山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編

風水害等対策編

津波災害対策編

第１編 総則

第１編 風水害等共通対策編
第１章 総則

第１編 総則

第１章 総則

第１節 総則

第１章 総則

○山形県防災基本条例について追加
※震災編に同じ
○平常時から都道府県、市町村、企業等の間で連携強化を進
め、迅速、効果的な災害応急対策等を図ることを追加
○ハザードマップの作成、避難勧告等の判断基準等の明確化
により住民等の円滑かつ安全な避難を確保

※震災編に同じ

第２節 本県の特質と災害要因
○活火山の説明として、
「現在活発な噴気活動のある火山」を
追加
○置賜の災害の特殊性として吾妻山の噴火等により被害が発
生することがあることを追加
第３章 予想される被害等の状況

第３章 予想される被害等の状況

○海洋型地震に係る記述を削除
※津波対策編と区別するため

○津波浸水想定結果について、想定より大きく早い津波が襲
来する可能性がある記述を追加

第２編 災害予防計画

第２章 災害予防計画

第２編 災害予防計画

第１章 地震に関する調査研究計画

第１章 地震・津波に関する調査研究計画

○山形県津波災害対策基礎調査、海溝型地震に係る記述を削除
※津波対策編と区別するため

○長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東縁断層帯被害想定調査
に係る記述を削除
※震災対策編と区別するため
第１節 気象等観測体制整備計画
○山形地方気象台の観測体制について修正

第３章 防災知識の普及計画

第２節 防災知識の普及計画

第３章 防災知識の普及計画

○一般住民や事業所等に対する防災知識の啓発事項として、
保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを追加

○一般住民に対する防災知識の啓発事項として、特別警報等
や避難勧告等発令時にとるべき行動を追加
○県、市町村が、事業所等に自衛防災体制、地域との連携強
化による災害時の協力体制の整備を指導することを追加

○一般住民や事業所等に対する防災知識の啓発事項として、
浸水想定区域外でも浸水する可能性があることを追加
※その他、震災編に同じ

第４章 地域防災力強化計画
○企業等における緊急地震速報受信装置等の積極的活用を追
加
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山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編

風水害等対策編

第６章 防災訓練計画

第５節 防災訓練計画

○津波防災訓練に係る記述を削除
※津波対策編と区別するため

○要配慮者利用施設における避難確保計画策定と避難訓練実
施について義務化することを追加
○県、市町村が要配慮者利用施設の避難訓練の実施状況等
を定期的に確認、必要な支援等を行うことを追加

第７章 避難体制整備計画

第６節 避難体制整備計画

津波災害対策編
第７章 防災訓練計画

第８章 避難所整備計画

○指定避難所となる施設において、あらかじめ必要な機能を ○土砂災害に対する避難勧告の発令範囲の設定について修正 ○指定避難所となる施設において、あらかじめ必要な機能を
○洪水による避難勧告等の発令基準に係る判断基準情報とし
整理することを追加
整理することを追加
て、流域雨量指数の予測値を追加
○指定管理施設が指定避難所の場合は、指定管理者と事前に
○指定管理施設が指定避難所の場合は、指定管理者と事前に
○要配慮者利用施設における避難計画策定と訓練実施につい
避難所運営に関する役割分担等を定めることを追加
避難所運営に関する役割分担等を定めることを追加
て努力義務の記述を削除
○市町村、各避難所の運営者が、避難所の良好な生活環境の
○市町村、各避難所の運営者が、避難所の良好な生活環境の
確保のため専門家等との定期的な情報交換に努めることを
確保のため専門家等との定期的な情報交換に努めることを ○要配慮者利用施設における自衛水防組織の設置について努
力義務の記述を追加
追加
追加
○躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、市町村の全庁をあ ○県、市町村が要配慮者利用施設の計画について作成を指導、
定期的に確認、必要な支援等を行うことを追加
げた体制の構築について追加
※その他、震災編に同じ
・平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込む
・当該業務を遂行するための役割を分担する 等
○国、県が、市町村に対し避難勧告等の発令基準の策定を支
援するなど防災体制確保の支援を行うことを追加
第９章 避難誘導計画
○躊躇なく避難指示（緊急）を発令できるよう、沿岸市町の
全庁をあげた体制の構築について追加
・平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込む
・当該業務を遂行するための役割を分担する 等
第 10 章 医療救護体制整備計画

第９節 医療救護体制整備計画

○県、市町村、医療機関の非常用通信手段の確保について追 ※震災編に同じ
加

第 12 章 医療救護体制整備計画
※震災編に同じ
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山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編
第 12 章 防災用通信施設災害予防計画

風水害等対策編
第 10 節 防災用通信施設災害予防計画

津波災害対策編
第 15 章 防災用通信施設災害予防計画

○県、市町村の災害時の情報通信手段の運用等の留意点につ ※震災編に同じ
いて、津波災害対策編との整合をとり記述を追加
○対災害性に優れる衛星系ネットワークについて、国、県、
市町村等を通じた一体的な整備を図ることを追加

○対災害性に優れる衛星系ネットワークについて、国、県、
市町村等を通じた一体的な整備を図ることを追加
○県、及び市町村が最新の情報通信関連技術の導入に努める
ことについて追加

○県、及び市町村が最新の情報通信関連技術の導入に努める
ことについて追加
○活用する電気通信設備として、ＩＰ電話、電気通信事業者
が提供する伝言サービス、を追加

○活用する電気通信設備として、ＩＰ電話、電気通信事業者
が提供する伝言サービス、を追加

第 13 章 地盤災害予防計画

第 11 節 地盤災害予防計画

第 13 章 津波に強いまちづくり計画

○県が行う山地災害危険地区の調査や周知、市町村が地域防 ○県が行う山地災害危険地区の調査や周知、市町村が地域防 ○県、沿岸市町が大規模盛土造成地マップを作成・公表する
災計画に山地災害危険地区を明記することを追加
災計画に山地災害危険地区を明記することを追加
よう努めることを追加
○県、市町村が大規模盛土造成地マップを作成・公表するよ
う努めることを追加
第 14 章 津波防災施設等整備計画
○災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐
震対策等により高い安全性を確保することを追加
○県、沿岸市町が老朽化の兆候がある指定避難所等に優先順
位をつけて計画的に安全確保対策を進めることを追加
第 16 章 建築物災害予防計画
○県、市町村が老朽化の兆候がある指定避難所等に優先順位
をつけて計画的に安全確保対策を進めることを追加
○災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐
震対策等により高い安全性を確保することを追加
○耐震診断の講習会を受講した技術者を耐震診断士として認
定登録すること、講師は県が派遣することを追加
第 17 章 輸送体制整備計画

第 15 節 輸送体制整備計画

第 17 章 輸送体制整備計画

○県、市町村が災害発生時の緊急輸送活動のための輸送施設、 ※震災編に同じ
輸送拠点について把握・点検することを追加
○県、市町村と民間事業者との協力体制の構築を追加
・災害対策に係る業務について協定を締結
・民間事業者の輸送拠点として活用可能な施設を把握

※震災編に同じ

第 18 章 第４節 農地・農業用施設災害予防計画

第 16 節 ４ 農地・農業用施設災害予防計画

○農業用ダム、ため池の防災・減災対策の記述を追加

※震災編に同じ
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山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編
第 18 章 第５節 電力供給施設災害予防計画

風水害等対策編

津波災害対策編

第 16 節 ５ 電力供給施設災害予防計画

○電力供給施設における代替性の確保、二次災害の防止につ ※震災編に同じ
いて、津波災害対策編との整合をとり記述を追加
第 18 章 第６節 ガス供給施設災害予防計画

第 16 節 ６ ガス供給施設災害予防計画

○ガス供給施設の耐震性、代替性の確保を図ることを、津波 ○ガス供給施設の安全性、代替性の確保を図ることを、津波
災害対策編との整合をとり記述を追加
災害対策編との整合をとり記述を追加
第 18 章 第８節 電気通信施設災害予防計画

第 16 節 ８ 電気通信施設災害予防計画

○電気通信施設における二次災害の防止について、津波災害 ※震災編に同じ
対策編との整合をとり記述を追加
第 21 章 要配慮者の安全確保計画

第 19 節 要配慮者の安全確保計画

第 21 章 要配慮者の安全確保計画

○市町村の避難行動要支援者名簿情報の適切な管理について ○市町村の避難行動要支援者名簿情報の適切な管理について ※震災編に同じ
追加
追加
○要配慮者利用施設の所有者又は管理者の非常災害に関する ○要配慮者利用施設の所有者又は管理者の非常災害に関する
具体的計画の作成について追加
具体的計画の作成について追加
○社会福祉施設等の食料等の備蓄について、最低３日間、推 ○県、市町村が要配慮者利用施設の避難確保計画の確実な作
奨１週間分に修正
成の指導、定期的な確認、支援等を行うことを追加。
○県、市町村が在日外国人と訪日外国人それぞれに応じた情 ○社会福祉施設等の食料等の備蓄について、最低３日間、推
報伝達、避難誘導体制の整備を図ることを追加
奨１週間分に修正
○県、市町村が在日外国人と訪日外国人それぞれに応じた情
報伝達、避難誘導体制の整備を図ることを追加
第３編 災害応急計画

第３章 災害応急計画

第３編 災害応急計画

第１章 活動体制関係 第１節 災害対策本部

第１節 １ 災害対策本部

第１章 活動体制関係 第１節 災害対策本部

○災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐 ※震災編に同じ
震対策等により高い安全性を確保することを追加

※震災編に同じ

第１章 活動体制関係 第３節 広域応援計画

第１章 活動体制関係 第３節 広域応援計画

第１節 ３ 広域応援計画

○県、市町村が被災市町村に派遣する職員について、地域や ※震災編に同じ
災害の特性などを考慮して選定することを追加
第１章

活動体制関係

第３節の２

被災県等への広域応援計画

※震災編に同じ

第１節 ３の２ 被災県等への広域応援計画

第１章

活動体制関係

第３節の２

被災県等への広域応援計画

○県、市町村が被災した他県等に派遣する職員について、地 ※震災編に同じ
域や災害の特性などを考慮して選定することを追加

※震災編に同じ

第１章 活動体制関係 第３節の３ 広域避難計画

第１章 活動体制関係 第３節の３ 広域避難計画

第１節 ３の３ 広域避難計画

○県、市町村、防災関係機関が、被災者へ情報提供する際に、 ※震災編に同じ
在日外国人、訪日外国人へ配慮することについて追加

※震災編に同じ
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山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編
第２章 第１節 通信計画

風水害等対策編
第２節 １ 通信計画

津波災害対策編
第２章 第１節 通信計画

○県防災行政無線の再整備に伴い、本部と支部との間の直通 ※震災編に同じ
回線の設定についての記述を削除
○県、市町村等が、通信設備の電源供給停止時に東北総合通
信局に移動電源車の貸与を要請することについて追加

※震災編に同じ

第２章 第２節 津波警報・地震情報等伝達計画

第２章 第２節 津波警報・地震情報等伝達計画

第２節 ２ 気象情報等伝達計画

○市町村が、緊急地震速報の伝達に防災行政無線など効果的、 ○特別警報・警報・注意報等の概要等について修正
確実な伝達手段を複合的に活用することを追加
○水位周知河川の水位到達情報の発表について追加
○津波注意報において、
「陸域では避難の必要がない」記述を
削除
○津波予報の発表基準を 0.2m 未満の海面変動が「継続する
とき」→「予想されたとき」に修正

○市町村が、緊急地震速報の伝達に防災行政無線など効果的、
確実な伝達手段を複合的に活用することを追加
○津波注意報において、
「陸域では避難の必要がない」記述を
削除

第２章 第３節 災害情報の収集・伝達計画

第２章 第３節 災害情報の収集・伝達計画

第２節 ３ 災害情報の収集・伝達計画

○県が人的被害の数について広報を行う際、市町村等と密接 ※震災編に同じ
に連携しながら適切に行うことを追加
○国、県が、必要に応じ収集した被災現場の画像情報を国を
含む防災関係機関と共有を図ることを追加

※震災編に同じ

第３章 避難計画

第３章 避難計画

第３節 避難計画

○避難準備情報等名称を修正
○避難準備情報等名称を修正
○避難準備情報等名称を修正
・
「避難準備情報」→「避難準備・高齢者等避難開始」
・
「避難準備情報」→「避難準備・高齢者等避難開始」
・
「避難準備情報」→「避難準備・高齢者等避難開始」
・
「避難指示」→「避難指示（緊急）
」
・
「避難指示」→「避難指示（緊急）
」
・
「避難指示」→「避難指示（緊急）
」
○時機を失することなく避難勧告等が発令されるよう、県が ○時機を失することなく避難勧告等が発令されるよう、県が ○時機を失することなく避難勧告等が発令されるよう、県が
市町村に積極的に助言することを追加
市町村に積極的に助言することを追加
市町村に積極的に助言することを追加
○県が建築技術者等を派遣し、積極的に市町村の被災建築物 ○市町村が、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内 ○市町村が、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内
等の応急危険度判定等の活動を支援することを追加
容を工夫すること、その対象者を明確にすること等により
容を工夫すること、その対象者を明確にすること等により
○市町村が、危険の切迫性に応じて避難勧告等の伝達文の内
住民の積極的な避難行動の喚起に努めることを追加
住民の積極的な避難行動の喚起に努めることを追加
容を工夫すること、その対象者を明確にすること等により
住民の積極的な避難行動の喚起に努めることを追加
第９章 医療救護計画

第８節 医療救護計画

第９章 医療救護計画

○県が、ＤＭＡＴの活動と並行して、また活動終了以降に、
各機関等から派遣される医療チーム等の協力を得て、被災
地の医療提供体制の確保・継続を図ることを追加

※震災編に同じ

※震災編に同じ
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山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編
第 11 章 交通輸送計画 第２節 道路交通計画

風水害等対策編
第 10 節 交通輸送関係 ２ 道路交通計画

津波災害対策編
第 10 章 交通輸送計画 第２節 道路交通計画

○港湾管理者及び漁港管理者による道路交通の応急対策につ ※震災編に同じ
いて追加
○緊急輸送道路啓開・確保において、必要に応じ災対法によ
る道路区間の指定が必要なこと追加

※震災編に同じ

第 14 章 第４節 保健衛生計画

第 13 章 第４節 保健衛生計画

第 13 節 ４ 保健衛生計画

○県が必要に応じ被災地における保健衛生活動を円滑に行う ※震災編に同じ
ための総合調整等に努めることを追加

※震災編に同じ

第 14 章 第５節 廃棄物処理計画

第 13 章 第５節 廃棄物処理計画

第 13 節 ５ 廃棄物処理計画

○県、市町村が損壊家屋の解体実施時に、解体業者、産業廃棄 ※震災編に同じ
物処理業者等と連携した解体体制を整備し、必要に応じ速や
かに他の地方公共団体への協力要請を行うことを追加

※震災編に同じ

第 14 章 第７節 義援物資の受入・配分計画

第 13 章 第７節 義援物資の受入・配分計画

第 13 節 ７ 義援物資の受入・配分計画

○義援物資集積配分拠点から一時集積配分拠点への輸送は県 ※震災編に同じ
が、一時集積配分拠点から避難所への輸送は市町村が行うよ
う修正

※震災編に同じ

第 14 章 第８節 集積配分拠点運営計画

第 13 章 第８節 集積配分拠点運営計画

第 13 節 ８ 集積配分拠点運営計画

○（公社）山形県トラック協会等との協定締結による集積配分 ※震災編に同じ
拠点の運営体制を強化

※震災編に同じ

第 17 章 応急住宅対策計画

第 16 章 応急住宅対策計画

第 16 節 応急住宅対策計画

○被災住宅の応急修理、建物関係障害物の除去を行う主体を ※震災編に同じ
市から県に修正

※震災編に同じ

第４編 災害復旧・復興計画

第４章 災害復旧・復興計画

第４編 災害復旧・復興計画

第１章 民生安定化計画

第１節 民生安定化計画

第１章 民生安定化計画

○市町村の罹災証明書の発行に係る体制の強化について追加 ※震災編に同じ
○市町村が被災建築物に関する各種調査の必要性や違い等に
ついて被災者に明確に説明することを追加

※震災編に同じ

第１章 第２節 洪水予報・水防警報伝達計画
○県が、水防法第 13 条の規定により指定した河川以外の河川
についても役場等の所在地に係る河川については市町村等へ
河川水位等の情報を提供するよう努めることを追加
○国、県が、市町村長の洪水時の避難勧告等の発令に資する
よう市町村長へ河川の状況や今後の見通し等を直接伝える
よう努めることを追加
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山形県地域防災計画修正状況（平成 29 年度）一覧
（軽微な修正（文言修正等）を除く）

平成 29 年 11 月 29 日
震災対策編

風水害等対策編
第３章 火山災害対策計画
○降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によら
ず降灰予報（詳細）も発表することを追加

7

津波災害対策編

