
みんなの防災計画
[瀬戸市地域防災計画ダイジェスト版]

地域防災力の向上を目指して‼
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瀬戸市地域防災計画とは

■計画の目的

地域防災計画は、災害対策基本法第４２
条に基づき、瀬戸市における災害から市
民の生命・身体・財産を保護し、被害を
軽減することを目的とし、市や防災関係
機関が行うべき災害予防、災害応急対策、
災害復旧対策を定めたものです。

■計画のスキーム

本計画は、「防災共通計画編」「風水害等
対策計画編」と「地震災害対策計画編」及
び「附属資料編」をもって構成し、防災関
係機関の実施責任を明確にし、かつ緊密な
連携を図るための基本的な大綱を示すもの
として、毎年修正をしています。

■計画の構成

防 災 共 通 計 画
計画の目的・基本方針をはじめ、風水害等と地震災害に共通
する計画

風水害等対策計画
風水害（台風等）、治山・砂防、大規模火災・林野火災、 航空
機・鉄道・道路災害、放射性物質事故など

地震災害対策計画 地震災害

附 属 資 料 編 関係例規、要綱、協定及び各種台帳等

そうなんだ～ぁ

「第1次瀬戸市地震対策アクションプラン」策定（平成28年3月）
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■想定される被害
○風水害・土砂災害の場合

この浸水想定区域は、河の整備状況等を勘案して、
概ね100年に一度の大雨（24時間総雨量387㎜の降雨）
が降った場合の浸水状況をシミュレーションしたもの
で、深さ0.5ｍ～2.0ｍの浸水が想定されています。
災害が発生する恐れのある場合は、早めの避難を心掛

けてください。

水害・土砂災害危険度図

本市は、山地、丘陵地、平地から成り立っています。
大部分が標高１００～２００ｍの低位丘陵地帯を占め
ており、平地部分が極めて少ないです。
愛知県下でも土砂災害の懸念が高い地域です。

瀬戸川の浸水想定区域
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○地震（南海トラフ地震が発生した場合）

震度分布図（過去地震最大震度モデル）

震度：５強～６弱

○立っていることが困難となるなど、
行動に支障が生じる。
○棚の食器類や書棚の本が落ちたり、
固定していない家具や電化製品が転
倒・落下することがある。
○建物の扉が開かなくなる。
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液状化危険度分布図

液状化可能性（単位：㎢）

○計算対象外 １０４（９３％）
○なし ６（ ５％）
○小 １（ １％）
○中 １（ １％）
○大 ０（ ０％）

河川流域の沖積地層が液状化の
可能性が高くなる傾向である。
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新耐震基準以前の建物の分布 建物倒（半）壊危険度図
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☆市のとりくみ☆

建物の耐震化等の促進

公共施設の耐震診断と

耐震改修や非構造部材の

落下防止策を進めます。

木造住宅の無料耐震診断

や耐震改修費の一部を補助

昭和５６年５月３１日以前の建築物件

が対象です。

（詳しくは、都市計画課まで‼）

災害に対する備え（日頃から取り組んでおくこと）

■建物の耐震化や家具等の固定

阪神・淡路大震災では、８割が圧死！ ☆住民のとりくみ☆

住宅の安全対策

お住まいの耐震診断や

耐震改修を行いましょう。

また、家具の転倒防止

や電化製品の落下防止を行いましょう。

平成１６年防災白書より

☆地域のとりくみ☆

住宅の耐震化や家具の固定等の普及

お互いに呼びかけあい住宅の耐震化や
家具の固定等を促進し、地域全体で防災
力を高めましょう。
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■避難体制の整備

☆市のとりくみ☆

避難場所等の周知

防災ガイドマップを

作成し災害時の拠点

施設を周知しています。

風水害等の場合☞

お近くの公民館等が避難所となります。

地震の場合☞

小･中学校等の運動場が避難場所となり
ます。また、体育館等を避難所とします。

避難所の運営を支援

被災した住民や学校関係者と協力して

避難所の運営を支援します。

通信機器の配備

防災行政無線や衛星携帯電話（市、防

災関係機関、避難所等を繋ぐ連絡手段）

を配備しています。

（担当：危機管理課）

避難について家族で話し合おう! ☆住民のとりくみ☆

避難所や

避難場所の確認

避難所・避難場所や

避難経路を確認し、自宅

周辺の危険箇所を把握

しておきましょう。

また、家庭で防災会議を行い、連絡方

法や連絡場所を決めておきましょう。

☆地域のとりくみ☆

集団避難の体制づくり

向こう三軒両隣で安否

を確認しあい、共助の力

で支えあって集団避難

が行える体制を作りましょう。

日頃の円滑な地域コミュニティが、

防災に限らず地域の安全と安心を守る

大きな力です。
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■食糧や飲料水の備蓄

☆市のとりくみ☆

防災用備蓄の推進

市内各所の防災備蓄倉庫に食糧、飲料
水、毛布のほか、災害時用簡易トイレは
じめ、発電機・投光器等の資機材を備蓄
しています。
アルファ米40,000食（瀬戸市の南海トラフ地震における
避難者予測（最大6,800人）を勘案し、毎年8,000食を購入
しています。また、5年経過したものは、地域防災訓練等で
使用しています。）

その他、近隣市町村や企業と災害時の
応援協定を締結しています。

（担当：危機管理課）

１週間分の食糧や飲料水を備蓄しよう！

☆地域のとりくみ☆

家庭備蓄の啓発と地域備蓄

お互いに呼びかけあい食糧、

飲料水や毛布等の家庭備蓄を

促進し、地域全体で災害に備えましょう！

また、自治会や町内会で備蓄目標を

掲げて、地域備蓄に取り組みましょう！

☆住民のとりくみ☆

家庭での備蓄対策

最低１週間分の

食糧・飲料水・生活

必需品の備蓄と非常持出品の準備を行い

ましょう。
備蓄した食糧が取り出せるよう家具の転倒防止や什器の

落下防止等策を行っておくことが重要です。

家庭での備蓄品の例
○１週間分の食糧・飲料水 〇簡易食器・ラップ等
○毛布・寝袋等 ○マスク 〇トイレットペーパー
○ティッシュペーパー・キッチンペーパー
○紙オムツ・生理用品 〇使い捨てカイロ
○カセットコンロ・燃料 〇予備のメガネ・補聴器
○その他日常生活に欠かせないもの

非常持出品（バッグに入れて準備）の例
○非常食・飲料水 〇懐中電灯 〇乾電池
○ヘルメット又は帽子・手袋 〇ライター・ろうそく
○携帯ラジオ 〇救急医薬品・お薬手帳 〇タオル
○除菌ウェットティッシュ ○レジャーシート・古新聞紙
○携帯電話の充電器 〇携帯用トイレ
※避難をするときに貴重品（預金通帳や印鑑等）を忘
れないようにしましょう。
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■自主防災活動

☆市のとりくみ☆

自主防災活動の支援

災害時に地域の防災活動のキーマンと

なる自主防災リーダーの育成を支援して

います。また、自主防災活動に必要な

資機材を年次計画に基づき購入し、地域

の自主防災資機材庫に配備しています。

防災知識の普及・地域防災訓練の支援

地域が催す防災講話への講師の派遣、

地域防災訓練の実施に向けて相談に応じ

ます。また、防災資機材や啓発DVD等の

貸し出しを行っています。

（担当：危機管理課・消防本部）

災害応援協定の締結

近隣市町村や企業と災害時の応援協定
を締結しています。

（担当：危機管理課）

阪神・淡路大震災では
「家族や近所の人に救出された」が８割

☆住民のとりくみ☆

自主防災組織への参加

自主防災組織に参加して、地域防災訓

練や各種活動に積極的に参加しましょう。

一人ひとりの防災力の向上が、大きな

力となって、地域の安全性を高くします。

☆地域のとりくみ☆

地域防災訓練の実施等

安否確認を含む集団

避難、初期消火、救出・

救護等の訓練を行い、

大規模災害が発生した

ときに必要なスキル・

ノウハウの習得に努め

ましょう。

10



■火災への備え

火災の延焼を抑え、被害の拡大を防ぐ
ため、初期消火の成功率を向上しよう！

☆市のとりくみ☆

消防力の強化

消防組織を強化し、防火水槽や

耐震性貯水槽などの消防水利や装備

等の整備を行っています。

また、消防隊員は、適宜訓練を行い、

消火、 救助、救命、救急に渡る各活動に

必要なスキル・ノウハウの維持・向上に

努めています。 （担当：消防本部）

自主防災組織や住民への指導

初期消火活動に必要となる知識、技術

を普及するため、消火器の使用方法等の

指導をしています。（担当：消防本部）

☆住民のとりくみ☆

出火（失火）の防止

住宅用火災警報器を設置するとともに、

日頃から火元管理を徹底してください。

また、家庭用消火器を購入し使用方法を

習得しておきましょう。お風呂の水のた

めおきも有効です。タコ足配線を見直し、

コンセント部分の埃を除去しましょう。

カーテンや絨毯などの内装品には防炎性
能の高いものを選びましょう。

☆地域のとりくみ☆

初期消火態勢の確立

街頭消火器の設置と管理に努めるとと

もに、適時消火訓練を行って初期消火

態勢を整えましょう！
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■水害・土砂災害対策

日常生活における行動範囲のなかで
危険箇所や危険区域を確認しよう！

☆市のとりくみ☆

洪水ハザードマップの公表

瀬戸市管内を流れる河川において

氾濫が想定される浸水状況図を作成

し、市のホームページで公表して

います。 （担当：維持管理課）

土砂災害ハザードマップの公表

土砂災害警戒区域及び特別警戒区域

（※下記参照）を市ホームページで公表

しています。（担当：維持管理課）

☆住民のとりくみ☆

危険箇所の把握

洪水ハザードマップや土砂災害

ハザードマップを確認して、

自宅周辺や通勤先や通学先

周辺等にどのよう危険がある

か確認しましょう。

☆地域のとりくみ☆

危険箇所の監視

地域ぐるみで危険箇所

を監視して、変化や異常があれば、

市役所や消防本部に連絡しましょう。

※土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがある区域で
あり、危険の周知や警戒避難体制の整備が行われます。
※土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい
危害が生じるおそれがある区域であり、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
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災害応急活動（災害発生後に実施する活動）

■市の態勢

大規模な災害が発生した場合は、瀬戸市災害対策本部を設置して、
災害応急対策活動を行います。
また、市だけでは災害応急対策活動が十分に行えない場合は、

県や自衛隊、緊急消防援助隊、災害時応援協定締結自治体等に
応援要請を行い、人員や資機材を確保して態勢を整えます。

■情報の伝達

☆市のとりくみ☆

災害広報

災害時には、避難情報や被害情報など

を様々な手段を活用して広報します。

情報伝達手段

瀬戸市安全安心メール
エリアメール
市ホームページ
広報車の巡回
自治会・町内会・自主防災組織の協力
ラジオサンキュー・ＧＣＴＶなど

☆住民のとりくみ☆

正確な情報の収集

瀬戸市安全安心メールに登録して、正

確な情報を入手できるようにしましょう。

☆地域のとりくみ☆

共助による情報伝達活動

避難行動の際に支援が必要な高齢者や

障がい者には直接声をかけるなど、地域

の力で正確な情報を伝達しましょう。

安全安心メールＱＲコード

https://service.sugumail.co
m/seto/
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■消防・医療活動等

☆市のとりくみ☆

消防・水防活動

瀬戸市消防本部が消防団

と連携して、消防活動

（消火・救急・救助）を

行います。また、水害のおそれがある場
合には、水防活動を行います。

医療活動

公立陶生病院や瀬戸旭

医師会等と連携して応急

救護所を設置して医療活

動を行います。

また、負傷者が多数発生

した場合には、災害医療派遣 チーム

（ＤＭＡＴ）の派遣を要請します。

☆住民のとりくみ☆

自主防災活動（共助）への協力

自分や家族にケガなどがなければ、

向こう３軒両隣で声をかけあって、初期

消火活動を行い、火災の延焼

を防ぎましょう。

また、救出救助活動に協力

しましょう。

☆地域のとりくみ☆

初期消火、救出・救助活動

火災が発生したときは、初期消火活動

を行いましょう。また、

倒壊した家屋や家具の

下敷きになった人を

救出・救助し、ケガを

した人の応急手当を

行いましょう。
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■食糧・飲料水等の提供

☆市のとりくみ☆

食糧・飲料水等の提供

住家被害が甚大で、家庭での備蓄食糧

や飲料水等が取り出せない場合は、避難

場所（避難所）等で、食糧や飲料水等を

提供します。

また、瀬戸市の備蓄物資等で足りない

場合は、災害応援協定を締結した自治体

や事業所から支援を得て提供に努めます。

☆住民のとりくみ☆

家庭備蓄等の活用

災害発生から７日間は、家庭で備蓄し

ている食糧等で生活しましょう。

☆地域のとりくみ☆

物資の配布・炊き出しの実施

瀬戸市の給水や備蓄物資、他市町から

の支援物資の配布等にご協力ください。

また、地域で炊き出しを行うなど、相互

互助により被災生活を支え合いましょう。

■避難対策

○避難場所・指定避難所について

場 所 一時（いっとき）集合場所 指定緊急避難場所 指定避難所

役 割
災害発生時に、地域住民が
一時的に集まって互いの安否
を確認しあう場所です。

地震災害時に、一時集合場所集
まった地域住民が、余震等に備えて
集団で避難する場所です。

建物の倒壊・焼失等で住居の使用が
困難となった住民が臨時的に生活す
る施設です。

指定場所
各自治会や町内会で指定して
います。

小・中・高等学校等のグラウンドや
公園を指定しています。

公民館や小・中学校の体育館を指定
しています。
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○避難情報と避難行動

瀬戸市では、災害が発生した場合、または災害のおそれがある場合には、避難情報

を発令します。避難情報の種類に応じて避難の準備を開始し、場合によっては速やか

に避難行動に移してください。また、命を守るための情報の収集に努めてください。

拘束力 避難情報 市の行動 住民の行動 地域の行動

弱
避難準備・
高齢者等
避難開始
※

住民に避難の準備を促し、避
難に時間のかかる高齢者や障
がい者世帯の方々にいち早く
安全な場所に避難していただく
ために発令します。

避難準備を始めて
ください。また、高
齢者や障がい者世
帯の方々は避難を
開始しましょう。

地域の高齢者や
障がい者世帯の
方々に声をかけ、
避難を支援しま
しょう。

避難勧告

対象地域の住民等に対して避
難のための立ち退きを勧め、ま
たは避難を促すために発令し
ます。

対象地域の全ての
方が避難を開始し
ましょう。

地域住民に避難
勧告を伝達しま
しょう。

強

避難指示
(緊急)
※

被害の危険が目前に迫り、切
迫している場合に発令します。
住民等を避難のために立ち退
かせる情報です。

避難できていない
場合には、速やか
に避難しましょう。

避難していない方
がいた場合には、
避難を強く促しま
しょう。
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○避難所の運営

避難所の運営に当たっては、地域や住民が中心となって、本市と協働していただくこととなりま
す。食糧、飲料水の配給、炊き出しの実施、物資の仕分けなどのほか、災害時要配慮者(要援護者)
への支援や地域の防犯パトロールなど、災害時の応急対応は多岐に渡りますので、在宅で避難生活
をする住民の力も含めて、地域の共助の力は不可欠です。また、共同生活に必要なルールを速成し
、避難所に関わる者全員が順守しなければなりません。

○避難所の機能

避難所は、災害で住居を喪失した者や住居を
立ち退かなければ生命・身体に危険が及ぶ恐れ
がある者を収容し、臨時的に生活を支援すると
ともに、食糧や飲料水、生活必需品等の配布、
被害状況や災害復旧等の情報提供のほか、被災
者の自立に向けて相談窓口となります。

○避難所生活

避難所の生活環境は、地域や避難者自身の協
力を得て、適切な管理に努めなければなりませ
んが、避難所として使用できる施設が公民館や
学校施設等となることから、プライバシーの確
保が困難であることをはじめ、平時のライフス
タイルには遠く及びません。在宅避難を可能と
するために、日頃から住宅の耐震化や家具の転
倒防止等の準備しましょう。

市
避難所運営の支援
（施設管理・統括責任）

地域
（地域力・自主
防災組織等）

避難所運営の中
核となって 活動

住民
避難所運営に
参加・協力
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■災害時要配慮者対策・避難行動要支援者対策

☆市のとりくみ☆

福祉避難所への受入れ要請

災害時等に、要配慮者の状況に応じて、
協定を締結している社会福祉施設に受け
入れを要請します。

避難行動要支援者の把握

個人情報保護への配慮に努めなが
ら、災害時等に備え民生委員・児童
委員と連携して避難行動要支援者の
把握に努め、名簿を作成してます。

☆住民のとりくみ☆

日頃の近所付き合いを大切に

日頃から向こう三軒両隣で仲良くする
ことが、災害時等において大変有効です。

☆地域のとりくみ☆

防災台帳の作成

地域の自主的な取り組みとして防災台
帳を作成することで、地域住民が相互に
把握することによって、災害時等の共助
や近助が実現可能となります。

■帰宅困難者対策

☆市のとりくみ☆

情報の提供

「むやみに行動しない」という原則を
徹底し、一斉帰宅の抑制を図ります。

交通情報や市内の被害状況等に
ついて、市の緊急情報ブログや安全
安心メール等で情報提供を行います。

☆住民のとりくみ☆

むやみな行動を控え、職場や学校にと
どまりましょう。「災害用伝言ダイヤル
（171）」や「災害時徒歩帰宅者支援ス
テーション」を活用しましょう。

☆地域のとりくみ☆

駅周辺に滞留している帰宅困難者への
支援に協力しましょう。
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■小中学校・保育園等の対策

在校時に災害が発生したときは、小中学校等は児童・生徒・園児の安全
確保を最優先に行います。道路が不通となったり、交通機関の停止する等
で保護者が帰宅困難となり、保護者への引き渡しができない場合は、小中
学校等で保護します。
また、各施設は保護者向けのメールやホームページ等を活用し、児童・生徒及び
園児の状況等について連絡しますので、詳細は各施設に確認してください。

■生活関連施設等の復旧

ライフライン施設や交通施設等の被害は、私たちの日常生活や社会
活動に極めて大きな影響が生じます。
そのため、市及び防災関係機関は相互に連携して、速やかな応急復

旧や二次災害の防止に努めます。復旧状況については、適時広報を行
いますが、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

瀬戸市地域防災計画 ダイジェスト版 平成３０年４月作成
瀬戸市 市長直轄組織 危機管理課
〒４８９－８７０１ 瀬戸市追分町６４番地の１
電話 ０５６１‐８２‐７１１１（代表）
市ホームページURL http://www.city.seto.aichi.jp/
緊急情報ブログURL http://blogs.yahoo.co.jp/seto_kinkyu

安全安心メール 緊急情報ブログ

19

http://blogs.yahoo.co.jp/seto_kinkyu

