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はじめに 

 

 このマニュアルは、東日本大震災後に改正された災害対策基本法（昭和 36 年 11 月

15 日法律第 223 号）の施行を受け、平成 26 年 4 月に内閣府が示した「避難勧告等の

判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案)」を参考とし、これまで運用してきた当

市の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を全面的に改正したものであり、主に次

の点について見直しを行った。（上記のガイドラインに付された「(案)」は、平成 26

年 9 月の公表・周知以降において外されている。） 

 

１．「避難」は、災害から命を守る行動であるという考え方から、従来の避難所への避

難だけでなく、自宅等に留まって安全を確保することも「避難行動」の一つとした。 

Ａ 立ち退き避難 

① 指定避難所への移動 

② 安全な場所（公園、親戚や友人の家等）への移動 

③ 近隣の高い建物等への移動 

Ｂ 屋内安全確保 ① 建物内の安全な場所での待避 

 

２．水害については、当市において氾濫した水の流れによって家屋が流失する可能性

は極めて小さいことなどから、対象地域の居住者に対して立ち退き避難を前提とし

た避難勧告等を発令せず、基本的に屋内安全確保することとした。 

 

３．土砂災害については、これまで一定の地域全体を避難勧告等の対象としていたが、

今後は土砂災害警戒区域を基本とし、避難行動における共助体制を考慮して対象区

域に近接する町内（丁目）等を単位に発令することとした。 

 

４．津波・高潮災害については、太平洋沿岸地域を住家が集まる「集落部」と、より

海に近い「海岸部」とに区分して発令することとし、津波避難の際は、急を要する

ことから、基本的に避難指示のみを発令することとした。 

 

５．竜巻・雷・急な大雨については、積乱雲の急な発達により発生するため、適時的

確な避難勧告等の発令が困難であることから、このマニュアルの対象となる災害か

ら除外することとした。 

 

６．避難勧告等の発令にあたっては、空振りをおそれず、夜間でも躊躇することなく

発令することとした。 
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[立ち退き避難が必要な住民に求める行動] 

 

避難準備情報 

○気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必要について考え

る。 

○立ち退き避難が必要と判断する場合は、その準備をする。

○（災害時）要配慮者は、立ち退き避難する。 

避難勧告 ○立ち退き避難する。 

避難指示 

○避難勧告を行った地域のうち、立ち退き避難をしそびれた

者が立ち退き避難する。 

○土砂災害から、立ち退き避難をしそびれた者が屋内安全確

保をする。 

○津波災害から、立ち退き避難する。 
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１．水 害 

 

1.1 対象区域 

(1) 外水氾濫（破堤・越水氾濫） 

ア 洪水予報河川：高瀬川（小川原湖） 

   ・庭構地区（小川原湖と仏沼の間） 

   ・小川原湖畔地区 

  イ 小河川：古間木川 

   ・古間木川沿川地区 

   ・姉沼周辺地区 

 

(2) 内水氾濫（市街地等における家屋の床上浸水等） 

   ・市内全域 

 

1.2 発令基準 

 (1) 外水氾濫（破堤・越水氾濫） 

ア 洪水予報河川：高瀬川（小川原湖） 

対象区域内に居住者がないため、避難勧告等を行う対象者は主に湖水浴客や湖

畔キャンプ場の利用者など一時滞在者を想定するものであり、土地に不案内な者

であっても速やかに避難できるよう案内板等を整備する。 

 発令区分 発令基準 とるべき避難行動 

避難準備情報 
○小川原湖観測所の計測水位が避難判

断水位（１．６５ｍ）に到達したとき。
Ａ．立ち退き避難 

避難勧告 
○小川原湖観測所の計測水位がはん濫

危険水位（１．７０ｍ）に到達したとき。
Ａ．立ち退き避難 

避難指示 ○浸水被害等が発生したとき。 Ａ．立ち退き避難 

 

[小川原湖観測所（小川原湖中央部）における基準値] 

 水防団待機水位 ０．８０ｍ  

はん濫注意水位 １．００ｍ  

避難判断水位 １．６５ｍ  

はん濫危険水位 １．７０ｍ  
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 イ 小河川：古間木川 

   古間木川の規模から、仮に越水したとしても氾濫した水の流れによって家屋が

流失する可能性は極めて小さく、また、避難のために浸水している場所を移動す

ることは、むしろ危険な場合が多いことから、浸水被害が発生した場合であって

も屋内安全確保を原則とし、基本的に避難勧告等は発令しない。 

なお、姉沼周辺の浸水想定区域には居住者がない。 

 

(2) 内水氾濫（市街地等における家屋の床上浸水等） 

内水地域における浸水は、命を脅かされる危険性が極めて小さく、また、避難

のために浸水している場所を移動することは、むしろ危険な場合が多いことから、

浸水被害が発生した場合であっても屋内安全確保を原則とし、基本的に避難勧告

等は発令しない。 

 

  [命を脅かされる危険性] 

   内水地域であっても浸水深が２ｍを超える場所や地下施設等については、命を

脅かされる危険性があることから、自主的に立ち退き避難を行うものとする。 

 

1.3 留意事項 

(1) 洪水予報河川：高瀬川（小川原湖）については、対象区域に滞在する者（一時

滞在者）に対し、市所管部署から指定管理者等を通じて当該区域からの退去を呼

びかけることとし、危険が及ぶ前に退去を完了しておくこと。 

(2) 小河川：古間木川又は内水氾濫については、基本的に避難勧告等を発令しない

ため、住民自らが避難行動（屋内安全確保）をとるための判断をする必要がある

ことから、住民に対し、自宅への浸水を防止するための備えや浸水したときに待

避する場所を決めておくなどの事前対策について周知すること。 

(3) 屋内での移動も困難な避難行動要支援者については、その家族等に対し、早め

に避難行動（屋内安全確保）をとるよう周知すること。 

 

1.4 解除基準 

   河川の水位が十分に下がり、又は氾濫した水が十分に引き、それ以降の降雨がほ

とんどない場合を基本として、解除するものとする。 
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２．土砂災害 

 

2.1 対象区域 

(1) 土砂災害警戒区域 

  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ずるおそれがあり、

警戒避難体制を特に整備すべき区域 

（参照 資料２６ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定箇所） 

(2) 土砂災害特別警戒区域 

  土砂災害警戒区域のうち、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ずるおそれがあり、一定の開発行為の制限及

び建築物の構造の規制をすべき区域 

（参照 資料２６ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定箇所） 

(3) 土砂災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域） 

  傾斜度３０度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼす

恐れのある急傾斜地およびその近接地 

（参照 資料１９ 急傾斜地崩壊危険箇所） 

 (4) その他（山地災害危険地区、なだれ危険箇所等） 

（参照 資料１７ 山地災害危険地区） 

（参照 資料２０ なだれ危険箇所） 

 

2.2 発令基準 

土砂災害に係る避難勧告等を発令する場合は、土砂災害警戒区域を基本とし、避難

行動における共助体制を考慮して対象区域に近接する町内(丁目)等を単位に発令する。 

なお、避難行動については立ち退き避難を原則とし、立ち退き避難しそびれ、かつ、

屋外の状況が悪化した場合のみ、やむを得ず屋内安全確保とする。この場合において

は、屋内でも上階の谷側に待避するなど可能な限りの危険回避を心がけるものとする。 

 発令区分 発令基準 とるべき避難行動 

避難準備情報 

○大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

で大雨警報の土壌雨量指数基準を超

過したとき。 

（避難準備） 

○強い降雨を伴う台風が夜間から明

け方に接近・通過することが予想され

るとき。 

（避難準備） 
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避難勧告 

○土砂災害警戒情報が発表されたと

き。 
Ａ．立ち退き避難 

○大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

の予想で土砂災害警戒情報の判定基

準を超過し、さらに降雨が継続する見

込みであるとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○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

発表されたとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○土砂災害の前兆現象（湧き水・地下

水の濁り等）が発見されたとき。 
Ａ．立ち退き避難 

避難指示 

○土砂災害警戒情報が発表され、か

つ、土砂災害警戒判定メッシュ情報の

実況で土砂災害警戒情報の判定基準

を超過したとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○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

表されたとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○土砂災害が発生したとき。 Ａ．立ち退き避難 

○避難勧告による立ち退き避難が十

分でなく、再度、立ち退き避難を住民

に促す必要があるとき。 

基本的に 

Ａ．立ち退き避難 

やむを得ないとき 

Ｂ．屋内安全確保 

 

  [土砂災害警戒情報] 

   大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常

に高まったときに、市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるよ

う、また、住民の自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特定し

て都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報。 

 

[土砂災害警戒判定メッシュ情報] 

 土砂災害警戒情報を補足する情報。土砂災害警戒情報が発表されたときには、

土砂災害警戒判定メッシュ情報を確認することにより、対象市町村内で土砂災害
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発生の危険度が高まっている領域（５ｋｍメッシュ）を把握することができる。 

５ｋｍ四方の領域(メッシュ)毎に、土壌雨量指数及び降雨の実況・予測に基づ

く土砂災害発生の危険度を５段階に階級表示した情報を分布図で表示し、解析時

刻・１時間先予測・２時間先予測の中で最大の土砂災害警戒判定値を表示する。 

 

[記録的短時間大雨情報] 

 大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるよう

な、稀にしか観測しない雨量であることを知らせるために発表する情報。 

 

[土砂災害(がけ崩れ)の前兆現象]  

時期 状  況 現象の内容 説  明 

直前 

湧水の停止 

湧き水の急激

な減少・枯渇が

認められる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

湧水の噴き

出し 

水の吹き出し

が認められる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

亀裂の発生 
斜面に亀裂が

できる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面の弱い部分に沿って異変（亀裂）が生

じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

斜面のはら

みだし 

斜面にはらみ

がみられる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面に変異が生じる現象。崩壊に至る可能

性が高い。 

小石がぼろ

ぼろ落下 

小石が斜面か

らぼろぼろと

落下する 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面の表層部の比較的弱い箇所から転石が

生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

地鳴り 

斜面から異常

な音、山鳴り、

地鳴りが聞こ

える 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面全体が岩塊として変異（移

動）するとともに、異常な音が発生する現

象。崩壊に至る可能性が高い。 
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１～２ 

時間前 

小石がぱら

ぱら落下 

小石が斜面か

らぱらぱらと

落下する 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面の表層部の比較的弱い箇所から転石が

生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

新たな湧水

の発生 

新たな湧水が

ある 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

湧水の濁り 

普段澄んでい

る湧き水が濁

ってきた 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

２～３ 

時間前 

湧水量の増

加 

湧き水の急激

な増加が認め

られる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

表面流の発

生 

表面に流水が

ある 

内部に水を含むことが出来ないため表面流

が発生する。 

 

2.3 留意事項 

(1) 避難行動をとるにあたっては、立ち退き避難を原則とすること。 

(2) 避難勧告等が発令された区域に居住する避難行動要支援者については、地域の

共助体制により、逃げ遅れる者のないようお互いの助け合いを呼びかけること。 

(3) 避難勧告等が発令された区域には、住民等が近づくことのないよう速やかに立

ち入り制限措置を実施すること。 

 

2.4 解除基準 

 (1) 土砂災害警戒情報が解除された段階を基本として、解除するものとする。 

(2) 土砂災害が発生した場合には、土砂災害警戒情報が解除され、かつ、住宅地等

での安全が十分に確認された段階を基本として、解除するものとする。 
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３．津波・高潮災害 

 

3.1 対象区域 

(1) 集落部（太平洋沿岸地域） 

  ・塩釜、織笠、新森、六川目、細谷、淋代、鹿中、三川目 

 (2) 海岸部（(1)のうち防風林から海側の区域） 

  ・港町（三沢漁港） 

・漁業従事者、沿岸の港湾施設で仕事に従事する者、海水浴客等が滞在する区域 

 

3.2 発令基準 

 津波・高潮災害に係る避難勧告等は、太平洋沿岸地域を住家が集まる「集落部」と、

より海に近い「海岸部」とに区分して発令する。 

津波避難については、立ち退き避難により直ちに海岸から離れることを原則とし、

急を要することから、基本的に避難指示のみを発令する。 

なお、釣り人や海水浴客等については、市所管部署から漁業協同組合や指定管理者

等を通じて対象区域からの退去を呼びかけることとし、土地に不案内な者であっても

速やかに避難できるよう案内板等を整備する。 

 発令区分 発令基準 とるべき避難行動 

避難準備情報 
○遠地地震による津波のように到達

までに相当の時間があるとき。 
（避難準備） 

避難勧告 

○高潮警報又は高潮特別警報が発表

され、浸水被害等が発生するおそれの

あるとき。 

Ａ．立ち退き避難 

※海岸部に限る。 

避難指示 

○高潮警報又は高潮特別警報が発表

され、浸水被害等が発生したとき。 

Ａ．立ち退き避難 

※海岸部に限る。 

○津波注意報が発表されたとき。 
Ａ．立ち退き避難 

※海岸部に限る。 

○津波警報又は大津波警報が発表さ

れたとき。 
Ａ．立ち退き避難 

○停電、通信途絶等により、津波警報

等を適時に受けとることができない

状況において、強い揺れを感じたと

き、あるいは、揺れは弱くとも１分以

上の長い揺れを感じたとき。 

Ａ．立ち退き避難 
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3.3 留意事項 

(1) 避難行動をとるにあたっては、立ち退き避難を原則とすること。 

(2) 避難勧告等が発令された区域に居住する避難行動要支援者については、地域の

共助体制により、逃げ遅れる者のないようお互いの助け合いを呼びかけること。 

(3) 自動車による避難を行う地区においては、徒歩避難する者を自動車に同乗させ、

乗り合いによって避難するよう周知すること。また、折り返し輸送などのために

避難対象区域に戻らないこと。 

(4) 避難勧告等が発令された区域には、住民等が近づくことのないよう速やかに立

ち入り制限措置を実施し、この措置を行う者も自らの生命の安全を第一に行動す

ること。 

 

3.4 解除基準 

 (1) 津波又は高潮に関する警報等が全て解除された段階を基本として、解除するも

のとする。 

(2) 浸水被害が発生した場合には、津波又は高潮に関する警報等が全て解除され、

かつ、陸地での浸水が解消した段階を基本として、解除するものとする。 
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４．伝達文案 

 

4.1 水害の場合 

 

(1) 避難準備情報 

 ・緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・小川原湖の水位が上昇したため、○○時○○分、 

小川原湖畔地区に避難準備情報を発令しました。 

・小川原湖周辺にいる方は、安全な場所に避難してください。 

 

(2) 避難勧告 

 ・緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・小川原湖の水位が危険水位に達したため、○○時○○分、 

小川原湖畔地区に避難勧告を発令しました。 

・小川原湖周辺にいる方は、直ちに、安全な場所に避難してください。 
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4.2 土砂災害の場合 

 

(1) 避難準備情報 

 ・緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・土砂災害が発生するおそれがあるため、○○時○○分、 

○○町（○○丁目）に避難準備情報を発令しました。 

・対象区域にお住まいの方は、避難する準備をしてください。 

・また、危険だと思う場合は、迷わず安全な場所に避難してください。 

 

(2) 避難勧告 

 ・緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・土砂災害が発生するおそれが高まったため、 

○○時○○分、○○町（○○丁目）に避難勧告を発令しました。 

・対象区域にお住まいの方は、 

○○小学校又は○○中学校に避難してください。 

・避難所に移動する際は、事故の無いよう十分注意するとともに、 

隣近所にも声をかけ、お年寄りの方などの避難に協力してください。 

 

(3) 避難指示 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・土砂災害が発生するおそれが極めて高まったため、 

 （土砂災害が発生したため、） 

○○時○○分、○○町（○○丁目）に避難指示を発令しました。 

・対象区域にお住まいの方は、 

直ちに、○○小学校又は○○中学校に避難してください。 

・避難所に移動する際は、事故の無いよう十分注意するとともに、 

隣近所にも声をかけ、お年寄りの方などの避難に協力してください。 
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4.3 津波・高潮災害の場合 

 

(1) 避難準備情報（遠地地震による津波） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・○○で発生した地震の影響により、津波が予想されるため、 

○○時○○分、太平洋沿岸地域に避難準備情報を発令しました。 

・海沿いの地域にお住まいの方は、避難する準備をしてください。 

 

(2) 避難勧告（高潮警報等） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・高潮による被害が発生するおそれがあるため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域の海岸部に避難勧告を発令しました。 

・防風林より海側の区域にいる方は、 

海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

 

(3)-1 避難指示（高潮警報等） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・高潮による被害が発生したため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域の海岸部に避難指示を発令しました。 

・防風林より海側の区域にいる方は、 

直ちに、海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

 

(3)-2 避難指示（津波注意報） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・津波注意報が発表されたため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域の海岸部に避難指示を発令しました。 

・防風林より海側の区域にいる方は、 

直ちに、海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 
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(3)-3 避難指示（津波警報又は大津波警報） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・（津波警報・大津波警報）が発表されたため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域に避難指示を発令しました。 

・海沿いの地域にお住まいの方は、 

直ちに、海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

・また、隣近所にも声をかけ、お年寄りの方などの避難に協力してください。 

（津波だ。逃げろ！ 津波だ。逃げろ！） 

 

 

4.4 解除の場合 

 

 (上りチャイム) 

・こちらは、三沢市役所です。 

・○○地区に発令しておりました 

（避難準備情報、避難勧告、避難指示）は、 

○○時○○分をもって解除します。 

・なお、被害にあわれた方は、三沢市役所へ届け出てください。 

（下りチャイム） 
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