。 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#l000000000
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#l000000000
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000023
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000023
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000037
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000054
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000054
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2 市長は、前項の規定による要請に応じた協定先自治体に対し、支援の内容、規模等について必

要な調整をしなければならない。 

3 市長は、協定先自治体から、当該協定先自治体が協定の締結等をしている市区町村が被災し、

これに対し連携した支援の要請を受けたときは、当該要請を行った協定先自治体との協議によ

り必要な支援を行うことができる。 

(費用の支弁及び負担) 

第 7 条 市は、第 5条第 1 項の支援を行うときは、当該支援に要する費用を支弁するものとする。

この場合において、市は、法令により負担区分が定められているものを除き、被災した協定先

自治体と協議の上、当該支弁した費用を負担することができる。 

2 市は、前条第 1項の規定により連携した支援を要請したときは、法令により負担区分が定めら

れているものを除き、当該要請に応じた協定先自治体と協議の上、当該協定先自治体が支弁し

た費用を負担することができる。この場合において、市は、被災した協定先自治体と協議の上、

当該被災した協定先自治体に対し、市が負担した費用の負担を求めることができる。 

3 市は、前条第 3項の規定により連携した支援の要請に応じて支援を行うときは、当該支援に要

する費用を支弁するものとする。この場合において、市は、法令により負担区分が定められて

いるものを除き、当該支援を要請した協定先自治体と協議の上、当該支弁した費用を負担する

ことができる。 

(市民の支援活動に対する援助) 

第 8 条 市長は、市民が協定先自治体等の被災者を支援する活動を行うときは、当該市民に対し

て必要な援助を行うことができる。 

(委任) 

第 9 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000082
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000054
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000082
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#e000000089
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#l000000000
https://www.city.minamisoma.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000801.html#l000000000
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１－７ 南相馬市消防団災害出動に関する要領 

この要領は、南相馬市消防団設置等に関する条例第十条の規定、及び南相馬市地域防災計画に

基づき、南相馬市消防団の災害出動に関して必要な事項を定め、災害発生時における消防力を効

果的に発揮させることを目的とする。 

 

第１ 消防隊の編成 

１ 分隊は、部長を分隊長として、部団員及び所定の装備をもって編成する。 

２ 小隊は、分団の二又は三個分隊をもって編成する。分団で、消防ポンプ自動車及び小型動

力ポンプ付積載車の装備する機動部隊をもって、第一小隊を編成する。 

３ 中隊は、分団長を中隊長として、分団内の小隊（又は分隊）で編成する。 

４ 大隊は、団長を大隊長として、五個中隊をもって編成する。なお、本部団員については、

大隊付又は本部付とする。 

第２ 火災出動 

１ 火災の区分 

（１）第一出動火災とは、通常小規模火災をいう。 

（２）第二出動火災とは、異常気象時火災、建物三棟以上に及ぶ火災、一時間以上に及ぶ林野

火災、危険物施設及び大型建物火災等をいう。 

（３）第三出動火災とは、大規模火災をいう。 

（４）特命出動火災とは、団長が出動を必要と認めた火災をいう。 

２ 出動の区分 

（１）第一出動は、第一出動時、出火分団中隊編成で出動する。 

（２）第二出動は、第二出動時、出火分団及び他分団の第一小隊で出動する。 

（３）第三出動は、全団員で出動する。 

（４）特命出動は、特命出動火災時、管轄区域外（応援協定等市町村）へ出動する。 

なお、管轄外出動に際しては、原町市消防団組織規則第７条の規定を遵守のこと。 

（５）本部付団員は、団長を現場本部長として出動する。 

（６）その他、火災の規模により中隊長等の判断により出動するものとする。 

３ 出動の指令 

（１）出動は、団長の指令を基本として、団本部より伝達する。ただし、火災覚知した出火分

団は、事前命令の原則により出動する。 

（２）指令伝達は、各地区に設置してある大サイレン又は有線、無線電話等とする。 

（３）出動指令サイレン信号 

ア 第一出動、出火分団          ５回 

イ 第二出動、出火分団以外の分団において ３回 

ウ 第三出動、全域            ７回 

（４）第一出動のサイレン吹鳴については、出動の迅速を期すため、消防署第一出動隊長の指

示により吹鳴できるものとする。ただし、小火等で消防署第一出動隊長がサイレンの吹鳴

の必要がないと認める場合は、吹鳴を省略することができる。 

（５）サイレン吹鳴連絡先は、別表のとおりとする。 

第３ 火災以外の災害出動 

火災出動の例に準ずる。 
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第４ 南相馬市防災行政無線運用 

（１）南相馬消防署は、サイレン吹鳴を必要とする火災発生時に、南相馬市防災行政無線（以

下「防災無線」という。）で、次により消防団幹部に一斉に放送するものとする。 

ア 第一出動（出火分団） 

該当する分団幹部は、防災無線で受信したならば出動する。 

放送例「只今○○地内で火災が発生しました。該当分団は出動願います。」 

イ 第二出動（出火分団以外の隣接分団） 

関係する分団幹部は、防災無線で受信したならば出動する。 

放送例「只今○○地内で発生した○○火災は、延焼拡大中です。隣接分団は出動願い

ます。」  

ウ 第三出動（全分団） 

消防団幹部は、防災無線で受信したならば出動する。 

放送例「只今○○地内で発生した○○火災は、延焼拡大中です。全団員の出動願いま

す。」 

（２）その他 

ア 団長及び南相馬消防署の判断により各種警戒出動等にも使用出来るものとする。 

イ 指令伝達は、大サイレン又は有線、無線電話等と併用するものとする。 

ウ 南相馬消防署で放送の必要がないと判断した場合は、放送を省略することが出来る。 

エ 必要に応じ、消防団事務等にも使用するものとする。 

オ その他必要な事項は別に定める。 

第５ その他 

当該要領は、災害出動に関する基本的事項を定めたものであり、災害発生に際しては消防団本

来の使命達成のため、適宜臨機応変な措置により防ぎょ体制をとるものとする。 

 

附則 

１ この要領は、昭和 60 年４月１日より実施する。 

２ この要領は、原町市消防団幹部会議で決定し、市長の承認を得て団長が公表する。 

附則 

１ この要領の一部改正は平成１８年１月１日より施行する。 
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１－８ 災害協定（自治体）一覧 

№ 相手方自治体名 協 定 名 称 内 容 締結日 

1 
福島市など 32市町村 
※1 

福島・宮城・山形広域圏災害時相互応援協
定 

物資の提供、職員の
派遣等 

H09.01.16 

2 双葉郡浪江町 災害時における相互応援協定書 
物資の提供、職員の
派遣等 

H18.06.26 

3 東京都杉並区 
杉並区及び南相馬市の災害時相互援助に
関する協定 

物資の提供、職員の
派遣等 

H19.02.19 

4 茨城県取手市 
南相馬市及び取手市災害時相互応援に関
する協定 

物資の提供、職員の
派遣等 

H19.07.23 

5 富山県南砺市 南相馬市・南砺市災害時相互応援協定 
物資の提供、職員の
派遣等 

H23.08.11 

6 滋賀県近江八幡市 災害時の相互支援に関する協定書 
物資の提供、職員の
派遣等 

H24.03.25 

7 新潟県小千谷市 
小千谷市及び南相馬市の災害時相互援助
に関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H24.12.25 

8 福島県北塩原村 
南相馬市及び北塩原村の災害時相互援助
に関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H25.01.29 

9 北海道名寄市 
名寄市及び南相馬市の災害時相互援助に
関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H25.02.10 

10 新潟県燕市 
燕市及び南相馬市の災害時相互援助に関
する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H25.07.05 

11 愛知県知多市 
知多市及び南相馬市の災害時相互援助に
関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H25.07.29 

12 群馬県片品村 
片品村及び南相馬市の災害時相互援助に
関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H25.08.28 

13 群馬県東吾妻町 
南相馬市及び東吾妻町の災害時相互援助
に関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H25.11.08 

14 東京都青梅市 災害時相互援助に関する協定 
物資の提供、職員の
派遣等 

H25.11.26 

15 大阪市天王寺区 
福島県南相馬市と大阪市天王寺区との災
害対策パートナーシップに関する協定 

災害対策にかかる情
報交換 

H26.03.28 

16 長野県飯田市 災害時相互応援協定書 
物資の提供、職員の
派遣等 

H26.08.07 

17 
北海道豊頃町など 16
市町村 ※2 

全国報徳研究市町村協議会における災害
応急対策活動の相互応援に関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H26.11.28 

18 静岡県牧之原市 災害時相互援助に関する協定 
物資の提供、職員の
派遣等 

H28.09.27 

19 静岡県島田市 災害時の応援に関する協定 
物資の提供、職員の
派遣等 

H29.12.18 

20 静岡県南伊豆町 
南相馬市及び南伊豆町の災害時相互援助
に関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H30.05.11 

21 山梨県忍野村 
南相馬市及び忍野村の災害時相互援助に
関する協定書 

物資の提供、職員の
派遣等 

H30.05.11 

 

※1 福島・宮城・山形広域圏  災害時相互応援協定 （33市町村） 

【山形県】米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町 

【宮城県】白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、名取市、亘理町、

山元町、岩沼市 

【福島県】新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、

本宮市 

※2 全国報徳研究市町村協議会 災害相互応援協定 （17市町村） 

【北海道】豊頃町 【福島県】相馬市、南相馬市、大熊町、飯館村、浪江町 【茨城県】筑西市、桜川市  

【栃木県】日光市、真岡市、那須烏山市、茂木町 【神奈川県】小田原市、秦野市 【静岡県】掛川市、御殿場市 

【三重県】大台町
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１ 福島・宮城・山形広域圏災害時相互応援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福島地方広域行政圏（福島地方拠点都市地域）、仙南地域広域行政圏、相馬地方広域

市町村圏、亘理・名取広域行政圏及び置賜広域行政圏で構成する市町村において災害が発生し、被災し

た市町村（以下「被災市町村」という。）独自では十分な応急措置ができない場合に、災害対策基本法第

６７条第１項の規定に基づき、広域圏内において物資等の相互応援に関し必要な事項について定めるも

のとする。 

（広域圏連絡調整市町村） 

第２条 応援事務を迅速かつ円滑に遂行し、かつ各広域圏間並びに広域圏内構成市町村との総合調整等を

行うため、各広域圏に連絡調整市町村をあらかじめ定めておくものとする。 

（連絡責任者） 

第３条 応援に関する責任者として、各広域圏の構成市町村に連絡責任者を置く。 

（応援の種類） 

第４条 応援の種類は次に掲げるものとする。 

(１) 食糧、飲料水及び日用品などの生活必需物資の提供 

(２) 応急対策及び復旧に必要な物資、資機材等の提供 

(３) 応急対策及び復旧に必要な職員の派遣  

(４) その他前 3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第５条 災害発生により応援の要請を必要とする被災市町村は、文書をもって次に掲げる事項を明らかに

し、広域圏連絡調整市町村または被災市町村以外の市町村に対し要請するものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、電話等で要請し事後において要請文書を提出するものとする。 

(１) 被害の状況及び要請理由  

(２) 提供を要請する生活必需物資、資機材等の種類及び数量  

(３) 派遣を要請する職員の職種及び人員  

(４) 応援の場所及び経路 

(５) 応援を必要とする期間 

（自主応援） 

第６条 被災市町村以外の市町村は、被災市町村の被害が極めて甚大で連絡が取れない場合又は被災市町

村が応援を要請するいとまがないと認められる場合は、要請を待たないで必要な応援を行なうことがで

きる。この場合においては、前条の要請があったものとみなすものとする。 

（経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、原則として被災市町村の負担とする。 

（連絡会議）  

第８条 広域圏相互の情報交換等のほか、この協定に基づく応援を円滑に行なうため必要に応じて連絡調

整市町村による連絡会議を開催する。 

（その他防災協定等との関係） 

第９条 この相互応援協定のほか、別途協定している応援協定など特別の定めがある場合は、その定める

ところとする。 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議するものとする。 

 

上記協定の成立の証として、本協定書４４通作成し、５広域圏構成４４市町村がそれぞれ記名押印の上、

各 1通を保有するものとする。 

 

平成９年１月１６日 
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２ 災害時における相互応援協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第６７条の規定に基づき、浪江町（以

下｢甲｣という。）と南相馬市（以下「乙｣という。）の区域において災害が発生した場合に、被災した側か

らの要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、相互の応援体制について次のとおり定

める。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類及び内容は、次の各号に揚げるとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 

(２) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(３) 救護及び救助活動意必要な車両等の提供 

(４) 消火、救護、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣 

(５) ボランティアの斡旋 

(６) 児童生徒の受入れ 

(７) 被災者に対する住宅の斡旋 

(８) 前各号に揚げるもののほか特に要請のあった事項 

（応援の手続き） 

第３条 災害の発生により応援が必要であるときは、次に掲げる事項を明らかにして文書により要請する

ものとする。ただし、緊急を要する場合は、文書の提出は事後とし、電話等により応援の要請ができる

ものとする。 

(１) 被害の状況 

(２) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名数量等 

(３) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(４) 応援場所及びその経路 

(５) 応援の期間 

(６) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援の実施） 

第４条 応援の要請を受けた側は、当該応援の要請に応ずるものとする。 

（経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は原則として、応援を要請した側が負担するものとする。 

２ 応援を要請した側が、前項に規定する経費を直ちに支出することが困難である旨の申出を行った場合

には、応援を要請された側は、当核経費を一時支弁するものとする。 

（連絡責任者） 

第６条 第２条に掲げる応援の要請に関する事項の確実かつ円滑な連絡を図るため、双方に連絡責任者を

置く。 

２ 連絡責任者は、双方の消防防災事務を担当する課長とする。 

（災害対策連絡） 

第７条 災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、定期的及び必要に応じて随時応援の

あり方、協定の見直し等について協議するほか、地域防災計画その他参考資料を相互に提供するものと

する。 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、他の市町村等の相互応援に関する協定及び消防の相互応援に関する協定を排除する

ものではない。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期聞は、協定締結の日から１年間とする。ただし期間満了の日の３ケ月前までに

甲、乙双方とも何ら申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、以後この例による。 

（雑 則） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上

別に定める。 
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この協定を証するためこの協定書を２通作成し、協定者記名押印の上それぞれ１通を保有する。 

 

平成１８年６月２６日 

甲 浪江町長  横山 藏人 

乙 南相馬市長 渡部 一成 
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３ 杉並区及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定 

 

区民が創る「みどりの都市」杉並を目指す杉並区と、「環境と福祉のモデル都市」を目指す南相馬市とは、

３０年以上前から、少年野球をはじめ、民間団体主導のスポーツの分野で交流の実績を結んできたところ

である。 

南相馬市は、一千有余年の歴史と伝統を誇る相馬野馬追に代表されるように、長い歴史と伝統を背景に

まちづくりを進めており、杉並区との交流が地域活性化の一助となることが期待でき、また杉並区にとっ

ても、豊かな自然と海洋性の穏やかな気候に恵まれた南相馬市や南相馬市民との交流を進めることの意義

は大きなものがある。 

今般、民間レベルから培われてきた交流の実績を踏まえ、更に広く、深い相互の交流を願い、その第一

歩として、次のとおり、地震等により災害が発生した場合の災害時相互援助に関する協定を締結する。 

（協定の趣旨） 

第１条 杉並区及び南相馬市（以下「両自治体」という。）は地震等により災害が発生した場合、両自治体

が相互に協力し、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、この協定を締結する。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のうち、いずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資、資材、人員等に不足

を来たす場合、被災した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必

要な物資等の品名、数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊

急の場合は、電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条の規定により援助する物資は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

① 食料品 

② 生活必需品 

③ 応急対策用資器材 

④ 医療品 

（２）人的援助 

① 職員の派遣 

② ボランティアのあっせん 

（３）その他要請のあった事項 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担） 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、原則として援助を要請した自治体が負担することとし、

災害復旧後、両自治体協議のうえ速やかに清算するものとする。 

（援助物資等の情報交換） 

第６条 両自治体は、調達可能な援助物資等の情報を相互に交換するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両自治体協議のうえ決定するもの

とする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から何らの申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、以後この例による。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各１通を保有する。 

 

平成１９年２月１９日 

杉並区長 山田 宏 

南相馬市長 渡辺 一成 

 

※初締結は、平成１７年５月２７日 
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４ 南相馬市及び取手市災害時相互応援に関する協定 

 

（協定の趣旨） 

第１条 南相馬市及び取手市（以下「協定自治体」という。）は、協定自治体の区域内において地震等の大

規模な災害（災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。）が発生し、被害を受けた市（以下「被

災自治体」という。）が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災自治体の要請にこたえ、当

該災害により被害を受けていない自治体が友愛的精神に基づき、被災自治体に対する応急対策及び復旧

対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）応援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

（２）食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

（３）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機 材及び物資の提供 

（４）ボランティアのあっせん 

（５）前各号に掲げるものの他、特に要請があった事項 

（応援の手続き） 

第３条 応援を要請しようとする被災自治体は、次の事項を明らかにし、第６条に定める連絡担当部課を

通じて、電話、電信等により要請するものとする。この場合において、被災自治体は必要事項を記載し

た文書を後日、速やかに送付しなければならない。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容 

（３）前条第２号から第４号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

（４）応援場所及び応援場所への経路 

（５）応援期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された自治体は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ、応

援活動に努めるものとする。 

２ 協定自治体は、前条の規程にかかわらず、協定自治体のいずれかの区域において地震等の大規模な災

害が発生したことが明らかな場合、自らの判断に基づき自主応援活動を実施するものとする。 

３ 自主応援活動を開始した場合は、応援の内容を被災自治体に速やかに連絡するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援要請自治体が負担することとし、災害復旧後、両自治体協

議のうえ速やかに清算するものとする。 

（連絡担当部課） 

第６条 協定自治体は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部課をそれぞれ定め、災害が発生したとき

は、速やかに情報を交換するものとする。 

（受入体制） 

第７条 協定自治体は、第２条に定める応援を受け入れるための場所又は施設を整備するものとする。 

（資料の提供） 

第８条 協定自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他参考資料を相

互に提供するものとする。 

（応援職員の指揮） 

第９条 被災自治体から応援要誇を受け派遣された職員は、現地に到着後、被災自治体の指揮下にて行動

するものとする。 

（訓練等の実施） 

第１０条 協定自治体は、協定の実効性を確保するために、それぞれが実施する防災訓練等に、相互に参

加するよう努めるものとする。 

（効力等） 

第１１条 この協定は、協定締結の日からその効力を発するものとする。 
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２ この協定の締結後、協定自治体のどちらか一方がこの協定を破棄しようとする場合は、相手方協定自

治体に対し、この協定を破棄しようとする日から起算して６か月前までに、文書をもってその旨を通知

しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この協定の定めのない事項で、協定の実施に関し特に必要が生じた場合はその都度協議して定

めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、両協定自治体の長が署名のうえ、各自その１

通を保有する。 

 

平成１９年７月２３日 

 

南相馬市長 渡辺 一成 

取手市長  藤井 信吾 
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５ 南相馬市・南砺市災害時相互応援協定 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と南砺市（以下「乙」という。）とは、これまでに培われてきた交流の

実績を踏まえ、更に広く、深い交流を願い、友愛と相互扶助の精神に基づき、地震等の大規模な災害（以

下「災害」という。）時において、被害を受けた市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよ

う、相互の応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、協定市の区域内において災害が発生し、被災者支援等の応急措置の実施が十分にで

きない場合における協定市相互の救援資機材の援助及び被災者支援について、必要な事項を定めるもの

とする。 

（応援の種類） 

第２条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援は、協定市の過剰な

負担にならない範囲内におけるものとする。 

（１）被災者の支援に必要な物資及び機材の提供 

（２）食糧、飲料水その他生活必需品等の物資及びこれらを提供するために必要な機材の提供 

（３）被災者を一部収容するために必要な施設の提供 

（４）この協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

（５）災害救助ボランティアのあっせん 

（６）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の要請手続） 

第３条 応援を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡するとともに速やか

に文書により通知するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号から第３号までに掲げる応援に要する品目、規格、数量等 

（３）前条第４号に掲げる応援に要する職員の職種、人数等 

（４）応援を受ける場所及び終結場所 

（５）応援を受ける期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

（応援の実施） 

第４条 応援の要請を受けた協定市は、直ちに必要な応援を可能な範囲で実施するものとする。 

２ 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動することが必要で

あると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施するものとする。 

３ 応援の要請を受けた協定市が応援を実施できない場合は、当該要請をした協定市に速やかにその旨を

連絡しなければならない。 

（連絡窓口） 

第５条 協定市は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図るため、あらかじめ

連絡担当部局を定め、災害発生したときは、速やかに情報を交換するものとする。 

（応援職員の指揮） 

第６条 応援を行う市の職員が応援を従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部長の指揮に従い行

動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、原則として応援を受

ける市の負担とする。 

２ 前項の規定によりがたいときは、その都度協定市の間で協議して定めるものとする。 

（災害補償等） 

第８条 応援に派遣した職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償につい

ては、応援を行う市が負担するものとする。ただし、応援を受ける市において応急に治療する場合の治

療費は、応援を受ける市が負担するものとする。 

２ 応援に派遣した職員が、その業務の遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援を受ける

市への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償の責務を負うものとする。 
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（その他） 

第９条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ

定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成２３年８月１１日 

甲 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長  桜井 勝延 

乙 富山県南砺市苗島４８８０番地 

南砺市長   田中 幹夫 
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６ 災害時の相互支援に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると覚醒したことの意義は大変深いと言え

る。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体間において支えあうことを目的として、両市

の区域内において、気象災害、地震・津波災害及び原子力災害その他の災害が発生した場合において、

相互の応援体制に必要な事項を定めるものとする。 

（応援の区分） 

第２条 応援の区分は、次に掲げるものとする。 

  (1) 被災者の救出、医療、防疫等に必要な資機材及び物資の提供 

  (2) 応急復旧に必要な資機材、生活必需物資の提供 

  (3) 救助及び応急復旧活動に必要な職員の派遣 

  (4) ボランティアの募集及び派遣 

  (5) 被災地の行政機能継続場所の提供 

 (6) 被災者に対する避難所の設置及び応急仮設住宅の提供 

 (7) 児童及び生徒の受入及び就学機会の提供 

  (8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を要請する市は、次の事項を明らかにして、電話等により応援を要請し、後日文書を速やか

に提出するものとする。 

  (1) 被害の状況 

  (2) 前条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等 

  (3) 前条第３号及び第４号に掲げるものの職種、職種別人員及び派遣期間 

  (4) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された市は、実情を把握し、出来る限り要請に応えるものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。ただし経費の額が著しく大き

い場合は、両市が協議して定めるものとする。 

（指揮） 

第６条 応援を要請された市の職員は、現地に到着後、応援を要請した市長の指揮下にて行動するものと

する。 

（大規模災害における自主応援活動） 

第７条 地震等の大規模な災害が発生し、通信途絶等により被災市から第３条の規定による要請がないと

きは、応援しようとする市は、速やかに被災状況について、自主的に情報収集活動を実施するものとす

る。 

２ 応援しようとする市は、前項の情報収集により被害が甚大であり、応援活動をすることが望ましいと

認めるときは、自主応援活動を実施するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 両市は、災害時における相互応援が確実かつ円滑に行われるよう、防災担当課長を連絡責任者と

する。 

（資料の交換） 

第９条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、年１回地域防災計画その他参考資料を相

互に交換するものとする。 

（その他） 

第 10条 この協定に定めない事項で、協定の実施に関し特に必要が生じた場合は、その都度協議して定め

るものとする。 
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この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、両市の市長が署名のうえ、各自その１通を保

有する。 

 

平成２４年３月２５日 

福島県南相馬市長  桜井 勝延 

滋賀県近江八幡市長 冨士谷 英正 

立会人 

静岡県富士宮市長 須藤 秀忠 

大阪府藤井寺市長 國下 和男 
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７ 小千谷市及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

小千谷市及び南相馬市（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害及び

原子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」）に対し、文書により必要な物資等の品名、数量、輸

送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要

請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

(費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２４年１２月２５日 

小千谷市長  谷井 靖夫 

南相馬市長  桜井 勝延 
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８ 北塩原村及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

北塩原村及び南相馬市（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害及び

原子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」）に対し、文書により必要な物資等の品名、数量、輸

送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要

請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるも 

の及び負担区分が定められているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定める

ものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、立会人のもと両自治体の長が署名のうえ、各自１通を

保有する。 

 

平成２５年１月２９日 

北塩原村長  小椋 敏一 

南相馬市長  桜井 勝延 
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【立会人】 

北塩原村議会議長  小椋 眞  

南相馬市議会議長  横山 元栄 
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９ 名寄市及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

名寄市及び南相馬市（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害及び原

子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」）に対し、文書により必要な物資等の品名、数量、輸

送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要

請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、両自治体協議のうえ、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

   

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２５年２月１０日 

名寄市長   加藤 剛士 

南相馬市長  桜井 勝延 
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10 燕市及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

燕市及び南相馬市（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害、原子力

災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下 「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な物資等の品名、

数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等

により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

(１) 物的援助  

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材  

エ 医療品 

(２) 人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

(３) 被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担） 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２５年７月５日 

燕市長   鈴木 力 

南相馬市長 桜井 勝延 
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11 知多市及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支え合うことを目的として、

知多市及び南相馬市（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害及び原

子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な物資等の品名、

数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等

により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（４）前３号に掲げるもののほか、両自治体が必要と認めて要請する事項 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、災害復旧後、両自治体協議の上、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３か月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、両自治体で協議の上、決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名の上、各自１通を保有する。 

 

平成２５年７月２９日 

知多市長  加藤 功 

南相馬市長 桜井 勝延 
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12 片品村及び南相馬市の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

片品村及び南相馬市（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害及び原

子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」）に対し、文書により必要な物資等の品名、数量、輸

送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要

請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるも 

の及び負担区分が定められているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定める

ものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したとき又は緊急時

は速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

   

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２５年８月２８日 

片品村長   千明 金造 

南相馬市長  桜井 勝延 
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13 南相馬市及び東吾妻町の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

南相馬市及び東吾妻町（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害、原

子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な物資等の品名、

数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等

により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

   

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２５年１１月８日 

南相馬市長 桜井 勝延 

東吾妻町長 中澤 恒喜 
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14 災害時相互援助に関する協定 

 

（協定の趣旨） 

第１条 南相馬市および青梅市（以下「両自治体」という。）は、地震等により災害が発生した場合に、両

自治体が相互に援助し、応急対策および復旧対策を円滑に遂行するため、この協定を締結する。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策および復旧対策に必要な物資、資材、人員等に不足を来

す場合は、被災した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な

物資等の品名、数量その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電

話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条の規定により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

(1) 物的援助 

ア 食品 

イ 飲料水 

ウ 生活必需品 

エ 応急対策用資器材 

オ 医療品 

(2) 人的援助 

  ア 職員の応援 

イ ボランティアのあっせん 

(3) 被災者支援 

  避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担） 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、原則として援助を要請した自治体が負担することとし、

災害復旧後、両自治体協議の上、速やかに清算するものとする。 

（情報交換） 

第６条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定書の有効期間は、協定締結後１年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに両自

治体のうち、いずれからも変更または解除の申出がないときは、この協定書の有効期間は更に１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 

(実施細目) 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、両自治体で協議の上、決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名の上、各々１通を保管する。 

 

平成２５年１１月２６日 

南相馬市長 桜井 勝延 

青梅市長  竹内 俊夫 
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15 福島県南相馬市と大阪市天王寺区との災害対策パートナーシップに関する協定書 

 

福島県南相馬市(以下、「南相馬市」という。)と大阪市天王寺区（以下、「天王寺区」という。）は、次の

とおり災害対策パートナーシップ協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、東日本大震災により被災された南相馬市の状況を天王寺区内において一人でも多く

の人に伝えることにより、震災及びその教訓を忘れない取組みを進めるとともに、天王寺区と南相馬市

とが連携・協力して、未来に向けて災害に強いまちづくりをめざすことを目的とする。 

（連携・協力内容） 

第２条 天王寺区と南相馬市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる連携・協力にかかる取組みを行

うものとする。 

（１）天王寺区が発行する広報紙、ホームページ、天王寺区が主催又は協力するイベントなど多様な機

会を通じて、南相馬市の被災状況や復旧・復興状況を伝えること 

（２）天王寺区が主催又は協力するイベントなどの場を通じて南相馬市災害復旧・復興義援金を呼びか

け寄付を行うこと  

（３）災害対策にかかる情報交換 

（４）その他前条の目的の達成に資すること 

（協定書の有効期間） 

第３条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、天王寺区と南相馬市のいずれか

らも改廃の申し入れがない場合は、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（協議） 

第４条 この協定に定めるもののほか、連携・協力の具体的事項及びその他必要な事項については、天王

寺区と南相馬市が協議して行う。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、署名押印の上、各々１通を保有するものとする。 

 

平成２６年３月２８日 

 

福島県南相馬市長 桜井 勝延          大阪市天王寺区長 水谷 翔太     
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16 災害時相互応援協定書 

 

飯田市及び南相馬市（以下「協定市」と総称する。）は、相互扶助の精神に基づき、災害（災害対策基本

法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する災害、原子力災害対策特別措

置法（平成 11年法律第 156号）第２条第１号に規定する原子力災害及び武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律（平成 16年法律第 112号）第２条第４項に規定する武力攻撃災害をいう。以

下同じ。）の発生時において相互に応援をすることに関し、次のとおり協定を締結する。 

（相互に行う応援） 

第１条 協定市は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、災害が発生した市（以下「被災

市」という。）に対し、もう一方の市が被災市の行う災害応急対策に関し応援を実施する。 

２ 前項の規定により行う応援は、応援を行う市（以下「応援市」という。）の長において過剰な負担とな

らないと認められる範囲において、実施するものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣 

(5) 被災した児童又は生徒の教育機関への受入れ及びあっせん 

(6) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に被災市から要請のあった事項 

（応援の要求の手続） 

第３条 被災市は、前２条の規定による応援を受けようとするときは、法第６７条第１項の規定により応

援市に応援を求めるものとする。 

２ 前項の規定により応援を求める方法は、次に掲げる事項について、状況に応じ可能な範囲内において

明らかにして電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により連絡することによるものとする。 

(1) 災害による被害の状況 

(2) 譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量等 

(3) 前条第４号の規定により応援に従事する職員（以下「応援従事職員」という。）の職種及び人数 

(4) 応援を受けたい期間 

(5) 応援の実施に係る場所 

(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市が必要と認める事項 

３ 前項の規定によるもののほか、被災市が応援を求めるに際しては、協定市が別に定めるところにより、

災害の種類、その発生日時その他の必要事項を記載した書面を応援市に送付するものとする。 

（応援の実施等） 

第４条 応援市は、前条の規定による応援の求め（以下「応援の要求」という。）を受けたときは直ちに可

能な範囲内における応援を実施するものとする。 

２ 応援市は、応援の要求がない場合において、被災市に対し応援を行うべきと認めたときは、必要と認

めた範囲における応援（以下「自主応援活動」という。）を実施するものとする。 

３ 応援の要求を受けた市が応援を実施できない場合は、速やかに被災市にその旨を通知しなければなら

ない。 

（指揮権） 

第５条 応援従事職員は、法第 67条第２項の規定により被災市の長の指揮の下に行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、法第 92条の規定により被災市が負担す

ることを原則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、自主応援活動に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、応援市

が負担するものとする。 

３ 応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令に定めのあるものを除くほか、応援市が

負担するものとする。 

４ 応援に要する経費について前３項の規定によりがたいときは、その都度協定市が協議して定める。 
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（災害補償等） 

第７条 応援従事職員がその職務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病

の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令の規定によるもののほか応援市の負

担により行うものとする。 

２ 応援従事職員がその職務上第三者に損害を与えた場合は、その損害の原因となった事由が応援市と被

災市の往復の途上において発生したものであるときを除き、被災市が賠償の責務を負うものとする。 

３ 前項の規定により被災市が賠償の責務を負う場合において第三者から応援市に損害賠償の請求があり、

応援市が損害賠償を行ったときは、被災市は当該行われた損害賠償の額に相当する額を応援市に支払う

ものとする。 

４ 第２項の規定により応援市が賠償の責務を負う場合において第三者から被災市に損害賠償の請求があ

り、被災市が損害賠償を行ったときは、応援市は当該行われた損害賠償の額に相当する額を被災市に支

払うものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 協定市は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあらかじめこの協定

の実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。 

（資料の交換） 

第９条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他参考資料を相互に

交換し、又は提供するものとする。 

（訓練の参加） 

第 10条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加す

るよう努めるものとする。 

（補則） 

第 11条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項に

ついては、協定市が協議して定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を作成し協定市長それぞれ署名押印の上、保有する。 

 

 平成２６年８月７日 

南相馬市 

    南相馬市長  桜井 勝延 

飯田市 

飯田市長   牧野 光郎 
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17 全国報徳研究市町村協議会における災害応急対策活動の相互応援に関する協定書 

 

災害応急対策活動の相互応援に関し、全国報徳研究市町村協議会に加盟する北海道中川郡豊頃町、福島

県相馬市、福島県南相馬市、福島県双葉郡大熊町、福島県双葉郡浪江町、福島県相馬郡飯舘村、茨城県筑

西市、茨城県桜川市、栃木県日光市、栃木県真岡市、栃木県那須烏山市、栃木県芳賀郡茂木町、神奈川県

小田原市、神奈川県秦野市、静岡県掛川市、静岡県御殿場市、三重県多気郡大台町（以下「協定自治体」

という。）との間に次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、協定自治体の区域内において災害が発生した場合において、報徳思想に学ぶ協定自

治体が相互に応援し災害時における応急措置等を円滑に遂行するため、災害対策基本法（昭和３６年法

律第２２３号）第８条第２項第１２号及び同法第６７条第１項の規定に基づき、相互応援に関し、必要

な事項について定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣並びに車両等の提供 

(2) 食糧、飲料水、生活必需品等の提供及びその供給に必要な資機材の提供 

(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(4) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 応援要請をするときは、次の事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を

要する場合は、電話等により行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号に掲げるものの人員の役割及び人数並びに車両等の種類及び台数 

(3) 前条第２号から第４号までに掲げるものの品名、規格、数量等 

(4) 応援の期間 

(5) 応援の場所及び経路 

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援の実施） 

第４条 協定自治体は、被災自治体の被害状況を収集し、及び情報交換し、必要な応援を可能な範囲で実

施するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、応援要請をした自治体（以下「要請自治体」という。）の負担とする。 

２ 要請自治体が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、かつ、要請自治体から要請があった場合は、

応援要請を受けた自治体（以下「応援自治体」という。）は、当該経費を一時繰替え支弁するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被災地の被災状況等を勘案し、特段の事情が認められるときは、応援に

要した経費の負担について、応援自治体と要請自治体の間で協議をすることができるものとする。 

（応援の自主出動） 

第６条 災害が発生し、連絡が取れない場合で、応援を行おうとする自治体が必要と認めたときは、職員

を派遣し被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うことができるものとす

る。 

２ 前項の応援に要した経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災地の情報収集活動

に要する経費は、応援を行おうとする自治体の負担とする。 

（災害補償等） 

第７条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその

活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に

対する補償は、応援自治体が負担するものとする。 

２ 応援活動に従事した職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が要請自治体への

往復途上に生じたものを除き、要請自治体がその賠償の責めを負うものとする。 

（応援のために派遣された人員の指揮） 

第８条 応援のために派遣された人員は、要請自治体の長の指揮下に活動するものとする。 
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（連絡担当部局） 

第９条 協定自治体は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、あらかじめ連絡担当部局を定め、相

互に明らかにしておくものとする。 

（統括自治体） 

第１０条 協定の運用に係る事務は、その事務を統括する自治体（以下「統括自治体」という。）において

処理する。 

２ 統括自治体は、当該年度の全国報徳サミットを開催する自治体がこれに当たるものとする。 

（統括自治体の所掌事務） 

第１１条 統括自治体は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。 

(1) 第９条に定める連絡担当部局の名簿調製 

(2) 第１４条の定めにより協定自治体が協議する必要が生じた場合における会議の開催等の庶務に関す

る事務 

(3) 協定自治体間の情報伝達 

（統括自治体の代行） 

第１２条 統括自治体が被災等によりその事務を遂行できない場合は、前年度の全国報徳サミットを開催

した自治体がその事務を代行するものとする。 

（加入及び脱退） 

第１３条 協定自治体で構成する協定締結団体（以下「協定締結団体」という。）に新たに加入しようとす

る自治体又は協定締結団体から脱退しようとする自治体は、統括自治体に対して、書面によりその旨を

申し出るものとする。 

２ 協定締結団体への加入又は協定締結団体からの脱退については、統括自治体が前項に定める書面の受

理をもって成立するものとする。 

（その他） 

第１４条 この協定の解釈について疑義が生じたとき、又は定めのない事項で、特に必要が生じたときは、

その都度、協定自治体で協議のうえ決定するものとする。 

（効力発生の日） 

第１５条 この協定は、協定締結の日からその効力を生ずる。 

 

 この協定締結の証として、本協定書１７通を作成し、協定自治体記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２６年１１月２８日 

 

北海道  豊頃町長   宮 口  孝 

福島県  相馬市長   立 谷  秀 淸 

福島県  南相馬市長  桜 井  勝 延 

福島県  大熊町長   渡 辺  利 綱 

福島県  浪江町長   馬 場  有 

福島県  飯舘村長   菅 野  典 雄 

茨城県  筑西市長   須 藤  茂 

茨城県  桜川市長   大 塚  秀 喜 

栃木県  日光市長   斎 藤  文 夫 

栃木県  真岡市長   井 田  隆 一 

栃木県  那須烏山市長 大 谷  範 雄 

栃木県  茂木町長   古 口  達 也 

神奈川県 小田原市長  加 藤  憲 一 

神奈川県 秦野市長   古 谷  義 幸 

静岡県  掛川市長   松 井  三 郎 

静岡県  御殿場市長  若 林  洋 平 

三重県  大台町長   尾 上  武 義 
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18 災害時相互援助に関する協定 

 

（協定の趣旨） 

第１条 南相馬市および牧之原市（以下「両自治体」という。）は、地震等により災害が発生した場合に、

両自治体が相互に援助し、応急対策および復旧対策を円滑に遂行するため、この協定を締結する。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策および復旧対策に必要な物資、資材、人員等に不足を来

す場合は、被災した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な

物資等の品名、数量その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電

話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条の規定により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

(1) 物的援助 

ア 食品 

イ 飲料水 

ウ 生活必需品 

エ 応急対策用資器材 

オ 医療品 

(2) 人的援助 

ア 職員の応援 

イ ボランティアのあっせん 

(3) 被災者支援 

避難住民の受入れ 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担） 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、原則として援助を要請した自治体が負担することとし、

災害復旧後、両自治体協議の上、速やかに清算するものとする。 

２ 派遣職員が公務執行中、第三者に損害を与えた場合は、その損害が援助業務の従事中に生じたものに

ついては援助を受ける市が、被災市への往復経路の途中に生じたものについては援助を行う市が、それ

ぞれ賠償の責めを負うものとする。 

３ 前２項の規定により難い場合には、別途協議して定める。 

（情報交換） 

第６条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定書の有効期間は、協定締結後１年間とする。ただし、期間満了日の１か月前までに両自

治体のうち、いずれからも変更または解除の申出がないときは、この協定書の有効期間は更に１年間延

長されたものとみなし、以後この例による。 

（実施細目） 

第８条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、両自治体で協議の上、決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名の上、各々１通を保管する。 

 

平成２８年９月２７日 

南相馬市長  桜井 勝延 

牧之原市長  西原 茂樹 
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19 災害時の応援に関する協定書 

 

静岡県島田市（以下「甲」という。）と福島県南相馬市（以下「乙」という。）は、災害時における相互

応援について、次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲又は乙の区域内において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」

という。）第２条第１項第１号に規定する災害が発生した場合に、法第６７条の規定に基づく応援を円滑

に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。    

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）原子力災害等による避難民の受入れ施設の提供及び斡旋 

（５）被災者を一時収容するための施設の提供及び斡旋 

（６）被災児童、生徒等を一時受け入れるための施設の提供及び斡旋 

（７）消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣 

（８）ボランティアの斡旋 

（９）被災者に対する住宅の提供及び斡旋 

（10）前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項 

（応援の要請の手続） 

第３条 甲及び乙は、応援の要請をするとき、次に掲げる事項を明らかにして、電話又は電信等により要

請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号から第３号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等 

（３）前条第４号及び第５号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員 

（４）前条第６号に掲げる一時受入に要する被災児童、生徒等の学年及び人員 

（５）前条第７号に掲げる職員の職種別人員 

（６）前条第８号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員 

（７）応援を受ける場所及び期間 

（８）前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

（応援の実施） 

第４条 甲及び乙は、応援を要請されたときは、可能な限りこれに応ずるように努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援する必要があると認められる場合には、同条の要

請を待たずに応援を行うことができる。この場合において、応援を行う市は、その内容について応援を

受ける市へ速やかに連絡するものとする。 

（応援に要した費用の負担） 

第５条 応援に要した費用の負担は、原則として応援を受ける市の負担とする。 

２ 派遣職員が、公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものに

ついては、応援を受ける市、被災市への往復経路の途中に生じたものについては、応援を行う市が、そ

れぞれ賠償の責を負うものとする。 

３ 前２項の規定により難い場合には、別途協議する。 

（情報等の交換） 

第６条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な資料・情報等を常時交換する

ものとする。 

（効力等） 

第７条 この協定は、協定締結の日からその効力を発するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度、甲及び乙が協議

して定めるものとする。 
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この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ署名押印のうえ、各自１通を保有

する。 

 

平成２９年１２月１８日 

 

甲 静岡県島田市中央町１番の１ 

島田市長   染谷 絹代  

乙 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長  桜井 勝延 
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20 南相馬市及び南伊豆町の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

南相馬市及び南伊豆町（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害、原

子力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な物資等の品名、

数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等

により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

（費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

 平成３０年５月１１日 

 

南相馬市長   門馬 和夫 

南伊豆町長   岡部 克仁
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21 南相馬市及び忍野村の災害時相互援助に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらすと同時に今後に向けての

教訓も多く残すものとなった。とりわけ多くの人々が人同士の「絆」を深めることが、直面する課題の

解決から将来の復興に向けての力に大きく寄与するものであると再認識したことの意義は大変深いと言

える。 

その「絆」も人から人へ、地域から地域へと広げて行くことが、将来想定し得る災害への最も強固な

防波堤となるものであり、この紡いだ「絆」を基に自治体相互間において支えあうことを目的として、

南相馬市及び忍野村（以下「両自治体」という。）の区域内において、気象災害、地震・津波災害、原子

力災害その他の災害が発生した場合の相互援助に関する必要な事項を定めるものとする。 

（援助の要請） 

第２条 両自治体のいずれかが被災し、応急対策及び復旧対策に必要な物資等に不足を来たす場合、被災

した自治体は、他方の自治体（以下「援助自治体」という。）に対し、文書により必要な物資等の品名、

数量、輸送方法その他必要な事項を示して援助を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等

により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

（援助物資等） 

第３条 前条により援助する物資等は、次に掲げるものとする。 

（１）物的援助 

ア 食料品 

イ 生活必需品 

ウ 応急対策用資機材 

エ 医療品 

（２）人的支援 

ア 職員の派遣 

イ ボランティアのあっせん 

（３）被災者支援 

ア 避難住民の受入れ 

（援助物資等の輸送） 

第４条 援助する物資等の輸送は、原則として援助自治体が行うものとする。 

(費用負担) 

第５条 第２条の規定による援助に要した費用は、法令に基づき求償が行われるもの及び負担区分が定め

られているものを除き、災害復旧後、両自治体協議のうえ、負担について定めるものとする。 

（災害補償等） 

第６条 第３条の規定により派遣された職員がその業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

における公務災害補償は、援助自治体が負担する。 

（情報交換） 

第７条 両自治体は、災害対策等の情報を相互に交換するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、期間満了の日の３箇月前まで

に両自治体から意思表示がないときは、３年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めない事項については、両自治体で協議のうえ決定するものとする。 

 

本協定の締結の証として、協定書２通を作成し、両自治体の長が署名のうえ、各自１通を保有する。 

 

 平成３０年５月１１日 

 

南相馬市長   門馬 和夫 

忍野村長    天野 多喜雄 
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１－９ 災害協定（民間等）一覧 

№ 相手方 協定名 内容 締結日 

1 
南相馬市原町建設業
組合 

災害応急対策の協力に関する協定 応急工事 H21.03.19 

2 
公益社団法人福島県
柔道整復師会 

災害時の施術救護活動についての協定
書 

医療救護 H29.08.23 

3 原町市医師会 
災害時の医療救護活動についての協定
書 

医療救護 H14.01.16 

4 
相馬地方市町村消防

団 
相馬地方市町村消防団相互応援協定 

水、火災、非常事態

発生の防御応援 
H18.06.23 

5 
南相馬市管工事協同
組合 

地震等災害時の応急給水及び復旧工事
に関する協定 

応急工事 H18.08.02 

6 原町商店連合会 
災害時における生活必需物資等の供給
協力に関する協定書 

物資の供給 H18.08.02 

7 
日本アマチュア無線
連盟 南相馬アマチ
ュア無線クラブ 

災害非常無線通信の協力に関する協定 情報の収集・伝達 H18.08.24 

8 南相馬市歯科医師会 
災害時の歯科医療救護活動についての
協定書 

医療救護 H18.09.06 

9 
日本郵便（株）南相馬
市内郵便局 

災害発生時における南相馬市と南相馬
市内郵便局の協力に関する協定 

災害特別事務 H27.11.20 

10 
南相馬市小高建設業
組合 

災害復旧の協力に関する協定 応急工事 H30.04.02 

11 
南相馬市鹿島建設業
組合 

災害応急対策の協力に関する協定 応急工事 H20.09.01 

12 (株)キクチ 
災害時における生活物資等の供給協力
に関する協定 

生活物資の供給協力 H20.09.09 

13 
関場建設(株)協力会 
マルセ清和会 

地域緊急災害時の支援協力に関する協
定書 

重機・資材調達、応
急工事 

H21.05.29 

14 
東北電力(株)相双営
業所 

災害時における電力復旧のための拠点
に関する協定 

施設、敷地の借用他 H21.06.01 

15 
イオンスーパーセン
ター(株) 

災害時における生活物資等の供給協力
に関する協定 

物資の供給 H21.10.09 

16 
社団法人福島県エル
ピーガス協会相双支
部 

災害時における生活必需物資の供給協
力に関する協定書 

物資の供給 H21.10.16 

17 (株)カインズ 
災害時における生活物資の供給協力に
関する協定 

物資の供給 H24.02.29 

18 
国土交通省東北地方
整備局 

災害時の情報交換に関する協定 
職員（リエゾン）の
派遣 

H26.03.07 

19 
公益社団法人福島県
トラック協会相双支
部 

災害時における支援物資の物流に関す
る協定書 

物資の受入れ、管理、
仕分、輸送 

H26.03.14 

20 
NPO 法人コメリ災害
対策センター 

災害時における物資供給に関する協定
書 

物資の供給 H26.03.14 

21 （株）ヨークベニマル 
災害時における生活物資等の供給協力
に関する協定 

生活物資等の供給協
力 

H29.12.05 

22 
福島県社会保険労務
士会 

大規模災害時における労務・社会保険等
の相談に関する協定書 

労務や社会保険等の
相談 

H30.02.21 

23 
市内タクシー事業者
（６社） 

災害時における緊急輸送等に関する協
定書 

要配慮者等の輸送協
力 

H30.03.20 
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１ 災害応急対策の協力に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、南相馬市内において災害が発生し、又は発生のお

それがある場合において、南相馬市（以下「市」という。）が南相馬市原町建設業組合（以下「組合」と

いう。）に対し、応急対策の実施について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は、地震、津波、大雨その他自然現象及び大規模な事故等によるもの

で、市が協力を要請する必要があると認める場合の災害とする。 

（協力業務の内容） 

第３条 この協定に基づく、協力業務の内容は次のとおりとする。 

(1）被災情報の収集及び連絡 

(2）障害物除去用等の重機 ・資機材等の調達 

(3）応急復旧工事の実施 

（統制） 

第４条 組合は、前条の規定により協力業務を行う場合は、市の統制に従うものとする。 

（協力費用の負担） 

第５条 災害発生時において、第３ 条第２号及び第３号に掲げる協力業務の実施に要した費用は、市が負

担することとする。ただし、市の統制によらないものは、この限りではない。 

２ 費用の額は、災害発生直前の適正な価格を基準とし、協力業務が完了した後、市と組合が協議のうえ

決定する。 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、市と組合が協議し

て定めるものとする。 

（適用） 

第７条 この協定は、平成２１年３月１９日から適用する。 

 

平成２１年３月１９日 

 

南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 渡辺 一成 

南相馬市原町区錦町一丁目３３番地 

南相馬市原町建設業組合  

組合長   関場 啓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、昭和６２年１２月２２日 
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２ 災害時の施術救護活動についての協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と、公益社団法人福島県柔道整復師会（以下「乙」という。）は次のと

おり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（接骨施術救護班の派遣） 

第２条 甲は南相馬市地域防災計画に基づき、施術救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、

施術救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づ

き、施術救護班を編成し 、現地の教議所等に派遣するものとする。 

（災害施術救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによ る施術救護活動を実施するため、災害施術救護計画を策定し、これを甲に

提出するものとする。 

２ 前条に定める施術救護班の構成人員は、原則として次のとおりとする。 

（１）柔道整復師   １名 

（２）その他補助員  １名 

（施術救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の施術救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において、施術救護活動を実施するもの

とする。 

（施術救護班の業務） 

第５条 施術救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）施術を要する負傷者に対する応急処置 

（２）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（３）避難所内における軽易な患者に対する施術 

（指揮指令） 

第６条 施術救護班にかかる指揮命令及び施術救護活動の連絡調整は、甲乙協議の上、甲が指定する者が

行うものとする。 

（施術救護班の輸送） 

第７条 乙所属の施術救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（施術用品等の調達・輸送） 

第８条 乙所属の施術救護班は、原則として、甲が調達する施術用品等を使用するものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 調達施術用品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（療養費） 

第９条 救護所における療養費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第 10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に積極的に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、負傷者が発生した場合の施術救護を併せ担当するものとする。 

（経費の負担等） 

第 11条 甲の要請に基づき、乙が施術救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するもの

とする。 

（１）施術救護班が携行した施術用品等を使用した場合の実費弁償 

（２）施術救護班の医師等が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合 

（３）第 10 条の規定による医療救護活動における前 （１）、（２）に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については次のとおりとする。 

（１）災害発生直前の適正な価格 

（２）市町村消防団員等公務災害補償条例の規定による 

（３）防火防災訓練災害補償等共済制度の規定による 

（協定の有効期間） 
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第 12 条 この協定については、協定締結の日から有効とし、甲乙協議の上特別の定めをする場合を除き、

その効力を継続する。 

（協議） 

第 13条 前各案に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成２９年８月２３日 

 

甲 南相馬市 

市長  桜井 勝延 

乙 公益社団法人福島県柔道整復師会 

会長  遠藤 寿之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、平成１３年４月９日 
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３ 災害時の医療救護活動についての協定書 

 

原町市（以下「甲」という。）と、原町市医師会（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、原町市地域防災許画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は原町市地域防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医

療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づ

き、医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に

提出するものとする。 

２ 前条に定める医療救護班の構成人員は、おおむね次のとおりとする。 

(１) 医師                １名 

(２) 看護婦              １名 

(３) その他補助事務      ２名 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において、医療救護活動を実施するもの

とする。 

（医療救護班の業務） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(１) 医療を要する傷病者に対する応急処置 

(２) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(３) 避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する治療・衛生指導 

(４) 検視、検察に際しての協力 

（指揮指令） 

第６条 医療救護班にかかる指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医療品等の調達・輸送） 

第８条 乙所属の医療救護班は、原則として、甲が調達する医薬品等を使用するものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 調達医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第 10条 乙は、甲から要請が合った場合は、甲が実施する合同訓練に積極的に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

（経費の負担等） 

第 11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するもの

とする。 

(１) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

(２) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合 

(３) 第１０条の規定による医療救護活動における前(１)、(２)に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については次のとおりとする。 

(１) 災害発生直前の適正な価格 

(２) 市町村消防団員等公務災害補償条例の規定による 

(３) 防火防災訓練災害補償等共済制度の規定による 

（協定の有効期間） 
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第 12条 この協定は、締結の日から有効とする。 

（協議） 

第 13条 前各案に定めのない事項については甲乙協議の上、決定するものとする。 

２ 甲および乙は、必要に応じ協定の内容について協議又は確認を行うものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成１４年１月１６日 

甲 原町市 

市長 鈴木 寛林 

乙 原町市医師会 

会長 猪又 義光 
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４ 相馬地方市町村消防団相互応援協定書 

 

（協定の根拠） 

第１条 消防組織法第２１条第２項の規定に基づく相馬地方市町村（以下「協定関係市町村」という。）の

消防団相互応援は、本協定の定めるところによる。 

（協定の目的） 

第２条 本協定は、火災時または非常時に際して 、協定関係市町村の消防力を活用して、災害地における

人的及び物的被害を最少限度に防止し、治安維持の安全を期することを目的とする。 

（災害防ぎょの応援） 

第３条 水、火災、その他非常事態発生等（以下「水、火災等」とい。）の防ぎょのための応援は、次の方

法により相互に応援隊を派遣することによって行うものとする。 

(１) 応援の要請があったとき。 

(２) 消防機関が何等かの方法により、水、火災等の発生を覚知し、防ぎょ応援の必要ありと認めたと

き。 

２ 応援側の市町村長又は消防団長は、受援側の要請及びその他の状況に応じて応援隊を編成する。 

（応援隊の指揮） 

第４条 応援隊は受援地の最高指揮者の指揮に従うものとする。 

２ 指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。 

（報告） 

第５条 応援隊の長は、現場到着及び引き揚げ時ならびに消防行動の状況を受援地の最高指揮者に報告す

るものとする。 

（費用負担） 

第６条 応援に要した費用は、次の方法によりそれぞれ負担するものとする。 

(１) 応援に際し、発生した事故等により隊員の身体、機械器具又は第三者に与えた身体、建物、施設

等の補償については、応援側の負担とする。ただし受援側の指揮下において発生した第三者に与

えた損害補償については、受援側の負担とする 

（２）応援隊の出動に対する手当及び被服並びに機械器具等の損料は、応援側の負担とする。 

（３）応援隊に対する食料、機械燃料等の出動後の補給分については、受援側の負担とする。 

（協議） 

第７条 本協定に規定した以外の事項については、その都度協定関係市町村が協議のうえ決定する。 

（協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし期間満了の日の３ヶ月前までに

４自治体から何ら申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協定書） 

第９条 協定書は正本４通を作成し、協定関係市町村が各１通ずつ保管する。 

 

平成１８年６月２３日 

相馬市長 立谷 秀清 

南相馬市長 渡辺一成 

新地町長 加藤憲郎 

飯館村長 菅野典雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、昭和５３年９月１日 
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５ 地震等災害時の応急給水及び復旧工事に関する協定 

 

南相馬市水道事業管理者（以下「甲」という。）と南相馬市管工事協同組合理事長（以下「乙」という。）

とは、災害時における応急給水業務及び応急復旧業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、その他の大規模災害（以下「地震等災害」という。）により、水道施

設に被害が発生し給水が不可能になったとき、甲乙協力して、市民への飲料水の供給を迅速に実施する

ために必要な手続きを定 めるものとする。 

（協カ要請） 

第２条 甲は、市内に地震等災害が発生し、特に乙の出動を必要とする場合は、乙に対し応急給水等の協

力要請をすることができる。 

（協定業務） 

第３条 地震等災害時に、甲の依頼により実施する乙の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1）応急給水に関すること。 

(2）水道施設の復旧工事に関すること。 

(3）その他甲から依頼のあった業務に関すること。 

（要請手続き） 

第４条 応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で要請するものとする。ただし、正式の文書をもって

要請する暇がないときは口頭、電話等により行い文書を省略することができるものとし、後日速やかに

正式の文書を送付するものとする。 

(1）地震等災害の状況 

(2）希望する職種別人員及び派遣期間等 

(3）希望する機材の品名、規格及び数量 

(4）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援体制） 

第５条 乙は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応急給水等を行うための体制を確

立のうえ必要な人員、機材等を出動させ、甲の指示に従い応急措置に協力するものとする。 

（相互協力） 

第６条 甲及び乙は、地震等災害の状況により、協議して応急給水担当と復旧工事担当にわかれ従事する

ものとする。 

（相互連絡） 

第７条 乙は、作業班ごとに責任者を決定し、甲と電話等により相互に連絡をとるものとする。 

（応急給水） 

第８条 甲は乙と協力し、給水車、給水タンク及び給水パック等による応急給水の業務を遂行するものと

する。 

（復旧工事） 

第９条 乙は、甲の指示により水道施設の復旧工事に従事するものとする。 

２ 復旧工事に要する資材は、甲から支給された資材又は乙が所持する資材を甲の承認を得て使用するも

のとする。 

３ 建設機材、器具等は乙が所持しているものを使用するものとする。 

（作業日誌） 

第 10条 乙は、応急給水及び復旧工事に従事したときは、作業日誌（第１号様式）及び工事写真を甲に提

出するものとする。 

（水質の保全） 

第 11条 乙は、応急給水及び復旧工事の際には、水質の保全に万全を期するものとする。 

（費用負担） 

第 12条 この協定に基づく協力のために要する費用については、甲が負担するものとし、費用額は甲乙協

議のうえ定める。 

（補償） 

第 13条 第３条に定める業務中に乙が受けた乙の責によらない人的、物的損害については、甲が補償する

ものとする。 
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（有効期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３ヶ月前までに甲、

乙双方とも解除の申し出を行わない場合は、引き続き１年間効力を有するものとし、以後においても同

様とする。 

（協議） 

第 15条 この協定に定めのない事項及びこの協定について必要な細 目事項に ついては、甲乙両者が協議

して定めるものとする。 

 

この協定を証するため本書２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成１８年８月２日 

 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市水道事業管理者 

南相馬市長 渡辺 一成 

乙 南相馬市原町区二丁目９９番地の６ 

南相馬市管工事協同組合 

理事長 大槻 一美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、昭和５８年１１月１日 
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６ 災害時における生活必需物資等の供給協力に関する協定書 

 

地震等大型災害の発生に際し生活必需物資等の確保を図るため、南相馬市（以下「甲」という。）と原町

商店連合会（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定する。 

（総則） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、災害等が発生した場合において、甲乙間で行われ

る生活必需物資等の供給等に関し、迅速かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めるもの

とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に生活需要物資の確保を図る必要が生じたときは、

乙加盟商店の保有する物資等の調達を要請するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、加盟店が保有する物資を優先的に供給するものとする。 

（物資の種類） 

第４条 緊急に調達する物資は次のとおりとし、乙の取り扱っているものの内から甲が必要と認めたもの。 

  （１）医薬品 

  （２）電化製品 

  （３）食料品関係 

  （４）衣類・一般生活用品 

  （５）その他物品 

（調達要請の方法） 

第５条 甲が前条に掲げる物資の供給を受けようとするときは、文書により乙に要請するものとする。た

だし緊急を要するときは、口頭で要請し、事後文書を提出するものとする。 

（物資の価格） 

第６条 物資の価格は、災害発生直前の適正な価格とする。 

（物資の引き取り） 

第７条 物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上定めるものとし、当該場所において甲の指定する者が調達

物資を確認の上これを引き取るものとする。なお甲は必要に応じて乙に対し運搬の協力を求めることが

できるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし期間満了の３ヶ月前までに甲、

乙双方とも何ら申し出がないときは、さらに１年間延長するものとし、以後この例による。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成１８年８月２日 

 

              甲  南相馬市長 渡辺 一成 

              乙  原町商店連合会 会長 鈴木 清重 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、平成１３年７月３１日 
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７ 災害非常無線通信の協力に関する協定 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と南相馬アマチュア無線クラブ（以下「乙」という。）は、災害非常無

線通信の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、電波法（昭和２５年法律第１３１号）第５２条第４号に定める災害（以下「災害」

という。）が発生し、又は発生する恐れがある場合の非常通信について、甲が乙に協力を求める場合及び

乙が甲の要請に基づき協力する場合の手続き等を定めるものとする。 

（協力の要請及び受託） 

第２条 甲は、南相馬市内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、災害情報の収集及び伝達につ

いて、乙に協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項により要請を受けた場合、電波法および電波法令の範囲内において情報の収集および伝達

に協力するものとする。 

ただし、身近に危険が及ぶ恐れがあるときは、この限りでない。 

（通信統制） 

第３条 無線局が第２条第２項の規定により通信業務を行う場合は、甲が指定する無線局の統制に従うも

のとする。 

（補 償） 

第４条 第２条第２項の規定により通信業務中に乙が受けた人的、物的被害のうち、乙の責によらない損

害については甲が補償するものとする。 

（報 告） 

第５条 乙は、協力できる無線局の状況について、毎年３月末日まで別に定める様式により甲に提出する

ものとする。 

（協 議） 

第６条 この協定の実施に関して必要が生じた場合は、甲及び乙が協議して定める。 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日から有効とし、甲乙協議の上特別の定めをする場合を除き、その効力

を維持するものとする。 

 

甲及び乙は、本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成１８年８月２４日 

            甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

                 南相馬市長 渡辺 一成 

            乙 南相馬市原町区下北高平字古舘１４番地 

                浜名方 日本アマチュア無線連盟 

                 南相馬アマチュア無線クラブ 

                  会 長   北内 貞信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、昭和５８年７月４日 
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８ 災害時の歯科医療救護活動についての協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と南相馬市歯科医師会（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を締

結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条 甲は南相馬市地域防災計画に基づき、歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対

し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づ

き、歯科医療救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを

甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、原則として次のとおりとする。 

 （１）歯科医師     １名 

 （２）歯科衛生士    １名 

 （３）その他補助員   １名 

（歯科医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の歯科医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において、歯科医療救護活動を実施

するものとする。 

（歯科医療救護班の業務） 

第５条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

 （１）歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

 （２）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

 （３）避難所内における軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導 

 （４）検視、検案に際しての法歯学上の協力 

（指揮指令） 

第６条 歯科医療救護班にかかる指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲乙協議の上、甲が指定する

者が行うものとする。 

（歯科医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医療品等の調達・輸送） 

第８条 乙所属の医療救護班は、原則として、甲が調達する医薬品等を使用するものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 調達医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第 10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に積極的に参加するとともに、当該訓

練の一般参加者中、傷病者が発生した場合の歯科医療救護を併せて担当するものとする。 

（経費の負担等） 

第 11条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する

ものとする。 

 （１）歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

 （２）歯科医療救護班の医師等が歯科医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合 

 （３）第１０条の規定による歯科医療救護活動における前（１）、（２）に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については次のとおりとする。 

 （１）災害発生直前の適正な価格 

 （２）市町村消防団員等公務災害補償条例の規定による。 
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 （３）防火防災訓練災害補償等共済制度の規定による。 

（協定の有効期間） 

第 12条 この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除き、その効力を

維持するものとする。 

（協 議） 

第 13条 前各案に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、その１通を保有する。 

 

  平成１８年９月６日 

甲 南相馬市 

市長  渡辺 一成 

乙 南相馬市歯科医師会 

会長  松本 断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、平成１３年４月９日 
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９ 災害発生時における南相馬市と南相馬市内郵便局の協力に関する協定 

 

南相馬市(以下「甲」という。)と南相馬市内郵便局(以下「乙」という。南相馬市内郵便局は別紙１のと

おり)は、南相馬市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応

を円滑に遂行するために次のとおり協定する。 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２条第１号に定

める被害をいう。 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、南相馬市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を

要請することができる。 

（１）甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の

情報の相互提供 

（２）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

（３）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付  

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（４）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

（５）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれ

らを確実に行うための必要な事項（注） 

（６）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

（７）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

（注）避難者情報確認シート（避難先届）（別紙２、３のとおり）又は転居届の配布・回収を含む。 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲

内において協力するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の

定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

（災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

２ 乙は、防災に関する相互の連絡調整のため、甲の行う防災訓練の参加に努めるものとする。 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。 

（連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

甲 南相馬市防災担当部長 

乙 日本郵便株式会社 原町郵便局 総務部長 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、２０１５年１１月２０日から２０１６年３月３１日までとする。ただし、

甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力

を有するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が署名及び押印の上、各自１通を保有する。 
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  ２０１５年１１月２０日 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長  桜井 勝延 

乙 南相馬市原町区三島町１丁目３４番地 

日本郵便株式会社 南相馬市内郵便局 

代表 原町郵便局長  小南 信治雄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、平成１８年１０月１１日 
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10 災害復旧の協力に関する協定 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と南相馬市小高建設業組合（以下「乙」という。）は、災害時における

応急復旧の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６２条第２項に定める災害時の応

急措置のため、甲が乙に協力を求める場合の手続等を定めるものとする。 

（協力の要請及び受託） 

第２条 甲は、南相馬市内に災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、応急措置について、

乙に協力要請することができる。 

２ 乙は、前項により要請を受けた場合、災害対策基本法及び南相馬市地域防災計画並びに南相馬市水防

計画の定めるところにより協力するものとする。 

（統制） 

第３条 乙は、前条第２項の規定により応急措置を行う場合は、甲の統制に従うものとする。 

（補償） 

第４条 第２条第２項の規定による応急措置中に受けた乙の損害は甲が補償するものとする。ただし、甲

の統制によらないものはこの限りでない。 

（協議） 

第５条 この協定の実施に関し、必要が生じた場合は、甲及び乙が協議して定める。 

第６条 この協定は、平成２０年９月１日から発効する。 

 

甲及び乙は、本協定書２通を作成し、それぞれ記名捺印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成３０年４月２日 

 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 門馬 和夫 

乙 南相馬市小高区小屋木障子口５３-１ 

南相馬市小高建設業組合 

組合長 佐藤 篤司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初締結は、平成２０年９月１日 
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11 災害応急対策の協力に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、南相馬市内において災害が発生し、又は発生のお

それがある場合において、南相馬市（以下「市」という。）が南相馬市鹿島建設業組合（以下「組合」と

いう。）に対し、応急対策の実施について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は、地震、津波、大雨その他自然現象及び大規模な事故等によるもの

で、市が協力を要請する必要があると 認める場合の災害とする。 

（協力業務の内容） 

第３条 この協定に基づく、協力業務の内容は次のとおりとする。 

(１) 被災情報の収集及び連絡 

(２) 障害物除去用等の重機・資機材等の調達 

(３) 応急復旧工事の実施 

（統制） 

第４条 組合は、前条の規定により協力業務を行う場合は、市の統制に従うものとする。 

（協力費用の負担） 

第５条 災害発生時において、第３条第２号及び第３号に掲げる協力業務の実施に要した費用は、市が負

担することとする。ただし、市の統制によらないものは、この限りではない。 

２ 費用の額は、災害発生直前の適正な価格を基準とし、協力業務が完了した後、市と組合が協議のうえ

決定する。 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、市と組合が協議し

て定めるものとする。 

（適用） 

第７条 この協定は、平成２０年９月１日から適用する。 

 

平成２０年９月１日 

南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 渡辺 一成 

南相馬市小高区飯崎字原 37の２ 

南相馬市鹿島建設業組合 

組合長 竹林 源綱 
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12 災害時における生活物資等の供給協力に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、南相馬市内において災害が発生し、又は発生のお

それがある場合において、南相馬市（以下「市」という。）が株式会社キクチ（以下「キクチ」という。）

に対し、生活物資等の供給協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。 

（物資供給の協力要請） 

第２条 災害時において、市が物資を必要とするとき、市はキクチに対し物資の供給協力を要請すること

ができる。 

２ キクチは、前項の要請を受けたときは、物資を優先的に供給、運搬するものとする。 

（物資の種類） 

第３条 この協定に基づく物資の種類は、次のとおりとする。 

(１) 食料品 

(２) 炊事用具 

(３) 食器類 

(４) 日用雑貨 

（協力要請の手続き） 

第４条 市が物資の供給を受けようとするときは、文書によりキクチに要請する。ただし、緊急を要する

ときは、口頭で要請し、事後文書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 キクチが提供した物資の対価及び運搬の費用は、市が負担する。 

２ 費用の額は、災害発生直前の適正な価格を基準とし、物資を市が受け取った後、市とキクチが協議の

うえ決定する。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、その都度、市とキクチが協議し

て定める。 

（適用） 

第７条 この協定は、平成２０年９月９日から適用する。 

 

平成２０年９月９日 

南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 渡辺 一成 

相馬市中村字宇多川１７番地 

株式会社 キクチ 

代表取締役社長 菊池 逸夫 
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13 地域緊急災害時の支援協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、南相馬市内において災害が発生し、又は発生のお

それがある場合において、南相馬市（以下「市」という。）が関場建設株式会社協力会マルセ清和会に対

し、応急対策の実施について支援協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる災害） 

第２条 この協定の対象となる災害は、地震、津波、大雨その他自然現象及び大規模な災害や事故が発生

した場合によるもので、市が支援協力を要請する必要があると認める場合の災害とする。 

（支援協力業務の内容） 

第３条 この協定に基づく、支援協力業務の内容は次のとおりとする。 

(１) 被災情報の収集及び連絡 

(２) 緊急人道的支援協力 

(３) 障害物除去用等の重機・資機材等の調達 

(４) 応急復旧工事の実施 

（統制） 

第４条 関場建設株式会社協力会マルセ清和会は、前条の規定により支援協力業務を行う場合は、市の統

制に従うものとする。 

（協力費用の負担） 

第５条 災害発生時において、第３条第３号及び第４号に掲げる支援協力業務の実施に要した費用は、市

が負担することとする。ただし、市の統制によらないものは、この限りではない。 

２ 費用の額は、災害発生直前の適正な価格を基準とし、支援協力業務が完了した後、市と関場建設株式

会社協力会マルセ清和会が協議のうえ決定する。 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、市と関場建設株式

会社協力会マルセ清和会が協議して定める。 

（適用） 

第７条 この協定は、平成２１年６月１日から適用する。 

 

平成２１年５月２９日 

南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 渡辺 一成 

南相馬市原町区錦町一丁目１番地 

関場建設株式会社協力会 

マルセ清和会会長 寺島 岩男 
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14 災害時における電力復旧のための拠点に関する協定 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と東北電力株式会社相双営業所（以下「乙」という。）は、甲の所有す

る施設又は敷地の利用に関して次のとおり協定を締結する。 

 

（協定書の目的） 

第１条 本協定は、福島県および宮城県において大規模な災害が発生した場合に、甲の所有する施設又は

敷地を緊急的に乙が利用できること、及び利用する際の手続きが円滑に行われることを目的とする。 

（対象施設） 

第２条 甲が所有し本協定で取扱いを定める施設又は敷地は、別表に掲げる施設又は敷地（以下「この施

設等」という。）とする。 

（適用条件） 

第３条 本協定は、大地震等により電力設備に大規模な被害が発生し、甲に対して乙からこの施設等の利

用申出があり、甲が利用を承諾した場合に適用する。また、甲は、利用申出を受けた場合に格別の事情

がない限りこれを承諾するものとする。 

（用途指定） 

第４条 乙は、この施設等を大規模災害発生時における復旧応援隊の集合・待機場所・復旧資材の拠点基

地及び宿泊場所等災害復旧全般の用に供するものとし、使用目的以外に使用しないこととする。 

（料金その他の費用負担） 

第５条 乙は、この施設等の利用に関連して生ずる水道、電気等の諸設備の使用料の実費相当額を負担し、

甲に対して支払うものとし、その金額については、乙の申告に基づき甲乙双方が誠意をもって協議し決

定するものとする。 

２ 乙がこの施設等を利用した後、敷地の整備が必要となった場合は、乙の責任において、現状復帰を基

本として実施するものとする。 

（損害賠償） 

第６条 乙がこの施設等を利用中に甲の施設を破損した場合は、乙がその損害を賠償するものとする。た

だし、天災等乙の責によらない場合は、乙の損害賠償義務は免責される。 

（利用の終了） 

第７条 乙は、第４条に定める用途での利用が終了したときには、甲に連絡するものとする。 

（本協定書の有効期間） 

第８条 本協定は、締結の日から効力を生じ、その有効期間は１年間とする。ただし、本期間満了の１ヶ

月前までに、甲乙いずれからも異議の 申出が無い場合は、本契約はさらに１年間有効とし、その後もこ

の例によるものとする。 

２ 甲、乙いずれかの事情により本協定内容の見直し又は解消が必要となった場合は、相手方に申入れを

行い適宜協議するものとする。 

（協議） 

第９条 本協定書について疑義を生じたとき、並びにこの協定に定めのない事項については、甲乙誠意を

もって協議のうえ解決するものとする。 

 

この本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保管する。 

 

平成２１年６月１日 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 渡辺 一成 

乙 福島県南相馬市原町区三島町二丁目４１番地 

東北電力株式会社相双営業所 

所長 江波 恒夫 
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15 災害時における生活物資等の供給協力に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、南相馬市内において災害が発生し、又は発生のお

それがある場合において、南相馬市（以下「市」という。）がイオンスーパーセンター株式会社イオンス

ーパーセンター南相馬店（以下「イオン」という。）に対し、生活物資等の供給協力を要請するために必

要な事項を定めるものとする。 

（物資供給の協力要請） 

第２条 災害時において、市が物資を必要とするとき、市はイオンに対し物資の供給協力を要請すること

ができる。 

２ イオンは、前項の要請を受けたときは、物資を優先的に供給、運搬するものとする。 

（物資の種類） 

第３条 この協定に基づく物資の種類は、次のとおりとする。 

 （１）食料品 

 （２）炊事用具 

 （３）食器類 

 （４）日用雑貨 

（協力要請の手続き） 

第４条 市が物資の供給を受けようとするときは、文書によりイオンに要請する。ただし、緊急を要する

ときは、口頭で要請し、事後文書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 イオンが提供した物資の対価及び運搬の費用は、市が負担する。 

２ 費用の額は、災害発生直前の適正な価格を基準とし、物資を市が受け取った後、市とイオンが協議の

うえ決定する。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、その都度、市とイオンが協議し

て定める。 

（適用） 

第７条 この協定は、平成２１年１０月９日から適用する。 

 

平成２１年１０月９日 

 

福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 渡辺 一成 

岩手県盛岡市菜園一丁目１１番地の５ 

イオンスーパーセンター株式会社 

代表取締役社長 奥野 善徳 
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16 災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と社団法人 福島県エルピーガス協会相双支部（以下「乙」という。）

は、災害時における生活必需物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時 （地震、風水害、その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合

をいう。）に甲と乙が協力して市民生活の安定を図るため、生活必需物資の供給協力等に関する事項につ

いて定めたものとする。 

（生活必需物資供給の協力要諦） 

第２条 災害時において甲が生活必需物資を必要とするときは、乙に対し乙の保有部品の供給について協

力を要請することができる。 

（生活必需物資供給の協力実施） 

第３条 乙は前条の規定により甲から要請を受けた時は、保有部品の優先供給及び運搬に対する協力等に

積極的に努めるものとする。 

（生活必需物資の種類） 

第４条 供給を受ける生活必需物資は次のものとする。 

１ LPガスの供給 

２ LPガス消費機器類 

（生活必需物資供給の要請方法） 

第５条 甲の乙に対する生活必需物資の要請は文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するとき

は口頭をもって要請し、事後文書を提出するものとする。 

（生活必需物資の運搬） 

第６条 生活必需物資の運搬は、甲が指定する場所に乙が運搬するものとし、甲は当該運搬場所で物資を

確認の上、受領するものとする。 

（費用） 

第７条 乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬の費用については、甲が負担するものとし、価格は

災害発生時直前の市場価格とする。 

（連絡担当部署） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ協定に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したとき、または発生の

おそれがある場合に速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。 

（協議） 

第９条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために、定期的に協議を行うものとする。 

（その他） 

第 10条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、その都度甲乙が協議するものと

する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２１年１０月１６日 

 

甲 南相馬市原町区本町二丁目 27番地 

南相馬市長  渡辺 一成 

乙 南相馬市原町区橋本町一丁目 35番地 

社団法人福島県エルピーガス協会相双支部 

支部長    松本 忠之 
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17 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と、株式会社カインズ（以下「乙」という。）とは、災害時における生

活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協カして市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力

に関する事項について定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請す

ることができる。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能

な物資とする。 

(１) 日用品等の生活必需品 

(２) 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの 

（要請手続き） 

第４条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。但し、緊急を要す

るときは電話またはその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。 

２ 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。 

（協力実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に

積極的に努めるものとする。 

２ 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」

により甲に報告するものとする。 

（生活物資の運搬） 

第６条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙または乙の指定す

る者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。 

２ 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するも

のとする。 

（費用負担） 

第７条 甲は、乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やか

に決定する。 

（費用の支払い） 

第８条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払 うものとす る。 

（情報交換） 

第９条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」

により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 

（協議） 

第 10条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通

知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各１通を保有す

るものとする。 

 

平成２４年２月２９日 
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甲 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

福島県南相馬市長  桜井 勝延 

乙 群馬県高崎市高関町３８０ 

（株）カインズ 

代表取締役社長  土屋 裕雅 

 



資料-70 

18 災害時の情報交換に関する協定 

 

国土交通省東北地方整備局長（以下「甲」という。）と、南相馬市長（以下「乙」という。）とは、災害

時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする

各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。 

（情報交換の開始時期） 

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

一 南相馬市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき 

二 南相馬市災害対策本部が設置されたとき 

三 その他甲及び乙が必要と認めたとき 

（情報交換の内容） 

第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとお りとする。 

一 一般被害状況に関すること 

二 公共土木施設（道路、河川、ダム、砂防、都市施設等）被害状況に関すること 

三 その他必要な事項 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲

から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。なお、甲及び

乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の受入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所を確保

するものとする。 

（平素の協力） 

第６条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力

するものとする。 

（協議） 

第７条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、申及び乙が協議

のうえ、これを定めるものとする。 

 

本協定は２通作成し、甲及び乙が各１通を保有する。 

 

平成２６年３月７日 

甲 仙台市青葉区二日町９番 15号 

国土交通省 東北地方整備局長 小池  剛 

乙 福島県南相馬市原町区本町二丁目 27番地 

南相馬市長 桜井 勝延 
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19 災害時における支援物資の物流に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と公益社団法人福島県トラック協会相双支部（以下「乙」という。）と

災害時等における物資等の受け入れ、管理、仕分け及び輸送に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、原子力災害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれがある

場合、又は他の市町村の区域において災害が発生し応援を行う場合等（以下「災害時等」という。）にお

いて、甲及び乙の相互協力により、食糧、生活必需物資、医薬品、防災資機材その他の緊急輸送を要す

る物資（以下「物資」という。）の物流を迅速かつ確実に実施するために、必要な事項を定めるものとす

る。 

（業務） 

第２条 甲は、乙に対し、災害時等において次の業務の実施を要請するものとし、乙は、甲から要請を受

けたときは、特別の事情がない限り通常業務に優先して最大限の協力を行うものとする。 

（1）甲が開設する物資の受入れ等に係る物流拠点施設（以下「拠点施設」という。）における物資の受

入れ、管理及び仕分け 

（2）乙が市内に所有する倉庫（以下「倉庫」という。）の使用 

（3）拠点施設及び倉庫における在庫状況の把握及び甲への報告 

（4）支援物資の避難所等への輸送 

（業務の要請） 

第３条 甲は、災害時等において必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書面により、乙

に対し要請するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は電話等により要請し、事後すみやかに書

面を提出するものとする。 

（1）物資の輸送を必要とする理由及び期間 

（2）物資の種類、数量及び輸送先 

（3）倉庫を使用する理由及び期間 

（業務の報告） 

第４条 乙は、前条の業務を実施したときは、次に掲げる事項を文書により甲に報告するものとする。 

（1）従事した車両の種類、台数及び作業員の数 

（2）従事した日時、走行距離及び輸送先 

（3）輸送した支援物資の種類、数量等 

（4）倉庫の使用期間 

（5）その他、物資等の受入れ、仕分け等に必要な資機材の使用状況 

（費用の負担） 

第５条 第３条の業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 費用の算出に当たっては、貨物自動車運送事業法の規定により国土交通大臣に届出した額など災害発

生時の直前における価格を基準として、甲乙協議の上定めるものとする。 

（費用の請求） 

第６条 乙は、前条の費用を請求するときは、別に定める請求書に費用の明細書を添えて甲に提出するも

のとする。 

２ 前条の請求の時期については、甲乙協議の上定めるものとする。 

（事故等の報告） 

第７条 乙は、この協定に基づく業務を遂行にするために使用した事業用自動車が故障その他の理由によ

り運行を中断したときは、すみやかに当該自動車を交換して運行を継続しなければならない。 

２ 乙は、この協定に基づく業務の遂行に際し事故が発生したときは、甲に対しすみやかにその状況を報

告するものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は、この協定に基づく業務の遂行に際し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠

償するものとする。 

（防災訓練への参加） 

第９条 乙は、甲が実施する防災訓練に参加し、災害時等における対応に万全を期すよう努めるものとす

る。 
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（連絡責任者） 

第 10条 甲と乙は、あらかじめ連絡担当者を定めておくものとする。 

（実施細目） 

第 11条 この協定の実施に関し必要な細目は、別途定めるものとする。 

（協議） 

第 12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上定めるもの

とする。 

（有効期間） 

第 13条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が書面をもって協定の終了を通

知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙双方が署名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 平成２６年３月１４日 

 

甲   南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 桜井 勝延 

乙   相馬市赤木字松ヶ沢１４４番地の７ 

公益社団法人福島県トラック協会 

相双支部 

支部長 鎌田 武雄 
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20 災害時における物資供給に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と NPO 法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、災害時

における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、原子力災害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するため

に必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要

請を行ったときをもって発動する。 

（供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給

を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。 

(1)別表に掲げる物資 

(2)その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものと

する。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交

付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報

告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うもの

とする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものと

する。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとす

る。 

（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するも

のとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決

定する。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

（情報交換） 

第 10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備

えるものとする。 

（協議） 

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとす

る。 

（有効期間） 

第 12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通

知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
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平成２６年３月１４日 

 

甲   福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市長 桜井 勝延 

乙   新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 

NPO法人 コメリ災害対策センター 

理事長  捧 賢一 
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21 災害時における生活物資等の供給協力に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市地域防災計画に基づき、南相馬市内において災害が発生し、又は発生のお

それがある場合において、南相馬市（以下「甲」という。）が株式会社ヨークベニマル（以下「乙」とい

う。）に対し、生活物資等の供給協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。 

（物資供給の協力要請） 

第２条 災害時において、甲が物資を必要とするとき、甲は乙に対し物資の供給協力を要請することがで

きる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、物資を優先的に供給、運搬するものとする。 

（物資の種類） 

第３条 この協定に基づく物資の種類は、次のとおりとする。 

  （１）食料品 

  （２）炊事用具 

  （３）食器類 

  （４）日用雑貨 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲が物資の供給を受けようとするときは、文書により乙に要請する。ただし、緊急を要するとき

は、口頭で要請し、事後文書を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第５条 乙が提供した物資の対価及び運搬の費用は、甲が負担する。 

２ 費用の額は、災害発生直前の適正な価格を基準とし、物資を甲が受け取った後、甲と乙が協議のうえ

決定する。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、その都度、甲と乙が協議して定

める。 

（適用） 

第７条 この協定は、平成２９年１２月５日から適用する。 

 

平成２９年１２月５日 

 

甲 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

                     南相馬市長 桜井 勝延 

乙 福島県郡山市朝日二丁目１８番２号 

                     株式会社ヨークベニマル 

                     代表取締役社長 真船 幸夫 
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22 大規模災害時における労働・社会保険等の相談に関する協定書 

 

南相馬市（以下、「甲」という。）と福島県社会保険労務士会（以下、「乙」という。）は、地震、風水害、

原子力災害及びその他の大規模な災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）における労働や社

会保険等の相談に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、南相馬市内での大規模災害時において、甲が乙に協力を求めるにあたって必要な事

項を定めるものとする。 

（相談・支援の内容） 

第２条 乙は、その専門的知識を活かし、大規模災害時に被災者の生活基盤を確保し生活の安定を図るた

め、以下の相談や支援（以下、「相談支援」という。）を行う。 

（１）労働関係の相談支援 

雇用保険の手続の仕方、離職票の書き方 

労災保険における給付の手続き相談 など 

（２）健康保険及び年金関係の相談支援 

健康保険証の再発行などの健康保険に関する相談 

遺族年金、障害年金の手続の仕方 

年金手帳の再発行や年金の各種変更手続の仕方 など 

（相談支援の依頼） 

第３条 大規模災害時、甲が支援等の必要があると判断した時は、乙に対し次の事項について文書等によ

り依頼するものとし、乙は社会保険労務士（以下、「社労士」という。）を相談員として派遣するものと

する。なお、緊急の場合は、甲は電話等で依頼することができるものとし、後日速やかに依頼文書を送

付するものとする。 

（１）支援等の場所及び当該場所への経路 

（２）必要とする支援の内容 

（３）必要とする人数及び期間 

（４）前各号に掲げるもののほか、必要とする事項 

（支援等の実施体制) 

第４条 乙は、あらかじめこの協定に基づく支援等を行うための連絡系統等の実施体制を整備し、甲へ通

知するものとする。 

２ 乙は、実施体制に変更が生じた場合は、速やかに甲に通知するものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、第２条に規定する相談支援が終了したときは、相談支援活動の概要（以下の内容）につい

て甲に報告するものとする。 

（１）相談支援を実施した場所、期間 

（２）相談支援活動に従事した人員（名簿） 

（３）相談者数及び相談内容別の件数 

（４）その他必要な事項 

（経費の負担) 

第６条 支援等の実施にかかる経費は、原則として無料とするものとする。 

（損害の負担) 

第７条 支援等により生じた損害は、乙が負うものとする。 

（災害補償) 

第８条 支援等に従事した社労士が、支援等の場所の経路の途中及び支援等従事中に負傷、罹患、又は死

亡した時の補償は、当該社労士の責任において行うものとする。 

２ 乙は、支援等の実施にあたり、乙の会員の災害補償及び第三者に対する損害補償に対応したボランテ

ィア保険に加入するよう努めるものとする。 

（協議) 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた時は、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

（連絡窓口） 

第 10条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては南相馬市復興企画部危機管理課、乙においては福島
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県社会保険労務士会とする。 

（適用) 

第 11条 この協定は、平成３０年２月２１日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成３０年２月２１日 

甲 南相馬市 

市長  門馬 和夫 

乙 福島県社会保険労務士会 

会長  宍戸 宏行 
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23(1) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と株式会社三和商会（以下「乙」という。）は、災害時における高齢者、

障がい者、乳幼児等の要配慮者及び甲が輸送の必要があると判断した者（以下「要配慮者等」という。）の

輸送協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、南相馬市内において災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が相互に協力し、要配慮者等を

迅速に輸送するために必要な事項を定めるものとする。 

（要請の方法） 

第２条 甲は、災害時等において要配慮者等の輸送協力が必要になった場合は、輸送協力要請書（様式第

１号）をもって乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等で要請す

ることができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合、乙の業務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに、協

力を実施するものとする。 

２ 乙は、輸送協力が終了した場合、輸送協力完了報告書（様式第２号）を提出ものとする。 

（協力の範囲） 

第４条 甲は、災害時等において要配慮者等を指定避難所から福祉避難所、医療機関へ輸送する必要があ

ると判断した場合等、乙に対して、次の事項について協力を要請するものとする。 

（1）乙が所有する事業用車両による要配慮者等の輸送 

（2）その他、当該輸送に必要な業務 

（被害状況の情報提供） 

第５条 乙は、甲に対し、災害時等における乙の通常業務中、又は輸送協力業務中において確認した被害

状況の情報提供に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に基づき行った乙の輸送協力に要した経費については、甲が負担する

ものとする。 

２ 前項に規定する経費は、第３条第２項に規定する輸送協力完了報告書に基づき、災害発生直前のタク

シー料金を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（経費の支払い） 

第７条 前条に規定する輸送協力に要した経費について、甲は、乙からの請求を受理した場合は、速やか

にこれを支払うものとする。 

２ 前項に規定する請求及び支払いについては、輸送協力件数が複数となった場合は、請求及び支払いを

一括で行うことができるものとする。 

（事故等の報告） 

第８条 乙は、輸送協力業務中に事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものと

する。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第９条 乙は、車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により輸送者（同伴者を含む。）及び第三者に損害

を与えた場合は、その賠償を負うものとする。 

（災害補償） 

第 10条 乙は、担当乗務員が輸送協力業務中に死亡又は負傷等をした場合は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）を適用し、補償を行うこととする。 

（連絡責任者等） 

第 11条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は、本協定締結後速やかに連絡責任者等を決定し、連

絡責任者等報告書（様式第３号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者等に変更があった

場合は、遅滞なく相手方に連絡するものとする。 

（平時からの協力） 

第 12条 甲及び乙は、平時から防災、減災に関する情報を共有するなど協力関係を強化するとともに、必

要な訓練等の実施に努めるものとする。 
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（協議） 

第 13条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（協定の期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前まで

に、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、その後におい

ても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年３月２０日 

 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市 

市長 門馬 和夫 

乙 南相馬市原町区南町二丁目８５番地の１ 

株式会社三和商会 

代表取締役 橋本 重満 
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23(2) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と有限会社冨士タクシー（以下「乙」という。）は、災害時における高

齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者及び甲が輸送の必要があると判断した者（以下「要配慮者等」とい

う。）の輸送協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、南相馬市内において災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が相互に協力し、要配慮者等を

迅速に輸送するために必要な事項を定めるものとする。 

（要請の方法） 

第２条 甲は、災害時等において要配慮者等の輸送協力が必要になった場合は、輸送協力要請書（様式第

１号）をもって乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等で要請す

ることができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合、乙の業務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに、協

力を実施するものとする。 

２ 乙は、輸送協力が終了した場合、輸送協力完了報告書（様式第２号）を提出ものとする。 

（協力の範囲） 

第４条 甲は、災害時等において要配慮者等を指定避難所から福祉避難所、医療機関へ輸送する必要があ

ると判断した場合等、乙に対して、次の事項について協力を要請するものとする。 

（1）乙が所有する事業用車両による要配慮者等の輸送  

（2）その他、当該輸送に必要な業務 

（被害状況の情報提供） 

第５条 乙は、甲に対し、災害時等における乙の通常業務中、又は輸送協力業務中において確認した被害

状況の情報提供に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に基づき行った乙の輸送協力に要した経費については、甲が負担する

ものとする。 

２ 前項に規定する経費は、第３条第２項に規定する輸送協力完了報告書に基づき、災害発生直前のタク

シー料金を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（経費の支払い） 

第７条 前条に規定する輸送協力に要した経費について、甲は、乙からの請求を受理した場合は、速やか

にこれを支払うものとする。 

２ 前項に規定する請求及び支払いについては、輸送協力件数が複数となった場合は、請求及び支払いを

一括で行うことができるものとする。 

（事故等の報告） 

第８条 乙は、輸送協力業務中に事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものと

する。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第９条 乙は、車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により輸送者（同伴者を含む。）及び第三者に損害

を与えた場合は、その賠償を負うものとする。 

（災害補償） 

第 10条 乙は、担当乗務員が輸送協力業務中に死亡又は負傷等をした場合は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）を適用し、補償を行うこととする。 

（連絡責任者等） 

第 11条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は、本協定締結後速やかに連絡責任者等を決定し、連

絡責任者等報告書（様式第３号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者等に変更があった

場合は、遅滞なく相手方に連絡するものとする。 

（平時からの協力） 

第 12条 甲及び乙は、平時から防災、減災に関する情報を共有するなど協力関係を強化するとともに、必

要な訓練等の実施に努めるものとする。 
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（協議） 

第 13条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（協定の期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前まで

に、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、その後におい

ても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年３月２０日 

 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市 

市長   門馬 和夫 

乙 南相馬市小高区本町一丁目５７番地 

有限会社冨士タクシー 

代表取締役 小林 清人 
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23(3) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と有限会社北郷タクシー（以下「乙」という。）は、災害時における高

齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者及び甲が輸送の必要があると判断した者（以下「要配慮者等」とい

う。）の輸送協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、南相馬市内において災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が相互に協力し、要配慮者等を

迅速に輸送するために必要な事項を定めるものとする。 

（要請の方法） 

第２条 甲は、災害時等において要配慮者等の輸送協力が必要になった場合は、輸送協力要請書（様式第

１号）をもって乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等で要請す

ることができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合、乙の業務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに、協

力を実施するものとする。 

２ 乙は、輸送協力が終了した場合、輸送協力完了報告書（様式第２号）を提出ものとする。 

（協力の範囲） 

第４条 甲は、災害時等において要配慮者等を指定避難所から福祉避難所、医療機関へ輸送する必要があ

ると判断した場合等、乙に対して、次の事項について協力を要請するものとする。 

（1）乙が所有する事業用車両による要配慮者等の輸送 

（2）その他、当該輸送に必要な業務 

（被害状況の情報提供） 

第５条 乙は、甲に対し、災害時等における乙の通常業務中、又は輸送協力業務中において確認した被害

状況の情報提供に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に基づき行った乙の輸送協力に要した経費については、甲が負担する

ものとする。 

２ 前項に規定する経費は、第３条第２項に規定する輸送協力完了報告書に基づき、災害発生直前のタク

シー料金を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（経費の支払い） 

第７条 前条に規定する輸送協力に要した経費について、甲は、乙からの請求を受理した場合は、速やか

にこれを支払うものとする。 

２ 前項に規定する請求及び支払いについては、輸送協力件数が複数となった場合は、請求及び支払いを

一括で行うことができるものとする。 

（事故等の報告） 

第８条 乙は、輸送協力業務中に事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものと

する。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第９条 乙は、車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により輸送者（同伴者を含む。）及び第三者に損害

を与えた場合は、その賠償を負うものとする。 

（災害補償） 

第 10条 乙は、担当乗務員が輸送協力業務中に死亡又は負傷等をした場合は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）を適用し、補償を行うこととする。 

（連絡責任者等） 

第 11条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は、本協定締結後速やかに連絡責任者等を決定し、連

絡責任者等報告書（様式第３号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者等に変更があった

場合は、遅滞なく相手方に連絡するものとする。 

（平時からの協力） 

第 12条 甲及び乙は、平時から防災、減災に関する情報を共有するなど協力関係を強化するとともに、必

要な訓練等の実施に努めるものとする。 
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（協議） 

第 13条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（協定の期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前まで

に、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、その後におい

ても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年３月２０日 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市 

市長    門馬 和夫 

乙 南相馬市鹿島区江垂字榎町３番地 

有限会社北郷タクシー 

代表取締役  草野 忠一 
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23(4) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と昭和自動車交通株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における

高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者及び甲が輸送の必要があると判断した者（以下「要配慮者等」と

いう。）の輸送協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、南相馬市内において災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が相互に協力し、要配慮者等を

迅速に輸送するために必要な事項を定めるものとする。 

（要請の方法） 

第２条 甲は、災害時等において要配慮者等の輸送協力が必要になった場合は、輸送協力要請書（様式第

１号）をもって乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等で要請す

ることができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合、乙の業務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに、協

力を実施するものとする。 

２ 乙は、輸送協力が終了した場合、輸送協力完了報告書（様式第２号）を提出ものとする。 

（協力の範囲） 

第４条 甲は、災害時等において要配慮者等を指定避難所から福祉避難所、医療機関へ輸送する必要があ

ると判断した場合等、乙に対して、次の事項について協力を要請するものとする。 

（1）乙が所有する事業用車両による要配慮者等の輸送 

（2）その他、当該輸送に必要な業務 

（被害状況の情報提供） 

第５条 乙は、甲に対し、災害時等における乙の通常業務中、又は輸送協力業務中において確認した被害

状況の情報提供に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に基づき行った乙の輸送協力に要した経費については、甲が負担する

ものとする。 

２ 前項に規定する経費は、第３条第２項に規定する輸送協力完了報告書に基づき、災害発生直前のタク

シー料金を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（経費の支払い） 

第７条 前条に規定する輸送協力に要した経費について、甲は、乙からの請求を受理した場合は、速やか

にこれを支払うものとする。 

２ 前項に規定する請求及び支払いについては、輸送協力件数が複数となった場合は、請求及び支払いを

一括で行うことができるものとする。 

（事故等の報告） 

第８条 乙は、輸送協力業務中に事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものと

する。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第９条 乙は、車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により輸送者（同伴者を含む。）及び第三者に損害

を与えた場合は、その賠償を負うものとする。 

（災害補償） 

第 10条 乙は、担当乗務員が輸送協力業務中に死亡又は負傷等をした場合は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）を適用し、補償を行うこととする。 

（連絡責任者等） 

第 11条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は、本協定締結後速やかに連絡責任者等を決定し、連

絡責任者等報告書（様式第３号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者等に変更があった

場合は、遅滞なく相手方に連絡するものとする。 

（平時からの協力） 

第 12条 甲及び乙は、平時から防災、減災に関する情報を共有するなど協力関係を強化するとともに、必

要な訓練等の実施に努めるものとする。 
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（協議） 

第 13条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（協定の期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前まで

に、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、その後におい

ても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年３月２０日 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市 

市長    門馬 和夫 

乙 南相馬市原町区大木戸字八方内１１８番地の１ 

昭和自動車交通株式会社 

代表取締役 荒 恒幸 
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23(5) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）と平和タクシー株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における高

齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者及び甲が輸送の必要があると判断した者（以下「要配慮者等」とい

う。）の輸送協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、南相馬市内において災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が相互に協力し、要配慮者等を

迅速に輸送するために必要な事項を定めるものとする。 

（要請の方法） 

第２条 甲は、災害時等において要配慮者等の輸送協力が必要になった場合は、輸送協力要請書（様式第

１号）をもって乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等で要請す

ることができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合、乙の業務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに、協

力を実施するものとする。 

２ 乙は、輸送協力が終了した場合、輸送協力完了報告書（様式第２号）を提出ものとする。 

（協力の範囲） 

第４条 甲は、災害時等において要配慮者等を指定避難所から福祉避難所、医療機関へ輸送する必要があ

ると判断した場合等、乙に対して、次の事項について協力を要請するものとする。 

（1）乙が所有する事業用車両による要配慮者等の輸送 

（2）その他、当該輸送に必要な業務 

（被害状況の情報提供） 

第５条 乙は、甲に対し、災害時等における乙の通常業務中、又は輸送協力業務中において確認した被害

状況の情報提供に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に基づき行った乙の輸送協力に要した経費については、甲が負担する

ものとする。 

２ 前項に規定する経費は、第３条第２項に規定する輸送協力完了報告書に基づき、災害発生直前のタク

シー料金を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（経費の支払い） 

第７条 前条に規定する輸送協力に要した経費について、甲は、乙からの請求を受理した場合は、速やか

にこれを支払うものとする。 

２ 前項に規定する請求及び支払いについては、輸送協力件数が複数となった場合は、請求及び支払いを

一括で行うことができるものとする。 

（事故等の報告） 

第８条 乙は、輸送協力業務中に事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものと

する。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第９条 乙は、車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により輸送者（同伴者を含む。）及び第三者に損害

を与えた場合は、その賠償を負うものとする。 

（災害補償） 

第 10条 乙は、担当乗務員が輸送協力業務中に死亡又は負傷等をした場合は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）を適用し、補償を行うこととする。 

（連絡責任者等） 

第 11条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は、本協定締結後速やかに連絡責任者等を決定し、連

絡責任者等報告書（様式第３号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者等に変更があった

場合は、遅滞なく相手方に連絡するものとする。 

（平時からの協力） 

第 12条 甲及び乙は、平時から防災、減災に関する情報を共有するなど協力関係を強化するとともに、必

要な訓練等の実施に努めるものとする。 
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（協議） 

第 13条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（協定の期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前まで

に、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、その後におい

ても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年３月２０日 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市 

市長    門馬 和夫 

乙 南相馬市原町区旭町一丁目２６番地 

平和タクシー株式会社 

代表取締役 遠藤 正文 
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23(6) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

南相馬市（以下「甲」という。）とのぞみケアタクシー株式会社（以下「乙」という。）は、災害時に

おける高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者及び甲が輸送の必要があると判断した者（以下「要配慮者

等」という。）の輸送協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、南相馬市内において災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、又は発

生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が相互に協力し、要配慮者等

を迅速に輸送するために必要な事項を定めるものとする。 

（要請の方法） 

第２条 甲は、災害時等において要配慮者等の輸送協力が必要になった場合は、輸送協力要請書（様式第

１号）をもって乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等で要請す

ることができるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けた場合、乙の業務に支障のない範囲において、優先的かつ速やかに、協

力を実施するものとする。 

２ 乙は、輸送協力が終了した場合、輸送協力完了報告書（様式第２号）を提出ものとする。 

（協力の範囲） 

第４条 甲は、災害時等において要配慮者等を指定避難所から福祉避難所、医療機関へ輸送する必要があ

ると判断した場合等、乙に対して、次の事項について協力を要請するものとする。 

（1）乙が所有する事業用車両による要配慮者等の輸送 

（2）その他、当該輸送に必要な業務 

（被害状況の情報提供） 

第５条 乙は、甲に対し、災害時等における乙の通常業務中、又は輸送協力業務中において確認した被害

状況の情報提供に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第２条に規定する協力要請に基づき行った乙の輸送協力に要した経費については、甲が負担する

ものとする。 

２ 前項に規定する経費は、第３条第２項に規定する輸送協力完了報告書に基づき、災害発生直前のタク

シー料金を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（経費の支払い） 

第７条 前条に規定する輸送協力に要した経費について、甲は、乙からの請求を受理した場合は、速やか

にこれを支払うものとする。 

２ 前項に規定する請求及び支払いについては、輸送協力件数が複数となった場合は、請求及び支払いを

一括で行うことができるものとする。 

（事故等の報告） 

第８条 乙は、輸送協力業務中に事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告するものと

する。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第９条 乙は、車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により輸送者（同伴者を含む。）及び第三者に損

害を与えた場合は、その賠償を負うものとする。 

（災害補償） 

第 10条 乙は、担当乗務員が輸送協力業務中に死亡又は負傷等をした場合は、労働者災害補償保険法（昭

和２２年法律第５０号）を適用し、補償を行うこととする。 

（連絡責任者等） 

第 11条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は、本協定締結後速やかに連絡責任者等を決定し、連

絡責任者等報告書（様式第３号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者等に変更があった

場合は、遅滞なく相手方に連絡するものとする。 

（平時からの協力） 

第 12条 甲及び乙は、平時から防災、減災に関する情報を共有するなど協力関係を強化するとともに、必

要な訓練等の実施に努めるものとする。 
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（協議） 

第 13条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項、又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（協定の期間） 

第 14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、有効期間満了の１箇月前まで

に、甲乙いずれからも文書による協定解除の申し出がない場合は、更新されたものとし、その後におい

ても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 平成３０年３月２０日 

 

甲 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市 

市長    門馬 和夫 

            乙 南相馬市原町区桜井町一丁目１３９番地の１ 

のぞみケアタクシー株式会社 

代表取締役 佐藤 徳 
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２ 災害危険箇所 

２－１ 河川及び重要水防区域 

小高区 

水系名 
河川海

岸名 

水防 

（消防） 

分団名 

重要水防区域 
予想さ

れる危

険概要 

対策水防 

工法 

氾濫

面積 

（ha） 

概 要 

人家（戸） 

田畑（ha） 

右岸 

左岸 

の別 

位  置 評定基準 
堤防

（ｍ） 

要注意区間 

大字 字 種別 
基準 

区分 

設定 

年度 
延長 

小高川 前川 
小高区団 

第 2分団 
左岸 南鳩原 北岩下 堤防高 Ｂ 350 - - 溢水 土のう積 6 

人家 2 

田畑 3 

小高川 前川 
小高区団 

第 2分団 
両岸 大 富 

牛谷地 

北谷地 
堤防高 Ｂ 1,700 - - 溢水 土のう積 25 

人家 25 

田畑 8 

鹿島区 

水系名 
河川海

岸名 

水防 

（消防） 

分団名 

重要水防区域 

予想される 

危険概要 

対策水防 

工法 

氾濫面

積 

（ha） 

概 要 

 

人家（戸） 

田畑（ha） 

左岸 

右岸 

の別 

位  置 評定基準 
延長

（ｍ） 大字 字 種別 
基準 

区分 

真野川 真野川 

鹿島区団第

2分団 

鹿島区団第

1分団 

両岸 
大内 

鹿島 

杉内 

瀬戸畑 

堤防高 

堤防断

面 

Ｂ 4,800 溢 水 土のう積 140 
人家 300 

田畑 140 

真野川 真野川 

鹿島区 

第 4分団第

2部 

左岸 栃窪 窪内 堤防高 Ａ 500 溢 水 土のう積 2 
人家 1 

田畑 2 

真野川 潤谷川 
鹿島区団第

2分団 
両岸 

大内 

川子 

広瀬 

尻浸 
堤防高 Ｂ 1,500 溢 水 土のう積 25 

人家 30 

田畑 22 

真野川 
上真野

川 

鹿島区団第

2分団 

鹿島区団第

4分団 

両岸 
寺内 

小池 

落合 

小車 

堤防高 

堤防断

面 

Ｂ 2,700 溢 水 土のう積 80 
人家 300 

田畑 68 

鹿島 

海岸 

南海老 

地区 

海岸 

鹿島区 

第 3分団第

3部 

- 南海老 蛭沼 

堤防高 

堤防断

面 

Ａ 1,700 越波 土のう積 30 
人家 - 

田畑 30 

真野川 

漁港 

海岸 

南右田 

地区 

海岸 

鹿島区団 

第 1分団第

2部 

鹿島区団 

第 1分団第

4部 

- 南右田 二ツ沼 洗 堀 Ａ 1,160 破 提 

捨ブロッ

ク 

土のう積 

64 
人家 14 

田畑 36 

真野川 

漁港 

海岸 

烏崎 

地区 

海岸 

鹿島区団 

第 2分団第

5部 

鹿島区団 

第 2分団第

7部 

- 烏 崎 町 洗 堀 Ｂ 900 破 提 

捨ブロッ

ク 

土のう積 

61 
人家  26 

田畑 23 
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原町区 

水系名 
河川海

岸名 

水防 

（消防） 

分団名 

重要水防区域 

予想される 

危険概要 

対策水防 

工法 

氾濫面

積 

（ha） 

概 要 

 

人家（戸） 

田畑（ha） 

左岸 

右岸 

の別 

位  置 評定基準 
延長 

（ｍ） 大字 字 種別 
基準 

区分 

新田川 新田川 

原町区団 

第 1分団 

原町区団 

第 4分団 

両岸 
下渋 

下高 

仲 西 

川 原 

堤防高 

堤防断

面 

Ａ 2,500 溢 水 土のう積 70 
人家 100 

田畑 70 

新田川 新田川 
原町区 

第 1分団 
両岸 小川町 - 堤防高 Ａ 200 溢 水 土のう積 19 

人家 46 

田畑 19 

新田川 新田川 
原町区 

第 5分団 
両岸 深 野 関 場 堤防高 Ａ 200 溢 水 土のう積 45 

人家 28 

田畑 42 

新田川 新田川 
原町区 

第 5分団 
両岸 深 野 風 越 堤防高 Ｂ 100 溢 水 土のう積 45 

人家 46 

田畑 35 

新田川 北川 
原町区 

第 5分団 
右岸 大 原 杉 内 堤防高 Ａ 400 溢 水 土のう積 29 

人家 22 

田畑 20 

新田川 北川 
原町区 

第 5分団 
左岸 大 原 川子迫 堤防高 Ａ 170 溢 水 土のう積 1 

人家  1 

田畑   - 

新田川 境堀川 
原町区 

第 5分団 
両岸 

長 野 

北新田 

中 沖 

本 町 
堤防高 Ｂ 250 溢 水 土のう積 8 

人家  6 

田畑  7 

新田川 笹部川 
原町区 

第 1分団 
両岸 

馬 場 

西 町 

地 切 

西 町 
堤防高 Ａ 4,500 溢 水 土のう積 60 

人家 100 

田畑  30 

原町海

岸 

北泉大

磯 

地区海

岸 

原町区団第

4分団 
- 

金 沢 

北 泉 

浦 

地蔵堂 

堤防高 

堤防断

面 

Ａ 750 越波 土のう積 30 
人家 16 

田畑 28 

原町海

岸 

渋佐萱

浜 

地区海

岸 

原町区団第

3分団 
- 

下渋佐

雫 

大 身 

北 畑 

堤防高 

堤防断

面 

Ａ 2,700 越波 土のう積 30 
人家 50 

田畑 28 

原町海

岸 

雫 

地区海

岸 

原町区団第

3分団 
- 雫 

台 畑 

権現下 

堤防高 

堤防断

面 

Ａ 200 越波 土のう積 5 
人家 31 

田畑  4 
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２－２ 水防通報及び避難所一覧 

河川名 

決壊予想位置 戸数 人員 避難位置 氾濫 

面積 

（ha） 

決壊通報

及び連絡

者氏名 

避難 

命令 

責任者 

巡視者及び

連絡者 区 大字 字 （戸） （人） 大字 字 名称 

真野川 鹿島区 
大内 

鹿島 

杉内 

瀬戸畑 
300 - 

鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

140 

鹿島区団

第 2分団

長 

鹿島区団

第 1分団

長 

市長 

鹿島区団第

2分団長 

鹿島区団第

1分団長 

真野川 鹿島区 栃窪 窪内 1 5 
鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

2 
鹿島区第

4分団長 
市長 

鹿島区第 4

分団第 2部

長 

潤谷川 鹿島区 
大内 

川子 

広瀬 

尻浸 
30 - 

鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

25 

鹿島区団

第 2分団

長 

市長 
鹿島区団第

2分団長 

上真野

川 
鹿島区 

寺内 

小池 

落合 

小草 
300 - 

鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

80 

鹿島区団

第 2分団

長 

鹿島区団

第 4分団

長 

市長 

鹿島区団第

2分団長 

鹿島区団第

4分団長 

新田川 原町区 
下渋佐 

下高平 

仲西 

川原 
100 - 

原町区

上北高

平 

東高松 

クリーン原

町センター

リサイクル

プラザ 

70 

原町区第

1分団長 

原町区第

4分団長 

市長 

原町区第 1

分団長 

原町区第 4

分団長 

新田川 原町区 小川町 三丁目 46 115 

原町区 

東町二

丁目 

- 

原町第 1小学

校 

東町児童ク

ラブ 

19 
原町区第

1分団長 
市長 

原町区第 1

分団長 

新田川 原町区 深野 関場 28 70 
原町区 

北長野 
北原田 

石神第 1小学

校 

石神第 1幼稚

園 

45 
原町区第

5分団長 
市長 

原町区第 5

分団長 

新田川 原町区 深野 風越 46 228 
原町区 

北長野 
北原田 

石神第 1小学

校 

石神第 1幼稚

園 

45 
原町区第

5分団長 
市長 

原町区第 5

分団第 2部

長 

北川 原町区 大原 杉内 22 94 
原町区 

北長野 
北原田 

石神第 1小学

校 

石神第 1幼稚

園 

29 
原町区第

5分団長 
市長 

原町区第 5

分団第 1部

長 

北川 原町区 大原 川子迫 1 4 
原町区 

北長野 
北原田 

石神第 1小学

校 

石神第 1幼稚

園 

1 
原町区第

5分団長 
市長 

原町区第 5

分団第 1部

長 

境堀川 原町区 
長野 

北新田 

中沖 

本町 
6 23 

原町区 

北長野 
北原田 

石神第 1小学

校 

石神第 1幼稚

園 

8 
原町区第

5分団長 
市長 

原町区第 5

分団第 8部

長 

笹部川 原町区 

馬場 

西町三

丁目 

地切 100 441 

原町区

馬場 

原町区 

本陣前 

雲雀生涯学

習センター 

原町第 3小学

60 
原町区第

1分団長 
市長 

原町区第 1

分団機動部

長 
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河川名 

決壊予想位置 戸数 人員 避難位置 氾濫 

面積 

（ha） 

決壊通報

及び連絡

者氏名 

避難 

命令 

責任者 

巡視者及び

連絡者 区 大字 字 （戸） （人） 大字 字 名称 

上町一

丁目 

校 

前川 小高区 南鳩原 北岩下 2 6 
小高区

飯崎 
北原 

小高就業改

善センター 
6 

小高区団

第 2分団

長 

市長 

小高区第 2

分団第 3部 

長 

前川 小高区 大富 
牛谷地 

北谷地 
25 75 

小高区

飯崎 
北原 

小高就業改

善センター 
25 

小高区団

第 2分団

長 

市長 

小高区第 2

分団第 6部

長 

南海老

海岸 
鹿島区 南海老 蛭沼 - - 

鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

30 

鹿島区団

第 3分団

長 

市長 
鹿島区団第

3分団長 

北泉大

磯 

地区海

岸 

原町区 
金沢 

北泉 

浦 

地蔵堂 
16 - 

原町区

上北高

平 

原町区

桜井町

一丁目 

東高松 

クリーン原

町センター

リサイクル

プラザ 

原町さくら

い保育園 

30 

原町区団

第 4分団

長 

市長 

原町区団第

4分団第

1,6部長 

渋佐萱

浜 

地区海

岸 

原町区 
下渋佐 

雫 

大身 

北畑 
50 - 

原町区

桜井町 

原町区

高見町 

- 

原町第 2中学

校 

道の駅南相

馬 

ひがし生涯

学習センタ

ー 

30 

原町区団

第 3分団

長 

市長 

原町区団第

3分団第 4

部長 

雫地区

海岸 
原町区 雫 

台畑 

権現下 
31 - 

原町区

大甕 

鶴蒔 

十日迫 

大甕小学校 

大甕幼稚園 

大甕生涯学

習センター 

5 

原町区団

第 3分団

長 

市長 

原町区団第

3分団第 4部

長 

南右田 

地区海

岸 

鹿島区 南右田 二ツ沼 14 54 
鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

64 

鹿島区団

第 1，2分

団長 

市長  

烏崎 

地区海

岸 

鹿島区 烏崎 町 26 101 
鹿島区

寺内 
迎田 

農村環境改

善センター 

鹿島区生涯

学習センタ

ー 

61 

鹿島区団

第 1,2分

団長 

市長  
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２－３ 海岸保全区域 

 

 所 管 海 岸 名 地区海岸名 
海岸保全区域の延長 

(ｍ) 

海岸保全施設のあ 
る区間の延長(ｍ) 

小 

高 

区 

国土交通省 

小高海岸 塚 原 489 544 

小高海岸 村 上 621 621 

小高海岸 角部内 1,866 1,866 

小高海岸 浦 尻 921 921 

農林水産省 
農村振興局 

小高海岸 村 上 1,050 1,050 

小高海岸 角部内 200 200 

小高海岸 蛯 沢 240 240 

小高海岸 井田川 1,045 1,045 

鹿 

島 

区 

国土交通省 鹿島海岸 南海老 1,726 1,726 

農林水産省 

真野川漁港 
海岸 

烏 崎 1,420 1,420 

真野川漁港 
海岸 

南右田 1,415 1,406 

農林水産省 
農村振興局 

鹿島海岸 北海老 1,403 1,403 

原 

町 

区 

国土交通省 

原 町 小 沢 1,596.0 1,596.0 

原 町 小 浜 145.0 155.0 

原 町 雫 200.0 204.0 

原 町 
渋 佐 
萱 浜 

2,722 2,763 

原 町 
北 泉 
大 磯 

2,768.0 1,927.0 

原 町 渋 佐 1,020.0 1,020.0 

農林水産省 
農村振興局 

原 町 小沢 60.0 60.0 

原 町 小浜雫 2,166.0 2,166.0 

原 町 萱浜 225.0 225.0 
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２－４ 砂防指定地 

 指定地 

番 号 
水系名 

河川名 

渓流名 

告示年月日 

及び番号 

延長(m) 

面積(ha） 
種 別 

小 

高 

区 

３０５１ 小高川 小高川 
昭和 39.8.31 

建告第 2492号 

3,600 

15.84 
要設備地 

３０５１ 小高川 小高川 
昭和 46.5.13 

建告第 850号 

978 

4.89 
- 

３０５１ 小高川 小高川 
平成 5.3.2 

建告第 497号 

610 

1.15 
- 

３０５２ 
小高川 

左小支 
大穴川 

昭和 40.9.27 

建告第 2857号 

2,900 

11.50 
要設備地 

３０５３ 
小高川 

右支 
川房川 

昭和 31.9.29 

建告第 1538号 

3,000 

6.85 
要設備地 

３０５４ 小高川 前川 
昭和 52.4.22 

建告第 743号 

1,600 

5.25 
- 

３０５５ 小高川 牛石川 
昭和 52.4.22 

建告第 743号 

400 

1.00 
- 

３０５６ 小高川 北鳩原川 
昭和 59.3.9 

建告第 527号 

217 

0.62 
- 

３０５６ 小高川 北鳩原川 
平成元.1.21 

建告第 76号 

268 

1.26 
- 

３０５６ 小高川 北鳩原川 
平成 5.3.2 

建告第 497号 

132.6 

0.40 
- 

鹿 

島 
区 

３１５１ 真野川 真野川 
昭和 27.8.6 

建告第 1100 号 

― 

2.8 
要設備地 

３１５２ 
真野川 

右支 
上真野川 

昭和 16.5.31 

内告第 360 号 

― 

27.12 
要設備地 

３１５２ 
真野川 

右支 
上真野川 

昭和 34.2.4 

建告第 118 号 

2,050 

1.12 
要設備地 

３１５２ 真野川 上真野川 
平成元.1.21 

建告第 76 号 

697 

3.47 
- 

３１５３ 
真野川 

右小支 
大日川 

昭和 36.11.18 

建告第 2670 号 

3,010 

12.04 
要設備地 

３１５３ 
真野川 

右小支 
大日川 

昭和 41.8.27 

建告第 2988 号 

470 

2.35 
要設備地 

３１５５ 
真野川 

右小支 
竹の花沢 

昭和 45.12.13 

国告第 1091 号 

600 

11.94 
- 

３１５６ 真野川 
浜井場 

沢川 

昭和 45.9.4 

建告第 1355 号 

1,600 

4.00 
- 

３１５８ 真野川 西沢川 
昭和 54.4.12 

建告第 840 号 

180 

1.39 
- 

３１６１ 真野川 山崎川 
昭和 60.12.17 

建告第 1818 号 

275 

0.42 
- 

原 
 

町 
 

区 

３１０１ 新田川 新田川 
昭和 34.10.29 

建告第 2157号 

― 

0.62 
要設備地 

３１０３ 新田川 北 川 
平成 5.3.2 

建告第 497号 
604.9 

4.07 
- 

３１０２ 
新田川 

右支 
水無川 

昭和 23.11.16 

建告第 173号 

― 

14.00 
要設備地 

３１０２ 
新田川 

右支 
水無川 

昭和 34.9.5 

建告第 1651号 
1,600 

4.80 
要設備地 

３１０２ 
新田川 

右支 
水無川 

昭和 38.10.2 

建告第 2550号 
2,700 

10.53 
要設備地 

３１６０ 
真野川 

右支 
蛇石沢川 

昭和 60.12.17 

建告第 1818号 
176 

0.35 
- 



資料-96 

２－５ 地すべり危険区域 

地域名 水系名 渓流名 所在地 区域面積 避難場所 

鹿 島 区 上 野 真野川 真野川 橲原上野 36.5ha 
橲原公会堂 

（国交省） 

原 町 区 片 倉 太田川 太田川 片倉字片倉 32.0ha 
片倉公会堂 

（国交省） 
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２－６ 土砂災害警戒区域一覧 

所在地 区域名 

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

指定区域の種類 告示番号 指定年月日 

小高区浦尻長神前 長神前-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区浦尻長神前 長神前-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区浦尻長神前 長神前-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区蛯沢藤谷 藤谷-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区蛯沢藤谷 藤谷-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区大井久能平 久能平-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区大井久能平 久能平-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区大井久能平 久能平-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区小高城下 城下 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区女場堤田 堤田 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区女場柳田 柳田-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 326号 

平成 23年 06月

28日 

小高区女場柳田 柳田-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 326号 

平成 23年 06月

28日 

小高区片草秩父山 秩父山-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 111号 

平成 23年 03月

04日 

小高区片草秩父山 秩父山-2 急傾斜地の崩壊 警戒区域 福島県告示第 111号 
平成 23年 03月

04日 

小高区下浦館ノ下 館ノ下 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区飯崎勧請内 勧請内 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区南鳩原西畑 西畑 急傾斜地の崩壊 警戒区域 福島県告示第 45号 
平成 22年 01月

26日 

小高区耳谷表 表-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区耳谷表 表-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

小高区耳谷表 表-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区御山御山下 御山下-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区御山御山下 御山下-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区御山御山下 御山下-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区川子滝沢 滝沢-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区川子滝沢 滝沢-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北海老松坂 松坂-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 
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鹿島区北海老松坂 松坂-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北海老松坂 松坂-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北海老松坂 松坂-4 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-1 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-2 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-3 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-4 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-5 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-6 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区北屋形西浦

向 
西浦向-7 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区小池宮前 風穴 土石流 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 111号 

平成 23年 03月

04日 

鹿島区橲原地蔵前 地蔵前沢-1 土石流 警戒区域 福島県告示第 111号 
平成 23年 03月

04日 

鹿島区橲原地蔵前 地蔵前沢-2 土石流 警戒区域 福島県告示第 111号 
平成 23年 03月

04日 

鹿島区橲原竹花 竹の花川 1 土石流 警戒区域 福島県告示第 553号 
平成 23年 11月

18日 

鹿島区橲原竹花 竹の花川 2 土石流 警戒区域 福島県告示第 553号 
平成 23年 11月

18日 

鹿島区栃窪西畑 西畑-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区栃窪西畑 西畑-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区永田永田 永田-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区永田永田 永田-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区永田永田 永田-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区南屋形北原 北原 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区南柚木宮前 宮前-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木宮前 宮前-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木宮前 宮前-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木宮前 宮前-4 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木宮前 宮前-5 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木浅田 浅田-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木浅田 浅田-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木浅田 浅田-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 
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鹿島区南柚木浅田 浅田-4 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木浅田 浅田-5 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 553号 

平成 23年 11月

18日 

鹿島区南柚木平後 平後-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区南柚木平後 平後-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区南柚木平後 平後-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

鹿島区南柚木平後 平後-4 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 45号 

平成 22年 01月

26日 

原町区青葉町二丁

目 

青葉町二丁

目 
急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区大原明星入 明星入の沢 土石流 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区小沢小沢 小沢 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区小浜西内 西内 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区小浜大迫 大迫-1 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区小浜大迫 大迫-2 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区小浜大迫 大迫-3 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区小浜大迫 大迫-4 急傾斜地の崩壊 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区下太田川内

前 
川内前-1 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区下太田川内

前 
川内前-2 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区高倉東畑 川原田 土石流 
警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区橋本町三丁

目 
橋本町-1 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区橋本町三丁

目 
橋本町-2 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区橋本町三丁

目 
橋本町-3 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区橋本町三丁

目 
橋本町-4 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 

原町区橋本町三丁

目 
橋本町-5 急傾斜地の崩壊 

警戒区域／特別

警戒区域 
福島県告示第 230号 

平成 19年 03月

23日 
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２－７ 危険・老朽ため池箇所一覧 

 
ため池の名称 管理主体 所在地 受益面積(ha) 貯水量(千 m3） 

鹿
島
区 

御山 鹿島区土地改良区 鹿島区御山字願阿弥田 57.0  174.0  

唐神 鹿島区土地改良区 鹿島区横手字唐神 91 200.0  1002.0  

永渡 鹿島区土地改良区 鹿島区永渡字東永渡 207 48.0  210.5  

石の宮 鹿島区土地改良区 鹿島区南屋形字除見 167 50.0  211.9  

藤金沢上下 鹿島区土地改良区 鹿島区北海老字藤金沢水 34 50.0  279.7  

鳥バミ 鹿島区土地改良区 鹿島区北海老字鳥バミ水 73 20.0  118.2  

中丸第一 鹿島区土地改良区 鹿島区小山田字中丸 14 59.0  141.0  

横峯 鹿島区土地改良区 鹿島区寺内字横峯 587 50.0  345.8  

新横峯 鹿島区土地改良区 鹿島区寺内字横峯 588-1 50.0  302.0  

ブナ坂 鹿島区土地改良区 鹿島区小山田字ブナ坂 321-1 25.0  63.2  

平後 鹿島区土地改良区 鹿島区南柚木字上平後 198 21.0  35.7  

日光迫 鹿島区土地改良区 鹿島区南柚木字堤下水 149 21.0  50.0  

大日沢 鹿島区土地改良区 鹿島区小山田字大日沢 86 22.0  81.5  

新堤(川子) 鹿島区土地改良区 鹿島区川子字堤上 39-1 50.0  10.8  

原
町
区 

大谷地 南相馬土地改良区 原町区押釜字大谷地 110 30.0  127.7  

越田 南相馬土地改良区 原町区押釜字越田 156 76.0  118.8  

地切 南相馬土地改良区 原町区馬場字地切 120 50.0  150.0  

日立 南相馬土地改良区 原町区下太田字川内迫 273-1   28.8  

袖原 南相馬土地改良区 原町区雫字袖原 373 35.0  287.1  

中山 南相馬土地改良区 原町区石神字中山 207-1 35.0  58.5  

前田 南相馬土地改良区 原町区押釜字前田 339 10.0  67.8  

折ヶ沢東 南相馬土地改良区 原町区二見町四丁目 87 202.0  75.4  

蛭沢下 南相馬土地改良区 原町区雫字蛭沢 289 40.0  85.2  

古堤 南相馬土地改良区 原町区上北高平字入道迫 147 50.0  62.2  

新堤 南相馬土地改良区 原町区上北高平字入道迫 41 50.0  50.0  

小
高
区 

大堤 請戸川土地改良区 小高区片草字堤下 271 11.5  51.1  

太良谷地 請戸川土地改良区 小高区羽倉字太良谷地 141 10.3  50.0  

ビルモ谷地 請戸川土地改良区 小高区羽倉字太良谷地 139 2.0  29.4  

犬塚 請戸川土地改良区 小高区大富字犬塚 132 56.0  128.0  

作迫 請戸川土地改良区 小高区金谷字作迫 120 50.0  100.0  

柳迫 請戸川土地改良区 小高区金谷字柳迫 428 16.0  50.0  

蒲迫 請戸川土地改良区 小高区耳谷字蒲迫 80 18.0  11.4  

市ノ谷(新) 請戸川土地改良区 小高区角部内字市ノ谷 534 16.0  3.2  

市ノ谷(古) 請戸川土地改良区 小高区角部内字市ノ谷 535 16.7  45.9  

雁北 請戸川土地改良区 小高区角部内字雁北 223 10.0  16.2  

堂平四号 請戸川土地改良区 小高区水谷字堂平 113 8.3  13.4  

長神前 請戸川土地改良区 小高区浦尻字大塚 128 3.0  20.9  

竜ノ迫 請戸川土地改良区 小高区浦尻字中林崎 212 22.0  28.9  
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３ 災害対策資料 

３－１ 指定緊急避難場所・指定避難所 

◎先行開設避難所 ※津波一時避難場所             （平成２６年１０月１日時点） 

区 避難所及び避難場所 施設 
有効面積
（㎡） 

収容人員
（人） 

小計 
（人） 

原町区 

原町第一小学校 

体育館 1,104 552 

10,366 

教室(29室 60㎡) 1,740 870 

グラウンド 16,014 2,610 

原町あずま保育園 遊戯室 122 60 

東町児童センター 遊戯室 108 53 

南相馬市民文化会館ゆめは
っと 

会議室 144 72 

大ホール(客席) － 1,109 

ギャラリー 120 60 

スタジオ 17 8 

練習室１ 11.5 5 

練習室２ 11.2 5 

練習室３ 19.5 9 

練習室４ 42.8 21 

練習室５ 29.5 14 

しらゆりコミュニティーホ
ール 

会議室 115 57 

原町さくらい保育園 遊戯室 169 84 

原町第二中学校 体育館 1,708 854 

原町第二中学校 
教室(16室 65㎡) 1,040 520 

グラウンド 17,440 2,841 

道の駅南相馬 ホール 652 326 

◎ひがし生涯学習センター 会議室 199 99 

大町地域交流センター 会議室・和室 102 51 

市民情報交流センター 会議室（３階） 173 86 

原町第二小学校 

体育館 944 472 

6,733 

教室(16室 60㎡) 960 480 

グラウンド 12,920 2,106 

栄町柔剣道場 体育館 396 198 

橋本町児童センター 遊戯室 108 54 

東ヶ丘公園 駐車場 21,000 3,423 

原町第三小学校  

体育館 1,263 631 

7,896 

教室(21室 60㎡) 1,260 630 

グラウンド 10,382 1,692 

上町児童センター 遊戯室 109 54 

原町第一中学校 

体育館 1,141 570 

教室(22室 60㎡) 1,430 715 

グラウンド 20,850 3,399 

ひばり生涯学習センター 会議室 411 205 

大甕小学校 教室(10室 60㎡) 600 300 

3,275 

大甕小学校 体育館 502 250 

大甕小学校 グラウンド 15,149 2,469 

大甕幼稚園 遊戯室 108 54 

◎大甕生涯学習センター 会議室 329 116 

北原集落センター   会議室 172 86 

雲雀ヶ原陸上競技場管理棟 会議室 569 284 

684 馬事公苑 
管理棟 414 207 

ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ 185 92 

高構造改善センター 会議室 202 101 
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区 避難所及び避難場所 施設 
有効面積 
（㎡） 

収容人員 
（人） 

小計 
（人） 

原町区 

※ＪＡそうまやすらぎ会館 駐車場 4,500 732 

4,977 ※原町シーサイドパーク わんぱく広場 8,363 4,181 

ｸﾘｰﾝ原町ｾﾝﾀｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 会議室 129 64 

石神第一小学校 

体育館 1,125 562 

2,989 
教室(8室 60㎡) 480 240 

グラウンド 13,011 2,121 

石神第一幼稚園 遊戯室 132 66 

石神第二小学校 

体育館 1,100 550 

2,737 

教室(20室 60㎡) 1,200 600 

グラウンド 8,571 1,395 

石神第二幼稚園 遊戯室 180 90 

ハートランドはらまち 
農業体験学習館会議室 384 36 

バンガロー宿泊室 133 66 

鹿島区 

農村環境改善センター 会議室 568 284 

2,803 
◎鹿島生涯学習センター 

会議室 2,920 1,460 

駐車場 6,500 1,059 

上真野小学校         

体育館 344 172 

2,336 

教室(7室 60㎡) 420 210 

グラウンド 7,997 1,302 

前川原体育館 体育館 720 360 

角川原総合研修センター 会議室 164 82 

上真野幼稚園 遊戯室 110 55 

かみまの保育園 遊戯室 310 155 

※鹿島カントリー倶楽部 駐車場 4,500 732 
1,146 

※宮田公園 広場 2,544 414 

※南柚木公会堂 駐車場 1,000 162 

3,651 ※宝蔵寺 駐車場 3,000 489 

※サテライトかしま 駐車場 18,400 3,000 

小高区 

小高中学校   体育館 1,350 675 

2,478 

おだか保育園 保育室 973 486 

◎小高区役所 会議室等 1,717 858 

※大井会場 会議室 118 59 

※塚原共同墓地 緑地 800 400 

小高就業改善センター 会議室 358 179 179 

※浦尻公会堂 駐車場 1,700 276 

804 ※貴布根神社 境内 600 300 

※水谷建設小高研修センター 駐車場 1,400 228 

合  計 
（市内想定避難者数＝20,233人） 

53,054 
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３－２ 福祉避難所 

平成 28年 3月 1日現在 

№ 施設名 所在地 管理担当連絡先 
想定収容

人数（人） 

1 指定介護老人福祉施設 万葉園 鹿島区西町 3－3 0244-67-1551 35 

2 指定介護老人福祉施設 福寿園 原町区高見町 2－70 0244-25-2811 39 

3 指定介護老人福祉施設 長寿荘 原町区小川町 409 0244-24-1677 20 

4 指定介護老人福祉施設 竹水園 原町区長野字南原 41 0244-24-0228 30 

5 指定介護老人保健施設 厚寿苑 鹿島区横手字八郎内 3 0244-46-1113 20 

6 指定介護老人保健施設 長生院 原町区本町 1－141 0244-22-6000 4 

7 グループホーム田園 鹿島区山下字北山 21 0244-47-2101 30 

8 小規模多機能ホームさくら 原町区上太田字陣ヶ崎 201 0244-26-8472 8 

9 福寿園デイサービスセンター 原町区高見町 2－70 0244-25-2811 90 

10 あすなろデイサービスセンター 鹿島区寺内字三里 1－21 0244-26-8246 5 

11 ひまわりデイサービスセンター 鹿島区西町 2－116 0244-46-1770 57 

12 すみれデイサービスセンター 鹿島区西町 2－165 0244-46-1277 70 

13 デイサービスセンターしゃりん梅 原町区橋本町 4－15－3 0244-25-7123 50 

14 けやきデイサービスセンター 原町区小川町 425 0244-23-0818 30 

15 デイサービス 赤い風船 原町区深野字台畑 21－1 0244-24-5037 33 

16 らいぶりーデイサービスセンター 原町区大木戸字松島 326－3 0244-26-3507 40 

17 デイサービスステーションスマイル 原町区上太田字陣ヶ崎 201 0244-26-3275 6 

18 ツクイ南相馬デイサービス 原町区高見町 1－144－6 0244-25-2205 58 

19 相馬の里デイサービスセンター原町 原町区南町 1－141 0244-26-9994 20 

20 石神デイサービスセンター 原町区大木戸字西原 71－1 0244-26-5812 92 

21 デイサービス 白い風船 原町区上太田字陣ヶ崎 281－1 0244-26-7828 40 

22 相馬の里デイサービスセンター原町東 原町区日の出町 300 0244-26-8886 3 

23 いやしの家１ 鹿島区西町 2－2 0244-46-5773 5 

24 いやしの家２ 鹿島区横手字八郎内 16－5 0244-46-5773 3 

25 いやしの家３ 鹿島区西町 3－23－2 0244-46-5773 3 

26 いやしの家５ 鹿島区寺内字権現沢 117－1 0244-46-5773 3 

27 ともに 鹿島区西町 3-62 0244-46-5773 50 

28 デイさぽーと ぴーなっつ 原町区上渋佐字原田 94－4 0244-24-0216 2 

29 サラダ農園 原町区大木戸字松島 339-52 0244-22-3866 10 

30 原町共生授産園 原町区金沢字割田 228 0244-24-1233 2 

31 きっずサポートかのん 原町区栄町 1－66 0244-23-3131 10 

32 じゅにあサポートかのん 原町区三島町 2－230－1 0244-26-6977 2 
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３－３ 原子力災害時一時集合場所・避難先・避難経路 

（１）一時集合場所・避難先 

【原町地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

国見町一、国見町二、国見町三、国見町団地一、国見町団地

二、南町一、南町二、南町三、南町四 
原町第一中学校 

福島市 

橋本町一、橋本町二、橋本町三、橋本町四、二見町一、二見

町二 
原町第二小学校 

西町、上町 原町第三小学校 

三島町一、三島町二、北町一、北町二、小川町、本町一、本

町二、本町三 
原町生涯学習センター 

本陣前一、本陣前二、本陣前三、陣ヶ崎一、陣ヶ崎二 ひばり生涯学習センター 

栄町一、栄町二、栄町三、旭町一、旭町二 
原町第一小学校 

原町第二小学校 

大町一、大町二、大町三、東町一、東町二、錦町一、錦町二 原町第一小学校 

青葉町、桜井町一、桜井町二、高見町、日の出町、上渋佐 原町第二中学校 

【大甕地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

北萱浜、萱浜、北原 
北原集落センター、原町第

二中学校 

福島市 
大甕上、大甕下、雫、小浜 大甕小学校 

江井 江井集落センター 

下江井、小沢 下江井集落センター 

堤谷 堤谷公会堂 

【太田地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

高一、下太田、下太田 
原町第三中学校、高構造改

善センター 

二本松市 

益田 太田生涯学習センター 

牛来 牛来公会堂 

中太田、上太田 
中太田公会堂、上太田公会

堂 

矢川原、片倉 矢川原公会堂、片倉公会堂 

小木迫、鶴谷 
小木迫生活改善センター、

鶴谷改善センター 

【石神地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

大木戸一、大木戸二、雲雀ヶ原一、雲雀ヶ原二、雲雀ヶ原

三、押釜、仲町一、仲町二、仲町三 
石神第二小学校 

郡山市 

大玉村 

馬場 馬場公会堂 

牛越、石神 石神中学校 

高倉 高倉公会堂 

大谷 大谷生活改善センター 

大原 大原公会堂 

深野 深野公会堂 

長野、北長野、信田沢 石神第一小学校 

北新田 北新田集落センター 

 



資料-105 

【高平地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

上北高平一、上北高平二、上北高平三 

上北高平一集落センター 

上北高平第二集落センター 

上北高平三区集会所 

本宮市 
上高平一、上高平二 

上高平一集落センター 

上高平二公会堂 

下高平、下北高平、泉、北泉 高平小学校 

金沢 金沢公会堂 

【原町区仮設住宅】 

仮設住宅 一時集合場所 県内避難先 

高見町第一、高見町第二 原町第二中学校 福島市 

牛越、大鹿 牛越仮設住宅第 4集会所 
郡山市 

大玉村 

【鹿島地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

新町、西町、一区、二区、三区、四区、台田中、北右田、南

右田 

鹿島保健センター 相馬市 

【真野地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

上寺内、大谷地 鹿島中学校 

相馬市 

寺内 寺内公会堂 

塩崎 塩崎公会堂 

川子 川子公会堂 

大内、烏崎、小島田 鹿島生涯学習センター 

江垂 江垂公会堂 

【八沢地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

北海老、南海老 北海老公会堂 

新地町 

北屋形 北屋形公会堂 

南屋形 南屋形公会堂 

南柚木 南柚木公会堂 

永田 永田公会堂 

永渡 永渡公民館 

【上真野地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

上栃窪 上栃窪公会堂 

伊達市 

栃窪 栃窪公会堂 

御山 御山公会堂 

白坂 前川原体育館 

横手 横手公会堂 

角川原 前川原体育館 

山下、車川、浮田 上真野小学校 

岡和田 岡和田公会堂 

牛河内 牛河内公会堂 

小山田 小山田公会堂 

小池 西部コミュニティセンター 

橲原 橲原公会堂 
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【小高区中部地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

一区、二区、三区、小高、片草 小高小学校 

須賀川市 
吉名、岡田 小高中学校 

四区、五区、川原田、大井、塚原 
浮舟文化会館 

小高交流センター 

【小高区西部地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

飯崎、角間沢、小谷、摩辰、金谷、川房、大田和、小屋木 小高就業改善センター 
須賀川市 

南鳩原、北鳩原、羽倉、大富 鳩原小学校 

【小高区東部地区】 

行 政 区 一時集合場所 県内避難先 

女場、角部内、上蛯沢、下蛯沢、行津、上浦、神山、上耳谷、

下耳谷、福岡、村上 
福浦小学校 

須賀川市 
浦尻、下浦、井田川 浦尻公会堂 

泉沢 小高中学校 

【鹿島区仮設住宅】 

仮設住宅 一時集合場所 県内避難先 

寺内塚合 集会所 

相馬市 寺内塚合第二、寺内権現沢 集会所 

鹿島西町公園 保健センター 

小池原畑第二、小池小草 西部コミュニティセンター 

伊達市 
小池第三 集会所 

小池長沼（東）、小池長沼（西） 集会所 

牛河内第二、牛河内第三、牛河内第四 鹿島中学校 
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（２）参考資料 避難先（平成 22年国政調査結果に基づいたもの） 

【鹿島区】 

避難元地区名 
避難先市町村 

市町村名 施設名 

上寺内、寺内 相馬市 県立相馬高等学校、労働福祉会館 

大内、烏崎 相馬市 
磯部小学校、磯部コミュニティセンター、 

スポーツアリーナそうま 

塩崎 相馬市 磯部中学校 

小島田 相馬市 日立木小学校 

川子 相馬市 日立木公民館、道の駅そうま体験実習館 

江垂、大谷地 相馬市 向陽中学校 

台田中 相馬市 相馬市総合福祉センター 

一区 相馬市 川沼コミュニティセンター、細田集会所 

一区 相馬市 東部公民館、上山小学校、中村第二小学校 

二区 相馬市 
八幡小学校、八幡公民館、教育実践センター、 

そうま土地改良区事務所、小野多目的集会所 

三区 相馬市 中野清水転作推進技術研修施設、飯豊小学校 

四区 相馬市 
小泉集会所、坪ヶ迫団地集会所、刈敷田集会所、玉野小学校、 

椎木多目的集会所、大野小学校、相馬地方広域水道企業団 

北右田 相馬市 桜丘小学校 

南右田 相馬市 中村第一中学校 

西町 相馬市 中村第二中学校 

新町 相馬市 県立相馬東高等学校 

御山、白坂 伊達市 大田小学校体育館 

小山田 伊達市 掛田小学校体育館、山野川ふれあいセンター 

岡和田 伊達市 石戸地区交流館、山戸田中央集会所、御代田地区交流館 

牛河内 伊達市 霊山総合福祉センター、霊山中央交流館、霊山中学校体育館 

山下、車川、浮田、

上栃窪、栃窪、 

槽原、小池 

伊達市 

松陽中学校体育館、富成小学校体育館、富成公民館、 

霊山地区交流館、大石小学校体育館、中川集落センター、 

泉原勤労者交流センター、柱沢公民館、小国地区交流館、 

石田小学校体育館、下小国中央集会所、小国小学校体育館、 

月舘中学校体育館、月舘小学校体育館、月舘中央交流館、 

月舘老人福祉センター、布川地区交流館、 

御代田コミュニティセンター、ふるさとふれあいホール、 

月舘保健福祉センター、下手地区交流館、小手小学校体育館 

横手 伊達市 
柱沢小学校体育館、保原駅コミュニティセンター、大田公民館、

保原保健センター 

角川原 伊達市 霊山体育館 

北海老、南海老、

港 
新地町 総合体育館 

北屋形 新地町 新地小学校体育館 

南屋形、南柚木 新地町 尚英中学校体育館、農村環境改善センター 

永田、永渡 新地町 駒ヶ嶺小学校体育館、駒ヶ嶺公民館 

橋本町 1～4、 

二見町 1、2 
福島市 

南向台小学校、杉妻小学校、杉妻幼稚園、 

杉妻学習センター、福島県青少年会館、清明小学校、 

福島第一中学校、渡利学習センター、渡利地区体育館、 

渡利小学校、渡利幼稚園、渡利中学校、 

福島南高等学校、平田小学校、平田幼稚園 
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【原町区】 

避難元地区名 
避難先市町村 

市町村名 施設名 

国見町 1～3、 

国見町団地 1・2、 

南町 1～4 
福島市 

福島第一小学校、ふくしま南幼稚園、福島テルサ、こむこむ、 

福島第二小学校、福島東高等学校、福大付属幼稚園、 

福大付属中学校、福島成蹊高等学校、福島第二中学校、 

中央学習センター、市民会館 

本陣前 1～3 福島市 

岡山小学校、岡山幼稚園、もちずり学習センター、東部体育館、 

ヘルシーランド福島、福島第三中学校、福島養護学校、 

福島第三小学校、ふくしま東幼稚園、福島東稜高等学校、 

福島市音楽堂 

西町、上町、 

仲町 1～3 
福島市 

福大付属小学校、桜の聖母短期大学、福島第四小学校、 

ふくしま西幼稚園、福島第四中学校、橘高等学校、福島高等学校、

(学法)福島高等学校 

三島町 1・2、 

北町 1・2、小川町、 

本町 1～3 

福島市 森合小学校、森合幼稚園、三河台小学校、三河台学習センター 

三島町 1・2、 

北町 1・2、小川町、 

本町 1～3 

福島市 

桜の聖母学院高等学校、岳陽中学校、吉井田小学校、福島西高等

学校、国体記念体育館、吉井田学習センター、 

福大付属特別支援学校 

大町 1～3、 

東町 1・2、 

錦町 1・2 

福島市 

福島工業高等学校、清水学習センター、北沢又小学校、清水小学

校、清水幼稚園、清水中学校、御山小学校、 

清水学習センター分館 

青葉町、 

桜井町 1・2、 

高見町、日の出町、 

上渋佐、下渋佐 

福島市 

佐倉小学校、佐倉幼稚園、西信中学校、西学習センター、 

荒井小学校、西部勤労者研修センター、鳥川小学校、笹谷小学校、 

笹谷幼稚園、信稜中学校、信稜学習センター、大笹生小学校、 

大笹生幼稚園、十六沼公園体育館、飯坂小学校、おおとり幼稚園、 

大鳥中学校、パルセいいざか、飯坂学習センター、 

福島北高等学校、平野小学校、ひらの幼稚園、平野中学校、 

中野小学校、佐原小学校 

栄町 1～3、 

旭町 1～2 
福島市 大森小学校、信夫中学校、福島明成高等学校、信夫学習センター 

大甕下 福島市 野田小学校 

大甕上 福島市 野田中学校 

江井 福島市 吾妻学習センター 

下江井、小沢、 

堤谷 
福島市 西部体育館 

北萱浜、萱浜、 

北原、雫、小浜 
福島市 あづま総合運動公園 

馬場 郡山市 
橘小学校、郡山地方広域消防本部、郡山市市民文化センター、 

赤木地域公民館、橘地域公民館、富久山公民館富久山分室 

雲雀ケ原 1 郡山市 小原田小学校、小原田地域公民館 

雲雀ケ原 2 郡山市 郡山第三中学校、県立郡山東高等学校 

雲雀ケ原 3   郡山市 安積総合学習センター(安積公民館) 

押釜 郡山市 安積総合学習センター（安積公民館） 

大木戸 1・2 郡山市 

安積消防センター、安積第二小学校、カルチャーパーク、 

安積第三小学校、安積第二中学校、安積南地域公民館、 

御代田小学校、安積第一小学校 
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避難元地区名 
避難先市町村 

市町村名 施設名 

牛越、石神 郡山市 

柴宮小学校、柴宮地域公民館、穂積小学校、三和小学校、 

三穂田中学校、三穂田公民館、三穂田地域交流センター、 

三穂田ふれあいセンター（三穂田公民館鹿ノ崎分室） 

大谷 郡山市 田村公民館 

高倉 郡山市 守山中学校 

深野 郡山市 小原田中学校、東部体育館 

大原 郡山市 東部勤労者研修センター、市民プラザ（ビッグアイ 6・7F） 

高 1 二本松市 東和小学校体育館 

高 2 二本松市 東和文化センター 

下太田 二本松市 東和第一体育館 

中太田 二本松市 東和中学校体育館、戸沢住民センター 

牛来 二本松市 渋川小学校体育館、川崎小学校体育館、上川崎住民センター 

陣ケ崎 1・2、片倉 二本松市 安達中学校体育館、安達公民館、安達体育館 

小木迫 二本松市 下川崎住民センター 

益田 二本松市 旭小学校体育館 

上太田、矢川原、

鶴谷 
二本松市 木幡住民センター、太田住民センター、ウッディハウスとうわ 

上北高平 2 本宮市 総合体育館、白沢公民糠沢分館 

下北高平、北泉 本宮市 和田小学校体育館、白沢公民館和田分館、白沢老人福祉センター 

金沢 本宮市 白岩小学校体育館 

上高平 1・2、泉 本宮市 白沢中学校体育館、白沢公民館、白沢体育館 

上北高平 3 本宮市 白沢公民館長屋分館、長屋体育館 

上北高平 1 本宮市 白沢公民館稲沢分館、稲沢体育館、白沢公民館白岩分館 

下高平 本宮市 岳山ふれあい実習館、白沢公民館松沢分館 

長野、北長野、 

北新田、信田沢 
大玉村 

大玉村民体育館、農村環境改善センター、大玉中学校、 

玉井小学校、アットホームおおたま（本館）、 

アットホームおおたま（コテージ）、地域包括支援センター、 

大山小学校、大玉村商工会、北部ふれあいセンター、 

西部ふれあいセンター、東部ふれあいセンター 

 
【小高区】 

避難元地区名 
避難先市町村 

市町村名 施設名 

一区～五区、小高 須賀川市 須賀川アリーナ 

片草、吉名、岡田、 

川原田、泉沢 
須賀川市 

老人福祉センター市民温泉、西袋公民館、西川区民会館、 

西袋第一小学校体育館、西袋地域体育館、須賀川桐陽高校体育館、 

保土原集会所 

大井、塚原 須賀川市 
稲田小学校体育館、稲田中学校体育館、稲田公民館、 

稲田地域体育館、稲公民館、岩渕公民館、泉田区民会館 

飯崎、角間沢、 

金谷、川房 
須賀川市 

市立第三小学校体育館、市立第三中学校体育館、中央公民館、 

上町集会所、四丁目集会所、八幡山集会所、産業会館、 

古戸区集会所 

小谷、摩辰、 

南鳩原、北鳩原、 

羽倉、大富 

須賀川市 白方小学校体育館、岩瀬中学校体育館、白山荘、妙見荘 

大田和、小屋木 須賀川市 仁井田公民館、仁井田中学校体育館 

女場 須賀川市 西袋第二小学校体育館 
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角部内 須賀川市 西袋中学校体育館 

村上 須賀川市 西袋中学校体育館 

上蛯沢、下蛯沢、

浦尻 
須賀川市 梅田プレスセンター、むそう庵、白江小学校体育館、大和荘 

上浦、下浦、行津、 

福岡、井田川 
須賀川市 

仁井田小学校体育館、舘ヶ岡公民館、いわせ老人福祉センター、

みどり荘、石の花コミュニティセンター 

神山、上耳谷、 

下耳谷 
須賀川市 いわせ地域トレーニングセンター 

※避難先市町村の受入バランス及び平成 22年度の国勢調査と現況との人口差の関係から、避難元市町村

の地区によっては、表内の避難先施設が「避難先の割り振り一覧（現況）」の避難先施設と異なって

いる場合があります。 

※福島県原子力災害広域避難計画による。 
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（３）避難経路 
 
①小高・原町 → 須賀川市、福島市、郡山市、二本松市、本宮市、大玉村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 鹿島 → 相馬市、新地町、伊達市 
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３－４ 土砂災害警戒区域・浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域内の要配慮者利用施設 

施設名称 所在地 連絡先 情報伝達方法 

原町第三中学校 原町区下太田字川内前 12番地の 2 0244-22-3802 電話 

八沢小学校 鹿島区南屋形字北原 32 0244-46-2535 電話 

 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

施設名称 所在地 連絡先 情報伝達方法 

けやきデイサービスセンター 原町区小川町 425 0244-23-0818 電話 

特別養護老人ホーム長寿荘 原町区小川町 409 0244-24-1677 電話 

自立研修所 えんどう豆 原町区上高平字中里 430-2 0244-23-4177 電話 

かしま保育園 鹿島区西町 3丁目 90 0244-46-1717 電話 

鹿島区福祉サービスセンター 鹿島区西町 2丁目 117 0244-46-5354 電話 

ひまわりデイサービスセンター 鹿島区西町 2丁目 116 0244-46-1770 電話 

すみれデイサービスセンター内 鹿島区西町 2丁目 165 0244-46-1277 電話 

まごころデイサービスセンター 鹿島区鹿島字北畑 57 0244-46-1311 電話 

特別養護老人ホーム万葉園 鹿島区西町 3丁目 3番地 0244-67-1551 電話 

相談支援事業所「ともに」 鹿島区西町 3-62 0244-46-5505 電話 

多機能事業所「ともに」 鹿島区西町 3-62 0244-46-5505 電話 

いやしの家１ 鹿島区西町 2-2 0244-46-5773 電話 

いやしの家２ 鹿島区横手字八郎内 16-5 0244-46-2527 電話 

いやしの家３ 鹿島区西町 3-23-3 0244-46-3412 電話 

南相馬市鹿島保健センター 鹿島区西町 3丁目 2 0244-46-1451 電話 

小高幼稚園 小高区関場 1丁目 1-1 0244-44-2215 電話 

小高小学校 小高区関場 1丁目 77番地の 1 0244-44-2022 電話 

３－５ 水防倉庫 

設 置 

年 度 
設置河川名 管理団体名 倉庫名 

所 在 地 

大字 字 床面積（㎡） 

H6 小高川 南相馬市 小高区水防倉庫 小高区大井 観音前 132.40 

S42 真野川 南相馬市 鹿島水防倉庫 鹿島区西町 一丁目 19.80 

H10 新田川 南相馬市 橋本町水防倉庫 原町区橋本町 三丁目 26.40 

S48 新田川外 21河川 福島県 原町水防倉庫 原町区高見町 一丁目 115.57 
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３－６ 備蓄倉庫・備蓄品 

備蓄倉庫備蓄品一覧 

品  名 数量 品  名 数量 

クラッカー 22,416 缶 フォークリフト 1 台 

ライスクッキー(食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応) 1,920 食 毛布 9,000 枚 

缶詰（ごもく豆、ひじき） 67,224 缶 下着等一式(男性用) 4,500 着式 

粉ミルク 132 缶 下着等一式(女性用) 4,500 着式 

粉ミルク（食物アレルギー対応） 6 缶 紙おむつ(子供用) 126 ﾊﾟｯｸ 

粉ミルク（哺乳瓶） 1,200 本 卓上コンロ(カセットボンベ付) 132 台 

即席麺（保存用ラーメン） 15,000 食 食器セット 9,000 個 

アルファ米（五目ごはん） 29,900 食 トイレットペーパー 38 箱 

白がゆ（食物アレルギー対応） 14,200 食 石油ストーブ 86 台 

ペットボトル 500ml 108,000 本 簡易トイレ 425 個 

給水タンク 43 個 簡易トイレ袋 127,600 枚 

ポリ容器 430 個 紙おむつ（介護用） 180 ﾊﾟｯｸ 

ポリ袋 2,700 枚 生理用ナプキン 1,854 ﾊﾟｯｸ 

エンジンカッター 3 台 簡易マット 1,500 枚 

油圧切断機・油圧スプレッダ

ー・手動式油圧コンビツール 

3 台 間仕切り（避難所ボード） 43 ｾｯﾄ 

発電機 5 台 

投光器セット 24 台 

レスキューキット BOX型（スコ

ップ、ツルハシ、掛矢） 

43 ｾｯﾄ 

水防シート 215 枚 

土のう袋 2,150 枚 

ロープ 129 巻 

テーブル 47 台 

折りたたみ椅子 94 脚 

椅子用収納台車 3 台 

会議室用テーブル 27 台 

会議室用折りたたみ椅子 54 脚 

 

避難所用防災倉庫用資機材一覧 

品  名 

発電機 簡易カイロ コードリール 

ポリ袋 投光器 布テープ 

簡易トイレ プラコップ 簡易トイレ袋 

拡声器（ハンドメガホン） トイレ用パーソナルテント ポリバケツ 

プライベートルーム（テント） 立入禁止テープ パーテンション（間仕切り） 

トラロープ 毛布 ブルーシート 

防災ラジオ 筆記用具 
（携帯電話・スマートフォン）充

電用コードリール 

LEDヘッドライト LEDライト（懐中電灯） ガソリン缶 

６口電源タップ エンジンオイル  

※市指定避難所４３ヵ所中、石神第一幼稚園・石神第二幼稚園・ハートランドはらまち、小高保育園の

４施設は休園・休止施設のため、未配備 
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３－７ 安定ヨウ素剤備蓄場所 

平成３１年２月現在 

備蓄場所 種別 数量 

小高区 

小高生涯学習センター（浮舟文化会館） 

丸剤 50mg 

5,000 錠 
小高幼稚園 500 錠 
小高小学校 500 錠 
小高中学校 500 錠 
小高産業技術高等学校 1,500 錠 

鹿島区 

鹿島保健センター 

丸剤 50mg 

20,000 錠 
鹿島生涯学習センター（さくらホール） 20,000 錠 
西部コミュニティセンター 10,000 錠 
かしま保育園 500 錠 
かみまの保育園 500 錠 
鹿島幼稚園 500 錠 
上真野幼稚園【休園中】 0 錠 
八沢幼稚園 500 錠 
鹿島小学校 500 錠 
八沢小学校 500 錠 
上真野小学校 500 錠 
鹿島中学校 1,000 錠 

原町区 

原町生涯学習センター（サンライフ南相馬） 

丸剤 50mg 

20,000 錠 
総合病院 15,000 錠 
大甕生涯学習センター 5,000 錠 
馬事公苑 5,000 錠 
石神生涯学習センター 6,000 錠 
クリーン原町センター 10,000 錠 
原町聖愛保育園 500 錠 
あずま保育園 500 錠 
さくらい保育園 500 錠 
北町保育所 500 錠 
よつば保育園 500 錠 
大甕幼稚園 500 錠 
高平幼稚園 500 錠 
青葉幼稚園 500 錠 
原町みなみ幼稚園 500 錠 
さゆり幼稚園 500 錠 
原町第一小学校 1,000 錠 
原町第二小学校 500 錠 
原町第三小学校 500 錠 
高平小学校 500 錠 
大甕小学校 500 錠 
太田小学校 500 錠 
石神第一小学校 500 錠 
石神第二小学校 500 錠 
原町第一中学校 1,000 錠 
原町第二中学校 1,000 錠 
原町第三中学校 500 錠 
石神中学校 1,000 錠 
原町高等学校 1,500 錠 
相馬農業高等学校 1,000 錠 

その他 危機管理課 

丸剤 50mg 228,700 錠 
粉剤 25g 18 瓶 
ゼリー状 16.3mg 656 包 
ゼリー状 32.5mg 2,622 包 

合    計 

丸剤 50mg 367,700 錠 
粉剤 25g 18 瓶 
ゼリー状 16.3mg 656 包 
ゼリー状 32.5mg 2,622 包 
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３－８ 防災行政無線子局の配置 

№ 区 
管理 

番号 
屋外子局名 設置場所 地区等 行政区 

1 鹿島 01 鹿島区役所 鹿島区西町一丁目 1     

2 鹿島 02 小島田 鹿島区小島田字立谷 26 真野 小島田 

3 鹿島 03 永田 鹿島区永田字北田 95-1 八沢 永田 

4 鹿島 04 浮田上 鹿島区浮田字一丁田 156-1 上真野 浮田 

5 鹿島 05 上栃窪 鹿島区上栃窪字山崎 82-1 上真野 上栃窪 

6 鹿島 06 橲原 鹿島区橲原字蕨跡 31 上真野 橲原 

7 鹿島 07 小池下 鹿島区小池字原畑 759 上真野 小池 

8 鹿島 08 北海老下 鹿島区北海老字松坂 4 八沢 北海老 

9 鹿島 09 南柚木 鹿島区南柚木字水神下 42 八沢 南柚木 

10 鹿島 10 川子 鹿島区川子字北森山 7 真野 川子 

11 鹿島 11 塩崎 鹿島区塩崎字房田 116-2 真野 塩崎 

12 鹿島 12 北屋形上 鹿島区北屋形字浦向 100-1 八沢 北屋形 

13 鹿島 13 大内下 鹿島区大内字堤下 18-1 真野 大内 

14 鹿島 14 西町 鹿島区西町二丁目 155 鹿島 西町 

15 鹿島 15 江垂 鹿島区江垂字中館 70-3 真野 江垂 

16 鹿島 16 大内上 鹿島区大内字長岡 96 真野 大内 

17 鹿島 17 千倉 鹿島区鹿島字北千倉 25-1 鹿島 四区 

18 鹿島 18 北右田 鹿島区北右田字成就坊 43 鹿島 北右田 

19 鹿島 19 北海老上 鹿島区北海老字堂ケ迫 8 八沢 北海老 

20 鹿島 20 北屋形下 鹿島区北屋形字藤七作 91-1 八沢 北屋形 

21 鹿島 21 南屋形 鹿島区南屋形字西原 95 八沢 南屋形 

22 鹿島 22 横手 鹿島区横手字西原田 32 上真野 横手 

23 鹿島 23 角川原 鹿島区角川原字東原 16 上真野 角川原 

24 鹿島 24 山下 鹿島区山下字田尻 42 上真野 山下 

25 鹿島 25 栃窪下 鹿島区栃窪字東畑 47 上真野 栃窪 

26 鹿島 26 栃窪上 鹿島区栃窪字今宮 41-1 上真野 栃窪 

27 鹿島 27 浮田下 鹿島区浮田字満中内 328 上真野 浮田 

28 鹿島 28 岡和田 鹿島区岡和田字沢田 3 上真野 岡和田 

29 鹿島 29 小山田 鹿島区小山田字隠町 54 上真野 小山田 

30 鹿島 30 小池上 鹿島区小池字原畑 14-1 上真野 小池 

31 鹿島 31 北畑 鹿島区鹿島字北畑 131 鹿島 一区 

32 鹿島 32 寺内塚合 鹿島区寺内字塚合 103 真野 寺内 

33 鹿島 33 寺内第一 鹿島区寺内字前田 96 真野 寺内 

34 鹿島 34 寺内権現沢 鹿島区寺内字権現沢 157 真野 上寺内 

35 鹿島 35 宮田広場 鹿島区烏崎字宮田 61-2 真野 烏崎 

36 鹿島 36 南海老上 鹿島区南海老字西畑 68-2 八沢 南海老 

37 鹿島 37 南右田上 鹿島区南右田字榎内 146-1 鹿島 北右田 

38 鹿島 38 烏崎 鹿島区烏崎字南谷地 207   

39 鹿島 39 南右田下 鹿島区南右田字二ツ沼 115   

40 鹿島 40 南海老下 鹿島区南海老字中谷地 198-1   

41 鹿島 41 港 鹿島区北海老字釜舟戸 142   

42 鹿島 42 台田中 鹿島区鹿島字熊ノ前 33 鹿島 台田中 

43 小高 01 小高区役所 小高区本町二丁目 78     

44 小高 02 小高コミュニティセンター 小高区蛯沢字藤沼 50-1   上蛯沢 

45 小高 03 小高小学校 小高区関場一丁目 1-1   二区 

46 小高 04 小高中学校 小高区吉名字中坪 1   吉名 

47 小高 05 第一浄水場上 小高区吉名字岩屋堂 257   吉名 

48 小高 06 桃内駅東 小高区耳谷字桃内 69   上耳谷 

49 小高 07 西部グラウンド 小高区飯崎字北原 51-1   飯崎 

50 小高 08 小屋木集落センター 小高区小屋木字市阿弥 18   小屋木 

51 小高 09 金谷公会堂 小高区金谷字若林 49   金谷 

52 小高 10 川房公会堂 小高区川房字東畑 101-2   川房 
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№ 区 
管理 

番号 
屋外子局名 設置場所 地区等 行政区 

53 小高 11 小谷集落センター 小高区小谷字元屋敷 76-1   小谷 

54 小高 12 鳩原小学校 小高区南鳩原字西畑 24-2   南鳩原 

55 小高 13 大富集落センター 小高区大富字不動沢 147-4   大富 

56 小高 14 羽倉集落センター 小高区羽倉字南沢 139-33   羽倉 

57 小高 15 塚原公会堂 塚原字浜田 361-2   

58 小高 16 村上海岸 村上字横砂 27-9   

59 小高 17 村上集落センター 小高区村上字前谷地 464-2   

60 小高 18 角部内 小高区角部内字南台 3-1   

61 小高 19 井田川 小高区井田川字南新田 833-1   

62 小高 20 浦尻 小高区浦尻字原 31-4   

63 小高 21 下蛯沢 小高区蛯沢字広畑 132-1   下蛯沢 

64 原町 01 谷地中 原町区金沢字谷地中 1-1 高平地区 金沢 

65 原町 02 町池 原町区泉字町池 513 高平地区 泉 

66 原町 03 町下 原町区泉字町下 7-1 高平地区 泉 

67 原町 04 前向 原町区泉字前向 1020 高平地区 泉 

68 原町 05 原畑 原町区萱浜字原畑 55-1 大甕地区 北萱浜 

69 原町 06 福田 原町区雫字福田 462-1 大甕地区 雫 

70 原町 07 野馬道１ 原町区雫字野馬道 248 大甕地区 雫 

71 原町 08 野馬道２ 原町区雫字野馬道 223-1 大甕地区 雫 

72 原町 09 権現下 原町区雫字権現下 441-1   

73 原町 10 駅前 原町区旭町二丁目 27-8  原町地区（第五方部） 旭町二 

74 原町 11 上高平 原町区上北高平字京塚 593 高平地区 上北高平二 

75 原町 12 国見団地 原町区国見町三丁目 5-123 原町地区（第一方部） 国見町団地一 

76 原町 13 中太田 原町区中太田字天狗田120－24 太田地区 中太田 

77 原町 14 陣ヶ崎 原町区上太田字陣ケ崎 353 原町地区（第一方部） 陣ケ先二 

78 原町 15 大原 原町区大原字台畑 7-6 石神地区 大原 

79 原町 16 仲町 原町区仲町二丁目 164 原町地区（第二方部） 仲町二 

80 原町 17 萱浜 原町区萱浜字広谷地 35 大甕地区 萱浜 

81 原町 18 高松 原町区上北高平字高松 387 高平地区 上北高平三 

82 原町 19 青葉町 原町区青葉町二丁目 79－17 原町地区（第七方部） 青葉町 

83 原町 20 上渋佐 原町区上渋佐字前屋敷 78-10 原町地区（第七方部） 上渋佐 

84 原町 21 高倉 原町区高倉字神前 46-2 石神地区 高倉 

85 原町 22 原町一小 原町区東町二丁目 66-1 原町地区（第三方部） 東町一 

86 原町 23 原町二小 原町区橋本町一丁目 101-4 原町地区（第六方部） 橋本町一 

87 原町 24 原町三小 原町区上町一丁目 13-3 原町地区（第二方部） 上町 

88 原町 25 太田小 原町区益田字塩釜 61-1 太田地区 益田 

89 原町 26 大甕小 原町区大甕字鶴蒔 8 大甕地区 大甕下 

90 原町 27 石神一小 原町区北長野字北原田 561 石神地区 北長野 

91 原町 28 石神二小 原町区大木戸字西原 1-1 石神地区 大木戸一 

92 原町 29 高平小 原町区下北高平字古舘 308-1 高平地区 下高平 

93 原町 30 原町二中 原町区桜井町一丁目 152 原町地区（第七方部） 桜井町一 

94 原町 31 原町三中 原町区下太田字川内前 30-3 太田地区 下太田 

95 原町 32 石神中 原町区石神字北畑 47-1 石神地区 石神 

96 原町 33 小川町体育館 原町区小川町 322-1 原町地区（第三方部） 小川町一 

97 原町 34 ひばり生涯学習センター 原町区本陣前三丁目 60-2 原町地区（第一方部） 本陣前三 

98 原町 35 馬場公会堂 原町区馬場字中内 222-11 石神地区 馬場 

99 原町 36 田堤 原町区大甕字田堤 10-1 大甕地区 大甕下 

100 原町 37 大迫 原町区小浜字大迫 546 大甕地区 小浜 

101 原町 38 谷 原町区下江井字台 32-1 大甕地区 下江井 

102 原町 39 根田 原町区堤谷字根田 179-4 大甕地区 堤谷 

103 原町 40 南相馬市役所 原町区本町二丁目 27     

104 原町 41 水神崎 原町区金沢字西山 55-1 高平地区 金沢 

105 原町 42 浦 原町区北泉地蔵堂 161-2 高平地区 北泉 

106 原町 43 北泉 原町区北泉字浦頭 439-17 高平地区 北泉 
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屋外子局名 設置場所 地区等 行政区 

107 原町 44 地蔵堂２ 原町区北泉地蔵堂 80-4 高平地区 北泉 

108 原町 45 仲西 原町区下渋佐字仲西 384 原町地区（第七方部） 上渋佐 

109 原町 46 大橋 原町区下渋佐字赤沼 333 原町地区（第七方部） 上渋佐 

110 原町 47 江井 原町区江井字大代 64 大甕地区 江井 

111 原町 48 南見谷地 原町区萱浜字見谷地 152-1   

112 原町 49 巣掛場 原町区萱浜字巣掛場 45-76 大甕地区 北萱浜 

113 原町 50 神田 原町区萱浜字神田 44 大甕地区 萱浜 

114 原町 51 丸山 原町区小浜字丸山 242   

115 原町 52 小沢 原町区小沢字小沢 263-2   
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３－９ 避難勧告等の発令基準（目安） 

避難の種類 発令基準（目安） 

避難準備・

高齢者等避

難開始 

【新田川】 

○新田川の原町水位観測所の水位が避難判断水位（2.70ｍ）に到達したと発表され、

かつ、水位予測において引き続きの水位上昇が見込まれている場合 

○新田川の原町水位観測所の水位が氾濫危険水位（2.69ｍ）に到達することが予想さ

れる場合（急激な水位上昇による氾濫のおそれのある場合） 

【小高川】 

○小高川の小高水位観測所の水位が避難判断水位（2.9ｍ）に到達した場合 

○小高川の小高水位観測所の水位が氾濫注意水位（2.5ｍ）を越えた状態で、次の①～

③のいずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

①上流の水位が急激に上昇している場合 

②小高川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合 

③上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

【真野川】 

○真野川の小田島堰水位観測所の水位が避難判断水位（3.9ｍ）に到達した場合 

○真野川の小島田堰水位観測所の水位が氾濫注意水位（3.2ｍ）を越えた状態で、次の

①～③のいずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

①上流の一の堰水位観測所の水位が急激に上昇している場合 

②真野川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合 

③上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

【太田川】 

○太田川の太田水位観測所の水位が水防団待機水位（1.5ｍ）に到達し、次の①～③の

いずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合 

①上流の水位観測所の水位が上昇している場合 

②太田川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場合 

③上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

【一般】 

○軽微な漏水・侵食等が発見された場合 

○避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 

○横川ダム又は、高の倉ダムの放流量が洪水流量を越える見込みのある場合(横川ダム

30m/s、高の倉ダム 7m/s) 

(堤内地) 

○1時間降雨量 30㎜を超え、かつ 2時間降雨予測が 100㎜を超えるおそれのある場合。 

【土砂災害】 

○大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報で「実況

または予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達」する場合 

○数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定される場合 

○大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）

に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合 

○本市の年間降水量(1,289 ㎜)の 10 分の 1 に相当する降雨量(128.9 ㎜)に達するおそ

れのある場合 

避難勧告 【新田川】 

○指定河川洪水予報により、新田川の原町水位観測所の水位が、氾濫危険水位（2.96

ｍ）に到達したと発表された場合 

○指定河川洪水予報により、新田川の原町水位観測所の水位が、堤防天端高を越える

ことが予想される場合（急激な水位上昇による氾濫のおそれのある場合） 

【小高川】 



資料-119 

○小高川の小高水位観測所の水位が氾濫危険水位（3.41ｍ）に到達した場合 

○小高川の小高水位観測所の水位が氾濫注意水位を越えた状態で、次の①～③のいず

れかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

①上流の水位が急激に上昇している場合 

②小高川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合 

③上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

【真野川】 

○真野川の小島田堰水位観測所の水位が氾濫危険水位（4.6ｍ）に到達した場合 

○真野川の小島田水位観測所の水位が氾濫注意水位を越えた状態で、次の①～③のい

ずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

①上流の一の堰水位観測所の水位が急激に上昇している場合 

②真野川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合 

③上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

【太田川】 

○太田川の太田水位観測所の水位が氾濫注意水位（2.2ｍ）に到達し、次の①～③のい

ずれかにより、引き続き水位上昇のおそれがある場合 

①上流の水位観測所の水位が上昇している場合 

②太田川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過する場合 

③上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

(堤内地) 

○1時間降雨量 50㎜を超え、かつ 2時間降雨予測が 150㎜を超えるおそれがある場合。 

【土砂災害】 

○土砂災害警戒情報が発表された場合 

○土砂災害に関するメッシュ情報で「予想で土砂災害警戒情報の基準に到達」する場合 

○大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発表され

た場合 

○土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された

場合 

避 難 指 示

（緊急） 

【新田川】 

○決壊や越水・溢水が発生した場合 

○新田川の原町水位観測所の水位が、氾濫危険水位である 2.69ｍを越えた状態で、指

定河川洪水予報の水位予測により、堤防天端高に到達するおそれが高い場合（越水・

溢水のおそれのある場合） 

【小高川・真野川・太田川】 

○小高水位観測所、小島田堰水位観測所、太田水位観測所の水位が堤防高に到達する

おそれが高い場合 

【一般】 

○異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場合 

○樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象区域を限定する） 

○避難勧告等による立退き避難が十分でなく、再度、立退き避難を居住者等に促す必

要がある場合 

【土砂災害】 

○土砂災害警戒情報が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報で「実況で土

砂災害警戒情報の基準に到達」した場合 

○土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合 

○土砂災害が発生した場合 

○山鳴り、流木の流出の発生が確認された場合 

屋内待機指

示 

○河川の氾濫、土砂災害が発生し避難経路への冠水や通行支障等が予想されるとき 
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３－１０ 気象警報・注意報発表基準 

府県予報区：福島県   一次細分区域：浜通り  市町村等をまとめた地域：浜通り北部 

警

報 

大雨 
(浸水害) 表面雨量指数基準 14 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 129 

洪水 

流域雨量指数基準 
真野川流域=29.7、笹部川流域=6、小高川流域=17.4、前

川流域=6.3 

複合基準※ 小高川流域=（6、15.6） 

指定河川洪水予報

による基準 
福島県新田川［原町］ 

暴風 平均風速 陸上 18m/s    海上 18m/s 

暴風雪 平均風速 
陸上 18m/s雪を伴う 

海上 18m/s雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ 25cm 

山沿い 12時間降雪の深さ 30cm 

波浪 有義波高 6.0m 

高潮 潮位 1.4m 

注

意

報 

大雨 
表面雨量指数基準 9 

土壌雨量指数基準 83 

洪水 

流域雨量指数基準 
真野川流域=23.7、笹部川流域=4.8、小高川流域=13.9、

前川流域=5 

複合基準※ 
真野川流域=（7、18.3）、笹部川流域=（6、3.8）、小高

川流域=（5、13.7） 

指定河川洪水予報

による基準 
福島県新田川［原町］ 

強風 平均風速 陸上 12m/s   海上 12m/s 

風雪 平均風速 
陸上 12m/s雪を伴う 

海上 12m/s雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12時間降雪の深さ 10cm 

山沿い 12時間降雪の深さ 20cm 

波浪 有義波高 3.0m 

高潮 潮位 0.9m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 融雪により被害が予想されるとき 

濃霧 視程 陸上 100m   海上 500m 

乾燥 
①最小湿度 40％、実効湿度 60％で風速 8m/s以上 

②最小湿度 30％、実効湿度 60％  

なだれ 
①24時間降雪の深さが 40cm以上 

②積雪 50cm以上で日平均気温 3℃以上の日が継続 

低温 

夏期：最高・最低・平均気温のいずれかが平年より 4～5℃以上低い日が数日

以上続くとき 

冬期：浜通り、中通り中部、中通り北部の平地：最低気温が-8℃以下、又は

-5℃以下の日が数日続く 

霜 
早霜、晩霜期におおむね最低気温 2℃以下（早霜期は農作物の生育を考慮し

実施する） 

着氷・着雪 大雪注意報の条件下で気温が-2℃より高い場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

※（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値 
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３－１１ ヘリコプター臨時離着陸場 

名称 所在地 管理者 

鹿島生涯学習センター 鹿島区寺内字迎畑 22-1 市長 

鹿島中学校 鹿島区寺内字落合 28 市長 

小高片草運動場 小高区片草字南原 46-1 市長 

小高西部運動場 小高区飯崎字北原 51 市長 

萱浜ニュースポーツ広場 原町区萱浜字掛巣場 45-134 市長 

南相馬市サッカー場 原町区高見町一丁目５ 市長 

雲雀ケ原祭場地 原町区中太田地内 市長 
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３－１２ 緊急通行車両の標章 

 
       標章 

                               備考 
１．色彩は、記号を黄色、緑及び「緊
急」の文字を赤色、「登録（車両）
番号」、「有効期限」、「年」、「月」
及び「日」の文字を黒色、登録（車
両）番号並びに年、月及び日を表示
する部分を白色、地を銀色とする。 

２．記号の部分に、表面の画像が光の
反射角度に応じて変化する措置を
施すものとする。 

３．図示の長さの単位は、センチメー
トルとする。 

 
 
 
 
 
 
 
      緊急通行車両以外の車両通行止標示 
 

備考 
1.  色彩は、文字、縁線及び区分線を
青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を
白色とする。 

2.  縁線及び区分線の太さは、１セン
チメートルとする。 

3.  図示の長さの単位は、センチメー
トルとする。 

4.  道路の形状又は交通の状況によ
り特別の必要がある場合にあって
は、図示の寸法の２倍まで拡大し、
又は図示の寸法の２分の１まで縮
小することができる。 
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３－１３ 自主防災組織一覧 

【原町区】 

№ 組織名 № 組織名 № 組織名 

1 国見町一自主防災会 33 旭町一自主防災会 65 矢川原自主防災会 

2 国見町二自主防災会 34 旭町二自主防災会 66 片倉自主防災会 

3 国見町三自主防災会 35 二見町一自主防災会 67 馬場自主防災会 

4 国見町団地一自主防災会 36 二見町二自主防災会 68 雲雀ケ原一自主防災会 

5 上町行政区 37 青葉町自主防災会 69 雲雀ケ原二自主防災会 

6 西町自主防災会 38 錦町一自主防災会 70 雲雀ケ原三自主防災会 

7 三島町一自主防災会 39 錦町二自主防災会 71 大木戸一自主防災会 

8 三島町二自主防災会 40 桜井町一自主防災会 72 大木戸二自主防災会 

9 仲町一自主防災会 41 桜井町二自主防災会 73 牛越自主防災会 

10 仲町二自主防災会 42 高見町自主防災会 74 石神自主防災会 

11 仲町三自主防災会 43 日の出町自主防災会 75 押釜自主防災会 

12 北町一自主防災会 44 上渋佐自主防災会 76 高倉自主防災会 

13 北町二自主防災会 45 北萱浜自主防災会 77 大谷自主防災会 

14 小川町自主防災会 46 萱浜自主防災会 78 大原自主防災会 

15 本町一自主防災会 47 北原自主防災会 79 信田沢自主防災会 

16 本町二自主防災会 48 大甕上自主防災会 80 深野自主防災会 

17 本町三自主防災会 49 大甕下自主防災会 81 長野自主防災会 

18 南町一自主防災会 50 雫自主防災会 82 北長野自主防災会 

19 南町二自主防災会 51 小浜自主防災会 83 北新田自主防災会 

20 南町三自主防災会 52 江井自主防災会 84 上北高平一自主防災会 

21 南町四自主防災会 53 下江井自主防災会 85 上北高平二自主防災会 

22 本陣前二行政区 54 小沢自主防災会 86 上北高平三自主防災会 

23 本陣前三自主防災会 55 堤谷自主防災会 87 上高平一自主防災会 

24 陣ケ崎一自主防災会 56 小木廹自主防災会 88 上高平二自主防災会 

25 陣ケ崎二自主防災会 57 鶴谷自主防災会 89 下高平自主防災会 

26 橋本町一自主防災会 58 高一自主防災会 90 下北高平自主防災会 

27 橋本町二自主防災会 59 高二自主防災会 91 泉自主防災会 

28 橋本町三自主防災会 60 益田自主防災会 92 北泉自主防災会 

29 橋本町四自主防災会 61 下太田自主防災会 93 金沢自主防災会 

30 栄町一自主防災会 62 牛来行政区 94 下渋佐自主防災会 

31 東町一自主防災会 63 中太田自主防災会 
  

32 東町二自主防災会 64 上太田自主防災会 
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【小高区】 

№ 組織名 № 組織名 № 組織名 

1 一区自主防災会 14 角間沢自主防災会 27 上蛯沢自主防災会 

2 二区自主防災会 15 小谷自主防災会 28 下蛯沢自主防災会 

3 三区自主防災会 16 摩辰自主防災会 29 浦尻自主防災会 

4 四区自主防災会 17 南鳩原自主防災会 30 下浦自主防災会 

5 五区自主防災会 18 北鳩原自主防災会 31 行津自主防災会 

6 小高自主防災会 19 羽倉自主防災会 32 上浦自主防災会 

7 片草自主防災会 20 大富自主防災会 33 神山自主防災会 

8 吉名自主防災会 21 金谷自主防災会 34 上耳谷自主防災会 

9 岡田自主防災会 22 川房自主防災会 35 下耳谷自主防災会 

10 川原田自主防災会 23 大田和自主防災会 36 泉沢自主防災会 

11 大井自主防災会 24 小屋木自主防災会 37 福岡自主防災会 

12 塚原自主防災会 25 女場自主防災会 38 村上自主防災会 

13 飯崎自主防災会 26 角部内自主防災会 39 井田川自主防災会 

 

【鹿島区】 

№ 組織名 № 組織名 № 組織名 

1 新町自主防災会 15 大内自主防災会 29 角川原自主防災会 

2 西町自主防災会 16 烏崎自主防災会 30 横手自主防災会 

3 一区自主防災会 17 小島田自主防災会 31 山下自主防災会 

4 二区自主防災会 18 南屋形自主防災会 32 車川自主防災会 

5 三区自主防災会 19 北海老自主防災会 33 浮田自主防災会 

6 四区自主防災会 20 南海老自主防災会 34 岡和田自主防災会 

7 台田中自主防災会 21 北屋形自主防災会 35 牛河内自主防災会 

8 北右田自主防災会 22 南柚木自主防災会 36 小山田自主防災会 

9 上寺内自主防災会 23 永田自主防災会 37 小池自主防災会 

10 寺内自主防災会 24 永渡自主防災会 38 橲原自主防災会 

11 大谷地自主防災会 25 上栃窪自主防災会 39 三里自主防災会 

12 江垂自主防災会 26 栃窪自主防災会 40 西川原団地自主防災会 

13 塩崎自主防災会 27 御山自主防災会 
  

14 川子自主防災会 28 白坂自主防災会 
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３－１４ 消防団一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車部 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

自動車部 

第一部 

 第二部 

 第三部 

 第四部 

 第五部 

 
第一部 

 第二部 

 第三部 

 第四部 

 第五部 

 第六部 

第七部 

 第八部 

 第九部 

 
第一部 

 第二部 

 第三部 

 第四部 

 第五部 

 第六部 

 第七部 

 
第一部 

 第二部 

 第三部 

 第四部 

 第五部 

 第六部 

 

市街地全域 

橋本町、南町、上町、西町、本陣町、二見町、国見町、三島町 

本町、北町、小川町、東町、仲町 

栄町、大町、旭町、青葉町 

桜井町、高見町、日の出町、錦町 

上渋佐 

下渋佐 

益田、矢川原の一部 

上太田、片倉、矢川原 

 中太田、下太田、牛来 

 鶴谷、小木廹 

 高一、高二 

 陣ケ崎一、陣ケ崎二 

 
北原 

 南萱浜 

北萱浜 

 雫 

 大甕上、大甕下 

 小浜 

江井、下江井 

 堤谷 

 小沢 

 
北泉 

 泉 

 下北高平、下高平 

 上高平一、上高平二 

 上北高平二(曲田) 

 金沢 

 上北高平一、上北高平三(高松、植松) 

 
大原、大谷 

 深野 

 信田沢 

 石神 

 押釜、高倉 

 馬場 

 

原町区団 

第一分団 

原  町 

第二分団 

太  田 

第三分団 

大  甕 

第四分団 

高  平 

第五分団 

石  神 

南 
 

相 
 

馬 
 

消 
 

防 
 

団 
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第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

第七部 

南小高 

川原田 

岡田 

吉名 

片草 

小高 

大井 

第一分団 

中  部 

小高区団 

第八部 塚原 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

第七部 

飯崎 

小谷 

南鳩原 

北鳩原 

羽倉 

大富 

金谷 

第二分団 

西  部 

第八部 川房 

第九部 大田和 

第十部 小屋木 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

第七部 

女場、福岡 

村上 

泉沢 

角部内 

上蛯沢、下蛯沢 

井田川 

浦尻 

第三分団 

東  部 

第八部 下浦 

第九部 行津、上浦 

第十部 上耳谷、下耳谷 

第十一部 神山 

第八部 

 第九部 

 

長野、北長野、北新田 

 雲雀ケ原(一、二、三) 

 

大木戸(一、二)、牛越 

 

第七部 
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機動部 

第一部 

第二部 

第三部 

第一分団の区域全域 

町 

台田中 

北右田 

第一分団 

鹿  島 

鹿島区団 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

第七部 

寺内 

江垂 

塩崎 

川子 

大内 

烏崎 

小島田 

第二分団 

真  野 

第八部 上寺内 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

第八部 

 

上栃窪 

栃窪 

御山、白坂 

角川原 

横手 

山下 

岡和田 

 

第四分団 

上 真 野 

第九部 

 

小山田 

 第十部 

 

小池 

 第十一部 

 

橲原 

 

第四部 南右田 

機動部 第四分団の区域全域 

第一部 

第二部 

第三部 

第四部 

第五部 

第六部 

南屋形、永田 

北海老 

南海老 

北屋形 

南柚木、永渡 

港 

第三分団 

八  沢 
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３－１５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 

福島県災害救助法施行細則による 

救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 

避難所の

設置 

災害により現に被害を

受け、又は受けるおそれ

のある者 

避難所設置費 

１日 1人当たり 320円 

福祉避難所を設置した場合は、特別

な配慮のために必要な避難所を設置

した地域における通常の実費を加算

する。 

災害発生の

日から７日

以内 

１ 学校、公民館等の既存の

建物を充てることを原則

とするが、これら適当な建

物が得難い場合には、野外

に仮小屋を設置し、天幕を

設営し、又はその他の適切

な方法により実施 

２ 避難所での生活が長期

にわたる場合等において

は、避難所に避難している

者への健康上の配慮等に

より、ホテル・旅館等宿泊

施設の借上げを実施 

応急仮設

住宅の供

与 

住家が全壊、全焼又は流

失し、居住する住家がな

い者であって、自らの資

力では住宅を得ること

ができない者 

１ 建設型仮設住宅 

１戸あたり 5,610,000 円 

・建設型仮設住宅を同一敷地内又

は近接する地域内におおむね

50戸以上設置した場合は、居住

者の集会等に利用するための

施設を設置でき、50戸未満の場

合でも戸数に応じた小規模な

施設を設置できる。 

・福祉仮設住宅を建設型仮設住宅

として設置することができる。 

２ 借上型仮設住宅 

世帯の人数に応じて１に準拠 

建設型は災

害発生の日

から 20日以

内着工 

 

借上型は災

害発生の日

から速やか

に提供 

１ 供与期間  

完成の日から建築基準

法第 85 条第 3 項又は第 4

項の規定による期間内と

する。 

炊き出し

その他に

よる食品

の給与 

１ 避難所に収容され

た者 

２ 住家に被害を受け

て炊事のできない者 

１ １人１日当たり 1,140円以内 災害発生の

日から７日

以内 

 

１ 炊出しその他による食

品の給与は、被災者が直ち

に食することができる現

物 

２ 費用は、主食、副食及び

燃料等の経費 

飲料水の

供給 

現に飲料水を得ること

ができない者 

水の購実入費並びに給水及び浄水

に必要な機械、器具等の借上費、修

繕費及び燃料費並びに薬品費及び資

材費とし、当該地域における通常の

実費 

災害発生の

日から７日

以内 

 

被服、寝

具その他

生活必需

品の給与

又は貸与 

全壊（焼）半壊（焼）、

流失、床上浸水等によ

り、生活上必要な被服、

寝具、その他日用品を喪

失又は損傷し、直ちに日

常生活を営むことが困

難な者 

１ 夏期（４月～９月）、冬期（10

月～３月）の季別は災害発生の日

をもって決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の

日から 10日

以内 

１ 現物給付に限ること 

(1) 被服、寝具及び身の回り

品 

(2) 日用品 

(3) 炊事用具及び食器 

(4) 光熱材料 

区分 

 

単位円 

１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６人以上 

１人増す 

ごとに加算 

全壊・全焼・ 
流失 

夏 18,500 23,800 35,100 52,000 53,200 7,800 

冬 30,600 39,700 55,200 64,500 81,200 11,200 

半壊・半焼・ 
床上浸水 

夏 6,000 8,100 12,200 14,800 18,700 2,600 

冬 9,800 12,800 18,100 21,500 27,100 3,500 
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救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 

医 療 医療の途を失った者 

（応急的に処置） 

１ 救護班…使用した薬剤、治療材

料、医療器具破損修繕等の実費 

２ 病院又は診療所…国民健康保

険診療報酬の額以内 

３ 施術者…協定料金の額以内 

災害発生の

日から 14日

以内 

１ 医療の範囲 

(1) 診療 

(2) 薬剤又は治療材料の支

給  

(3) 処置、手術その他の治療

及び施術 

(4) 病院又は診療所への収

容  

(5) 看護 

助 産 災害発生の日以前又は

以後７日以内に分べん

した者であって、災害の

ため助産の途を失った

者  

１ 救護班等による場合は、使用し

た衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣行料金

の 2割引以内の額 

分べんした

日から７日

以内 

１ 助産の範囲 

(1) 分べんの介助 

(2) 分べん前及び分べん後

の処置 

(3) 脱脂綿、ガーゼその他の

衛生材料の支給 

被災者の

救出 

１ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 

２ 生死不明な状態に

ある者 

救出のための機械、器具等の借上

費又は購入費、修繕費、燃料費等と

し、費用額は当該地域における通常

の実費 

災害発生の

日から３日

以内 

 

被災した

住宅の応

急修理 

１ 住宅が半壊（焼）し、

自らの資力により応

急修理をすることが

できない者 

２ 大規模な補修を行

わなければ住家に居

住することが困難で

ある者 

居室、炊事場及び便所等日常生活

の必要最小限度の部分に対し、現物

をもって行う。 

１世帯当たり 584,000円以内 

災害発生の

日から１ヵ

月以内 

 

学用品の

給与 

住家の全壊（焼）、流失、

半壊（焼）又は床上浸水

により学用品を喪失又

は損傷し、就学上支障の

ある小学校児童及び中

学校生徒及び高等学校

等生徒 

１ 教科書及び教科書以外の教材

で、教育委員会に届出又はその承

認を受けて使用している教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、次の金

額以内 

小学校児童１人当たり 4,400 円 

中学校生徒１人当たり 4,700円 

高等学校等生徒１人当たり 5,100

円 

災害発生の

日から 

（教科書） 

１ヵ月以内 

（その他学

用品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々

の実情に応じて支給する。 

埋 葬 災害の際死亡した者に

ついて、死体の応急的処

置程度のものを行う。 

１ 棺（付属品含む） 

２ 埋葬及び火葬（賃金職 員等雇

上費含む） 

３ 骨つぼ及び骨箱 

埋葬費 

１体当たり 

大人（12歳以上）211,300円以内 

小人（12才未満）168,900円以内 

災害発生の

日から 10日

以内 

 

死体の捜

索 

行方不明の状態にあり、

かつ、各般の事情により

すでに死亡していると

推定される者 

捜索のための機械、器具等の借上

費又は購入費、修繕費、燃料費等と

し、費用額は当該地域における通常

の実費 

災害発生の

日から 10日

以内 

 

死体の処

理 

災害の際死亡した者に

ついての死体に関する

処理（埋葬を除く。） 

(洗浄・縫合、消毒等の措置) 

１体当たり 3,400円以内 

(一時保存) 

既存建物借上費 通常の実績 

既存建物以外  

１体当たり 5,300円以内 

(検案)  

救護班以外は慣行料金額以内 

災害発生の

日から 10日

以内 

１ 検案は原則として救護

班が行う。 

２ 死体の一時保存にドラ

イアイスの購入費等が必

要な場合は、当該地域にお

ける通常の実績を加算で

きる。 
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救助の種類 対  象 費用の限度額 期 間 備  考 

障害物の

除去 

居室、炊事場、玄関等に

障害物が運びこまれて

いるため生活に支障を

きたしている場合で、自

らの資力では除去する

ことができない者 

ロープ、スコップその他除去のた

め必要な機械、器具等の借上費又は

購入費及び輸送費並びに賃金職員等

雇用費等 

１世帯当たり 135,400円以内 

災害発生の

日から 10日

以内 

 

応急救助

のための

輸送費及

び賃金職

員等雇上

費 

１ 被災者の避難 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理配

分 

当該地域における通常の実績 救助の実施

が認められ

る期間以内 

 

 

救助の種類 範 囲 費用の限度額等 期 間 備  考 

実費弁償 災害救助法

施行令第 10

条第１号か

ら第４号ま

でに規定す

る者 

 

 

 

 

 

同第 10条第

５号から第

10号までに

規定する者 

１人１日当たり 

医師、歯科医師 22,000円以内 

薬剤師 16,000円以内 

保健師、助産師、看護師 16,700円以内 

救急救命士 13,900円以内 

土木技術・建築技術者 15,700円以内 

大工  25,900円以内 

左官  24,500円以内  

とび職 24,500円以内 

 

地域における慣行料金による支出実績に手数

料としてその 100 分の３の額を加算した額以

内 

救助の実施

が認められ

る期間以内 

時間外勤務手当及び旅費

並びに宿泊費は、常勤職員の

均衡を考慮して算定した額 
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３－１６ 被害の認定基準 

被害区分 認     定     基     準 

人 

の 

被 

害 

死   者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できない

が死亡したことが確実な者 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。 

負傷者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者 

   （重傷）１か月以上の治療を要する見込みの者 

  （軽傷）１か月未満で治療できる見込みの者 

住 

 

家 

 

の 

 

被 

 

害 

住   家 
現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうか問わない。 

棟 

一つの建築物をいう。 

主屋より延べ面積の小さい建築物（同じ宅地内にあるもので、非住家とし

て計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場）が付着している

場合は同一棟とみなす。 

また、渡り廊下のように、二つ以上の主屋に付着しているものは切半して、

それぞれを主屋の附属建物とみなす。 

世   帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同一家屋内の親子夫婦であ

っても、生活の実態が別々であれば当然２世帯となるわけである。また、主

として学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿、その他これらに類する施設に

宿泊するもので共同生活を営んでいる者については、原則としてその寄宿舎

等を１世帯として取り扱う。） 

全   壊 

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流失した部分の

床面積が、その住家の延べ面積の 70％以上に達したもの、又は住家の主要構

造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のものとする。 

大規模半壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修

を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部

分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満のもの、又は住家の主要な構成

要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が 40％以上 50％未満のものとする。 

半   壊 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的

には損壊部分が、その住家の延べ面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住

家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のものとす

る。 

一 部 損 壊 
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度の

ものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂、

竹木等のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非 

住 

家 

の 

被 

害 

非住家 

住宅以外の建物でこの報告中、他の被害箇所項目に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

なお、この被害は、全壊・半壊の被害を受けたもののみ記入する。 

公共建物 役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供せる建物とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 
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被害区分 認     定     基     準 

 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

 

田の流失・ 

埋   没 

田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったもの

とする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失・埋

没・畑の冠水 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護

学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

道   路 
道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路のうち、

橋梁を除いたものとする。 

 

損  壊 
道路の全部又は一部の損壊、又は崩土により通行不能あるいは通行規制に

なったもの及び応急処理が必要なものとする。 

冠  水 
道路が水をかぶり通行不能となったもの及び通行規制が必要なものとす

る。 

通行不能 道路の損壊又は冠水等により通行が不能になったものとする。 

橋りょう 
道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋で全部又は一部が

流失したもの及び損壊により応急修理が必要なものとする。 

河   川 

河川法（昭和 39年法律第 167 号）が適用され、若しくは準用される河川 若

しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、

床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とす

る河岸とする。 

 

破  堤 堤防等破堤により水が堤内にあふれ出たものとする。 

越  水 
堤防等は破堤していないが、水が堤防等を乗り越えて堤内へ流れ込む状態

のものとする。 

その他 
破堤や越水はしていないが、堤防法面が損壊する等応急修理が必要なもの

とする。 

港   湾 

漁   港 

港湾法（昭和 25年法律第 218 号）第２条第５項及び漁港法（昭和 25 年法 

律第 137 号）第３条に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、又は港

湾・漁港の利用及び管理上必要な臨港交通のための施設とする。 

砂   防 

砂防法（明治 30年法律第 29 号）第１条に規定する砂防設備、同法第３条

の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の

規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

崖くずれ 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57号）

第２条に規定する急傾斜地崩壊防止施設及び急傾斜地の崩壊（いわゆる崖く

ずれを含む。）による災害で人命、人家、公共的建物に被害があったものと

する。 

地すべり 

地すべりによる災害で、地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30 号）第２

条に規定する地すべり防止施設及び人命、人家、公共的建物に被害のあった

ものとする。 

土石流 土石流による災害で、人命、人家、公共的建物に被害のあったものとする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

船舶被害 

ろ・かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能にな

ったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ、航

行できない程度の被害を受けたものとする。 

通信被害 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 
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被害区分 認     定     基     準 

り災世帯 
災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

り災者 り災世帯の構成員とする。 

公立文教施設 公立の文教施設をいう。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和 25年法律第 169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、

農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）に

よる国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防

設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、

道路、港湾、漁港及び下水道とする。 

その他の 

公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をい

い、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公共又は公共の用に供

する施設とする。 

災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土

木施設及びその他の公共施設については、査定済額を記入し、未査定額

（被害見込額）はカッコ書きするものとする。 

公共施設被害 

市町村数 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設

の被害を受けた市町村とする。 

そ 

 

の 

 

他 

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作

物等の被害とする。 

林産被害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害と

する。 

畜産被害 
農林水産施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とす

る。 

水産被害 
農林水産施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の

被害とする。 

商工被害 
建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等と

する。 
 

被害の程度及び応急対策状況（経過）要請事項等の記載の主たるものを例示すると、次のとおりで

ある。 

・人、住家の被害状況及びこれに対する災害救助活動状況 

・避難の状況 

・主要河川、海岸、ため池、砂防設備、港湾等の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、

復旧見込 

・主要道路、交通機関の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・学校、病院、庁舎等重要公共施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況   

・電力、ガス、水道、通信施設等公益事業施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、

復旧見込 

・農林水産業施設、農林水産物の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込 

・応援要請又は職員派遣の状況 
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