
大地震や洪水などの自然災害による被害を最小限におさえ、地域に生活する
人々の生命・身体・財産を保護するために、自治体や防災関係機関が実施する
平常時の備えや災害発生時の対応などを定めたものが地域防災計画です。

矢吹町地域防災計画は、矢吹町地域において起こりうる災害に対して、町、
防災関係機関（消防、ライフライン事業者）、企業、住民がそれぞれ果たさな
ければならない責務と役割を記述したもので、町の災害対策の基本計画となる
ものです。

(1)地域防災計画とは

(2)概要版について

町は、平成１９年３月に、矢吹町地域防災計画を策定
しましたが、東日本大震災や近年の風水害の教訓を踏ま
え、災害対策基本法が一部改正されたことや福島県地域
防災計画が改定されたことを反映し、平成２８年に計画
の見直しを行いました。

本冊子は、矢吹町地域防災計画のうち、特に新たに計
画を見直した点や住民に周知する必要がある重要な事項
を抜き出し、分かりやすくまとめたものです。

概要版
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＜お問い合わせ＞
矢吹町役場 まちづくり推進課 生活安全係 ℡0248-42-2112
ホームページ http://www.town.yabuki.fukushima.jp/
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災害はいつどのようにして起こるか分かりません。自分の住んでいる地域で考えられる災害
を想定し、災害時の行動や付近の避難場所について確認しておきましょう。

自宅の耐震診断や耐震改修を行いましょう。また、地震の際の家具等の転倒を防止するため
に、転倒防止金具等で家具の固定をしましょう。

災害発生から混乱が治まるまでの数日間、生活するためには備蓄品や非常持出品の準備が必
要です。必要なものや量はそれぞれ異なりますので、個人に合わせた準備をしましょう。

②②②② 災災災災 害害害害 へへへへ のののの 備備備備 ええええ

災害発生の防止・発生時の被害軽減のためにも、一人ひとりが日頃から災害に対する正しい
知識を身に付けることが重要です。いざというときに対応できるよう準備をしておきましょう。

ローリングストック法をローリングストック法をローリングストック法をローリングストック法を
ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？

日にちを決めてレトルト
食品等を消費し、その分を
改めて補充するという備蓄
方法です。

賞味期限により購入と廃
棄を繰り返しがちな非常食
ですが、定期的に消費と補
充を行うことで、非常用品
の見直しにも繋がります。

③③③③ 避避避避 難難難難 方方方方 法法法法 にににに つつつつ いいいい てててて

避難する際には、慌てず、落ち着いて行動しましょう。車での避難は渋滞を招き、かえって
避難を遅くする原因ともなるため、可能な限り徒歩で避難場所へ向かいましょう。

自力での避難が困難な方について、あらかじめ地域で共有し、
避難の際に助け合える体制づくりを行いましょう。

(1)避難時の注意事項

(1)防災意識を高める

(2)住まいの安全性を確認

(3)非常用品の準備

非常用品の例

夜間の場合や避難が遅れたために、避難所への移動が困難な場
合は、無理をせずに建物内外の被害が少ない場所へ一時的に避
難しましょう。



● 町は、避難を呼び掛ける時には、
あらかじめ避難所を開設します。

● 避難所は、災害の種類や場所に
応じて、開設します。

町では、災害が発生するおそれがある場合、または災害の拡大防止に特に必要がある場合は、避
難の勧告・指示などを行います。

緊急度緊急度緊急度緊急度 避難情報避難情報避難情報避難情報 判断基準（水害）判断基準（水害）判断基準（水害）判断基準（水害） 住住住住 民民民民 のののの 方方方方 に求に求に求に求 めめめめ るるるる 行行行行 動動動動

避難準備避難準備避難準備避難準備
・・・・

高齢者等高齢者等高齢者等高齢者等
避難開始避難開始避難開始避難開始

町が注視する観測所の水位が避難判避難判避難判避難判
断水位断水位断水位断水位に達して、さらに水位の上昇
が予想される場合等。

＊阿武隈川の玉城橋水位観測所の水位が
5.2ｍに達した時

〈〈〈〈 要配慮者の避難開始要配慮者の避難開始要配慮者の避難開始要配慮者の避難開始 〉〉〉〉

避難に時間のかかる高齢者、身体に
障害を持つ方、乳幼児のいる家庭な
どは避難できる準備をする。また、
避難を開始する。

避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告

町が注視する観測所の水位がはん濫はん濫はん濫はん濫
危険水位危険水位危険水位危険水位に達して、さらに水位の上
昇が予想される場合等。

＊阿武隈川の玉城橋水位観測所の水位が
6.1ｍに達した時

〈〈〈〈 全全全全 員員員員 避避避避 難難難難 〉〉〉〉

避難対象地区の住民は、全員立ち退
き避難をする。

避難指示避難指示避難指示避難指示
（緊急）（緊急）（緊急）（緊急）

町が注視する観測所の水位が堤防を堤防を堤防を堤防を
越える水位越える水位越える水位越える水位に達するおそれがある場
合、または堤防に漏水や亀裂が発生
している等。

＊阿武隈川の玉城橋水位観測所の水位が
7.5ｍ（堤防高）に達するおそれがある時

〈〈〈〈 全全全全 員員員員 避避避避 難難難難 〉〉〉〉
避難していない方は、直ちに避難す
る。外が危険な場合は、屋内の高い
ところに避難する。

● 町は、避難所の生活環境向上の
ため被災者による自主的な避難
所運営組織の立上げの支援や、
避難所のルール作りなどをサ
ポートします。

避難所の主な役割避難所の主な役割避難所の主な役割避難所の主な役割

安 全
○生命・身体の安全の確保

○避難所内の安全確保

生 活
○食糧・水・生活物資等の提供

○生活場所の提供

健 康
○心と身体の健康の維持

○衛生的な避難所環境の維持

つながり
○住民同士のつながりの維持・形成

○情報発信・収集・交換

低

高

(3)避難所の開設

(4)避難所の運営

避難所開設の呼び掛けは？避難所開設の呼び掛けは？避難所開設の呼び掛けは？避難所開設の呼び掛けは？

大雨や、土砂崩れ、大地震による二次災
害等が発生するおそれがある場合などに、
町は、防災無線や防災ラジオを通じて対象
の地区に避難を呼び掛けます。

呼びかけ例「阿武隈川の水位がはん濫の
おそれのある水位に到達したため、○○地
区に避難勧告を発令しました。○○地区の
方は、△△集会所へ避難して下さい。」

※避難所は、裏面の
「避難所一覧」「避難所一覧」「避難所一覧」「避難所一覧」の中
から開設します

● 避難所の運営は、町職員と地域住民等
とが協力して運営します。

(2)町がお知らせする避難情報



教教教教 育育育育 施施施施 設設設設 ・・・・ 保保保保 健健健健 福福福福 祉祉祉祉 施施施施 設設設設

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

矢吹小学校 中町100番地 中畑公民館
（農村環境改善ｾﾝﾀｰ）

中畑127番地1
善郷小学校 小松384番地2

中畑小学校 中畑329番地 三神公民館 神田西130番地3

三神小学校 神田西130番地2 保健福祉センター 一本木100番地1

矢吹中学校 文京町118番地 福祉会館 八幡町476番地1

光南高等学校 田町532番地 農業短期大学校 一本木446番地

集集集集 会会会会 施施施施 設設設設

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

第一区自治会館 中町163番地 大畑多目的集会所 住吉102番地

大町集会所 大町241番地１ 寺内地域農業推進拠点施設 寺内西195番地１

二区コミュニティセンター 北町180番地1 鍋内多目的集会所 鍋内155番地2

第二区東自治会館 善郷内246番地
松倉転作定着化総合研修施
設

松倉222番地

滝八幡地区集会所 滝八幡105番地14 長峰多目的集会所 東長峰308番地１

大池集会所 善郷内17番地 弥栄集会所 大久保102番地

新町集会所 新町43番地 大久保集会所 大久保404番地８

田町集会所 田町191番地９ 文京地区集会所 文京町133番地56

高齢者若者センター 大和内192番地2 三城目集落センター 東川原358番地

井戸尻集会所 井戸尻489番地４ 西原集会所 牡丹平302番地3

五区集会所 小松450番地2
須乗本田水田営農活性化
対策推進研修施設

前田415番地

六区集会センター 東郷319番地3 須乗新田多目的集会所 上宮崎80番地

柿之内集落農事集会所 本郷町906番地1 南沢多目的集会所 沢尻35番地1

田内集落農事集会所 田内435番地 堤集会所 堤130番地１

根宿集落農事集会所 根宿674番地１ 神田多目的集会所 神田東304番地１

原宿多目的集会所 中畑808番地 中野目集会所 中野目西177番地

平鉢集会所 平鉢391番地 明新多目的集会所 明新中10番地1

公公公公 園園園園 （（（（ 一一一一 時時時時 避避避避 難難難難 場場場場 所所所所 ））））

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

大池公園 大池9番地外 ひまわり公園 北町186番地2

小松公園 小松367番地1 大林公園 中町39番地1外

小池公園 善郷内230番地4 新町公園 新町284番地

④④④④ 矢矢矢矢 吹吹吹吹 町町町町 避避避避 難難難難 所所所所 一一一一 覧覧覧覧

緊急の連絡先緊急の連絡先緊急の連絡先緊急の連絡先
矢吹交番 42-2112

矢吹消防署 42-3762

矢吹郵便局 42-4080

会田病院 42-2121

白河警察署
0248-23-0110

郡山国道事務所
024-946-0333

県南建設事務所(県道)
0248-23-1631

警察警察警察警察 １１０番１１０番１１０番１１０番

消防消防消防消防 １１９番１１９番１１９番１１９番

東北電力㈱白河営業所
0248-23-3131

東日本電信電話㈱
福島郡山支店(NTT)

024-924-6263

町内町内町内町内 官公庁官公庁官公庁官公庁 ライフラインライフラインライフラインライフライン


