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１. 計画修正の考え 

２. 令和元年度の主な修正内容 

 （１） 各計画に共通する主な修正 

 （２） 地震災害対策計画の主な修正 

 （３） 風水害対策計画の主な修正 

 茅ヶ崎市地域防災計画の修正について 

1 



  近年の地震災害、台風や洪水等による風水害や土

砂災害等を踏まえ行われた、防災基本計画の修正、

具体的な災害事例を踏まえてまとめられた報告やガ

イドライン、各防災関係機関の取組等を踏まえ、地

域の防災対策をより一層推進するため、茅ヶ崎市地

域防災計画の修正を行います。 

 １. 計画修正の考え 
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（１） 各計画に共通する主な修正 

（２） 地震災害対策計画の主な修正 

（３） 風水害対策計画の主な修正 

 ２. 令和元年度の主な修正内容 
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ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

イ 市災害対策本部運営訓練を踏まえた修正 

ウ 受援体制の充実 

エ その他､市及び関係機関の取組、防災関係機関から 

  の意見、時点修正等 

  （１） 各計画に共通する主な修正 
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  （１） 各計画に共通する主な修正 

5 計画書：地震 第２章第２節第１、風水 第２章第２節第１ 

ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○社会全体としての防災意識の向上 

 「自らの命は自らが守る」という意識や災害に応じた避難 

行動等を周知・啓発することで社会全体としての防災意識の 

向上を図ることを追加。 

 

 

 

 

出典：「平成30年7月
豪雨を踏まえた水害・
土砂災害からの避難の
あり方について（報
告）（概要版）」
（H30.12、平成30年７
月豪雨による水害・土
砂災害からの避難に関
するWG） 



ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○「防災」と「福祉」の連携による避難行動の理解促進 

 福祉関係者と連携し、高齢者や障害者に対し災害時の避難 

行動の理解を促進することを追加。 
 

 ■連携した取組例 

 ・職能団体の災害対応研修の場等を活用し、ケアマネジャーへハザードマップ等の 

  説明を実施 

  （高齢者等と日頃接するケアマネージャーに地域の災害リスクを理解してもらい、 

   高齢者等へ伝える機会の増加を図る） 

 ・地域包括支援センター等にハザードマップや防災関連のパンフレット等を設置 

                                     等 

 

 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

6 計画書：地震 第２章第２節第３、風水 第２章第２節第３ 



ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○防災教育の充実 

 学校等における防災教育の充実を図ることを追加。 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

7 計画書：地震 第２章第２節第４、風水 第２章第２節第４ 

出典：内閣府ＨＰ 出典：国土交通省ＨＰ 



  （１） 各計画に共通する主な修正 

8 計画書：地震 第４章11節第３、第６章２節第２、風水 第６章第２節第２ 

ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○住家の被害認定調査の効率化・迅速化 

 航空写真や応急危険度判定結果等の活用により、住家の被

害認定調査の効率化・迅速化を図ることを追加。 
   
 ■写真を活用した判定例 

  写真を比較すると、赤丸の住家において屋根の軸がずれ、位置が変わっており、住家全部もしくは  

 一部の階が全部倒壊していると推定される 

 

 

出典：｢住家の被害認定
基準運用指針｣･｢実施体
制の手引き｣の改定の概
要（H30.3、内閣府） 



  （１） 各計画に共通する主な修正 

9 計画書：地震 第４章16節第１、第５章17節第６、風水 第４章第15節第１、第５章16節第６ 

ア 防災基本計画の修正等に伴う修正 

○災害ボランティア関係者の連携のとれた活動 

 災害ボランティアの関係者が、被災者ニーズや支援活動の全

体像を把握し、連携のとれた活動を展開できるよう情報共有の場

を設けることを追加。 

 

 

 

出典：平成30年版防災白書 

福岡県庁での情報共有会議の様子。 



イ 市災害対策本部運営訓練を踏まえた修正 

○災害応急対策活動の方針 

 発災時の災害応急対策の活動 

方針に関する基本的な考え方を 

追加。 
 

１．重点対策の明確化 

２．防災関係機関で連携した災害応急対策 

 の実施 

３．要配慮者への配慮 

４．積極的な情報発信 

５．計画的な災害応急対策の実施 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

10 計画書：地震 第５章、風水 第５章 
出典：平成30年度茅ヶ崎市災害対策本部本部員会議運
営訓練時の会議資料 



イ 市災害対策本部運営訓練を踏まえた修正 

○主要な災害応急対策の基本的な考え方 

 主要な災害対応旧対策の実施に係る基本的な考え方を追加。  

 

 

 

 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

11 計画書：地震 第５章各節、風水 第５章各節 
出典：平成30年度茅ヶ崎市災害対策本部本部員会議運
営訓練時の会議資料 



ウ 受援体制の充実 
 
○被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援職員 
 の派遣 
 
 全国一元的な応援職員の派遣の仕組みである被災市区町村 

応援職員確保システムの 

内容を追加。 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

計画書：地震 第５章第16節第２、風水 第５章第15節第２ 

■被災都道府県を通じて派遣要請する場合のフロー 

• 出典：「被災市区町村応援職員確保システ
ムに関する運用マニュアル」（H31.3、総務省） 
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ウ 受援体制の充実 

○気象庁防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ）の派遣 

 気象等の解説などを行う気象庁職員の派遣の仕組みを追加。 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

13 計画書：地震 第５章第16節第10、風水 第５章第15節第10 

出典：気象庁ＨＰ 



エ その他、市及び関係機関の取組、防災関  
 係機関からの意見、時点修正 

○県現地災害対策本部の役割 

 神奈川県湘南地域県政総合センターの県現地災害対策本部

としての役割の変更。 
 
「地域における総合調整」 
  ⇒「県本部の総合調整機能の補完」 
 

（担う業務） 
  ・現地災害情報の把握及び報告 
  ・防災関係機関（応援部隊）の活動支援 
  ・物資の受入調整 
  ・市町村支援（支援ニーズ把握と報告） 
  ・各局（土木、医療等）の応急対策との連携 
    ※市町連絡員を市町災害対策本部等に派遣し、災害情報の収集や 
      伝達等を行う。 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

14 

■神奈川県湘南地域県政総合センター所管区域 

計画書：地震 第１章第５節第１、風水 第１章第５節第１ 



エ その他、市及び関係機関の取組、防災関係 
 機関からの意見、時点修正 

○災害関連死者数の把握 

 災害による負傷の悪化や身体的な負担増による死亡を災害

関連死として数を把握することを追加。 

 

 

 

 

 

 

 

  （１） 各計画に共通する主な修正 

15 計画書：地震 第６章第２節第１、風水 第６章第２節第１ 

 当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により

死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づき災害が

原因で死亡したものと認められたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないも

のも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。） 

 

 

 

 

 

 

 災害関連死の定義 

 

 

 

 

 



ア 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正に 

 伴う修正 

 

  （２） 地震災害対策計画の主な修正 
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■南海トラフ地震の想定震源域 

出典：｢南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（R1.5、内閣府） 

■南海トラフ沿いで過去に起きた大規模地震 
 の震源域の時空間分布 



  （２） 地震災害対策計画の主な修正 
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ア 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正 

  に伴う修正 

○時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する事項 

 南海トラフ地震臨時情報発表時等の防災対応を追加。   

計画書：地震 第８章第５節 

 南海トラフ地震臨時情報 

 

 

 

 

 

○南海トラフ地震臨時情報（調査中） 

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） 

○南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意） 

○南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 

 

■南海トラフ地震の想定震源域 

出典：｢南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイド 
ライン」（R1.5、内閣府） 



■南海トラフ地震臨時情報の発表の流れ 

18 
出典：「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」をもとに作成 

  （２） 地震災害対策計画の主な修正 



  （２） 地震災害対策計画の主な修正 

19 計画書：地震 第８章第５節第４ 

■南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)発表時の防災対応 
 
 市の対応   業務を継続しつつ、後発地震に備え、警戒対応を実施 
 

 ○災害対策本部の設置    ○日頃からの地震への備えの再確認の呼びかけ 

 ○自主避難者向けの避難所の開設、運営 

 ○交通情報、ライフライン情報等の生活関連情報の周知 等のほか次の対応も実施 

 

 関係機関等の対応  事業を継続しつつ、後発地震に備え、警戒対応を実施 
 

 ○施設、設備の点検       

 ○防災資機材の点検、確保 

 ○災害発生時の対応の確認     

 ○応急復旧等の体制の確保 

            等 

■南海トラフ地震により発生する本市の津波浸水想定 

出典：内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の 

    「第二次報告」（平成２４年８月） 



  （２） 地震災害対策計画の主な修正 

20 計画書：地震 第８章第５節第５ 

■南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時の防災対応 
 
 市の対応   業務を継続しつつ、後発地震に備え、注意対応を実施 
 

 ○危機管理対策会議の開催   ○日頃からの地震への備えの再確認の呼びかけ 

 ○交通情報、ライフライン情報等の生活関連情報の周知 等のほか次の対応も実施 

 

 関係機関等の対応  事業を継続しつつ、後発地震に備え、注意対応を実施 
 

 ○施設、設備の点検 等 

■日頃からの地震への備えの再確認の例 

出典：｢南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」（R1.5、内閣府） 



ア  「平成30年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害か 

 らの避難のあり方について(報告)」を踏まえた修正 
 

イ  「避難勧告等に関するガイドライン」の改訂に伴 

 う修正 
 
ウ その他、市及び関係機関の取組による修正 

  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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出典：「平成30
年7月豪雨を踏ま
えた水害・土砂
災害からの避難
のあり方につい
て（報告）（概
要版）」
（H30.12、平成
30年７月豪雨に
よる水害・土砂
災害からの避難
に関するWG） 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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ア ｢平成30年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害 
 からの避難のあり方について(報告)」を踏まえた修正 
 
○社会全体としての防災意識の向上(再掲) 

○｢防災｣と｢福祉｣の連携による避難行動の理解促進(再掲) 

○防災教育の充実(再掲) 
 

 ■平成30年７月豪雨による被害 

 

 

 

計画書：風水 第２章第２節第１、第３、第４ 

出典：「平成30
年7月豪雨を踏ま
えた水害・土砂
災害からの避難
のあり方につい
て（報告）（概
要版）」
（H30.12、平成
30年７月豪雨に
よる水害・土砂
災害からの避難
に関するWG） 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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イ 「避難勧告等に関するガイドライン」の改訂に 

  伴う修正 

○住民主体の避難行動を支援 
 する防災情報の提供 
  
 防災情報の意味を直感的に理 

解できるよう、５段階の警戒レ 

ベルにより提供することを追加。   

計画書：風水 第５章第４節第１ 

出典：内閣府ＨＰ 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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イ 「避難勧告等に関するガイドライン」の改訂に 

  伴う修正 

○災害発生情報の発令 

 災害が発生した場合に、住民に命を守るための最善行動を 

促す災害発生情報を発令することを追加。   

計画書：風水 第５章第４節第１ 

改定前 改定後 

出典「避難勧告等に関するガイドライン」（H31.3、内閣府防災担当） 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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ウ その他、市及び関係機関の取組による修正 

○マイタイムラインの作成の促進 

 防災情報から住民等が自発的に適切な避難行動をとれるよう

「マイタイムライン」の作成の促進を追加。   

計画書：風水 第４章第４節第１ 
出典：茅ヶ崎市ＨＰ 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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ウ その他、市及び関係機関の取組による修正 

○土砂災害警戒情報のプッシュ型配信 

 緊急速報メールを活用し、土砂災害警戒情報をプッシュ型で

配信することを追加。 

■配信イメージ   

計画書：風水 第５章第３節第２ 

出典：神奈川県ＨＰ ※土砂災害警戒情報は神奈川県と横浜地方気象台が共同で発表 



  （３） 風水害対策計画の主な修正 
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ウ その他、市及び関係機関の取組による修正 

○早期避難所の追加 

 大雨等が予測される場合に開設する自主避難所として 

「ハマミーナ」（市複合施設）を追加。   

計画書：風水 第５章第４節第３ 

■「ハマミーナ」の施設概要 

 市南西部に位置する市役所出

張所、地域包括支援センター、

保育園、福祉相談室等を含む市

の複合施設。 

 
出典：市ＨＰ 



28 

今後のスケジュール 

について 

茅ヶ崎市 市民安全部 防災対策課 



○元年11月中    パブリックコメント 

○２年 １月下旬 パブリックコメント結果の公表 

○２年２月上旬 茅ヶ崎市防災会議 

○２年２月下旬 計画の修正 

 （４）今後の主な修正スケジュール 
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