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市町村自治体の地域防災体制に関するアンケート調査結果 
 

 

下川悦郎 
 

 

１．はじめに 

本アンケート調査は、防災の最前線を担う市町村自治体における地域防災体制の現状と課題を

把握することを目的として実施した。本文は、その結果を単純集計したものである。 
ご多忙ななか本アンケート調査にご回答いただいた市町村自治体の関係者に深く感謝する次第

である。 
 
２．方法 

 アンケートは大きく、基本情報（属性）、危機管理組織、市町村防災会議、防災協定等の締結、

自主防災組織等の活動に対する支援、地域防災計画等の見直し、ハザードマップの公表、事業実

施計画の策定、警戒避難対応および災害応急対応、災害復旧復興、市町村自治体における地域防

災の課題の１１項目に区分される。設問の総数は４６である。回答は、選択(二項選択回答形式、

多項選択回答形式、無制限複数回答方式、制限複数回答形式)、または記入（数値、文字）による。 

 本アンケート調査用紙を県内４３の市町村自治体に発送し、回答を依頼した。全ての市町村自

治体から回答が寄せられた。 
 

３．結果 

３．1 基本情報（属性）について 
(1) 市町村自治体の地理的条件 
 市町村自治体が置かれた地理的条件は、沿岸部から内陸部に及ぶ １８自治体、沿岸部から内

陸部に及び島部も含む ２自治体、内陸部 ４自治体、島部 １９自治体となっている。 
(2) 災害種類の想定 
 主に懸念される災害として（無制限複数回答）、３２自治体が河川・浸水災害、３７自治体が土

砂災害、２９自治体が地震災害、２８自治体が津波災害、１１自治体が火山災害、２６自治体が

高潮災害、３３自治体が風害（竜巻災害を含む）、７自治体が放射線災害、２自治体がその他の災

害を挙げている。 
 
３．２ 危機管理組織について 
(1) 危機管理業務の所管部局 
防災を含む危機管理業務は、６自治体が危機管理専門の部または課、３４自治体が総務課等に

配置された係または室、３自治体が係等に配置された防災等担当職員で所管されている。 
(2) 危機管理監 
① 危機管理官の配置  

 危機管理監（またはそれに類する役職）の配置について、１１自治体が配置している、３２自

治体が配置していない と答えている。 
② 危機管理監の担当危機事象 

 危機管理官が担当する危機事象は、あらゆる危機事象 ４自治体、行政内部組織の危機事象（個

人情報の漏洩や職員の不祥事等）を除く危機事象 ４自治体、その他 ３自治体となっている。 
③ 危機管理監の組織上の位置づけ 
危機管理監の組織上の位置づけについて、首長の補佐として危機管理監が危機管理部局を統括 

４自治体、局長（または部長、課長）の補佐として危機管理監が危機管理部局を統括 ５自治体、

その他 ２自治体となっている。   
(3) 人材の確保と育成 
① 危機管理担当職員の確保 
専門的な危機管理の知識や経験を有する人材の確保について、５自治体が人事面で工夫してい

る、３７自治体がとくに工夫していない、と答えている。 
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② 人事面での工夫の内容 
人事面での工夫の内容について、１自治体が危機管理や防災等の経験者を外部から採用、４自

治体がその他（消防職員の配置）、と答えている。                                    
③ 人材養成のための研修の実施 
危機管理や防災に係わる人材育成のための職員研修（外部機関が行う研修への派遣も含めて）

について、２５自治体が実施している、１７自治体が実施していない、と答えている。 
④ 研修内容 
職員研修の内容について（無制限複数回答）、災害・防災全般を１２自治体、防災情報を７自治

体、警戒避難対応を６自治体、災害応急対応を６自治体、復興・復旧を１自治体、河川・浸水災

害を４自治体、土砂災害を６自治体、地震災害を８自治体、津波災害を７自治体、火山災害を１

自治体、高潮災害を３自治体、風害（竜巻災害を含む）を６自治体、放射線災害を５自治体、そ

の他を１自治体が挙げている。 
 
３．３ 市町村防災会議について 
(1) 市町村防災会議の設置 
 市町村防災会議の設置について、４２自治体が設置されている、１自治体が設置されていない、

と答えている。  
(2) 市町村防災会議の設置形態 
 知町村防災会議の設置形態について、４２自治体が単独で設置している。  
(3) 市町村防災会議の活用 
市町村防災会議の活用について（無制限複数回答）、地域防災計画等の策定・見直しを４２自治

体、大規模災害および複合災害への対応を６自治体、域内関係機関の調整を８自治体、その他を

３自治体が挙げている。   
 
３．４ 防災協定等の締結について 
(1) 他自治体 
① 防災協定等の締結 
他自治体との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、３２自治体が結んでい

る、１０自治体が結んでいない、と答えている。 
② 防災協定等の内容 
防災協定等の内容について（無制限複数回答）、物資の援助を３２自治体、職員（事務系、技術

系）の派遣を２９自治体、消防職員の派遣を１４自治体、医療関係者の派遣を１０自治体、避難

住民の受け入れを１６自治体、平時における情報交換や職員の人事交流を３自治体、その他を１

自治体が挙げている。 
③ 防災協定等の締結先 

 防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、県内の隣接する自治体を２４自治体、県外の

隣接する自治体を７自治体、県内の隣接していない自治体を１７自治体、県外の隣接していない

自治体を１３自治体、広域連合を３自治体、事務組合を１自治体、その他を９自治体が挙げてい

る。 
(2) 組織・団体、企業等 
① 防災協定等の締結 
団体、企業等との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、４０自治体が結ん

でいる、３自治体が結んでいない、と答えている。 
② 防災協定等の締結先 

 防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、町内会・自主防災組織等を２自治体、社会福

祉協議会を５自治体、企業（電気・通信等のライフライン関係企業）を３３自治体、企業（建設

関係企業）を３４自治体、企業（ライフライン・建設関係企業以外の企業）を２４自治体、商店

会を１自治体、商工会・青年会議所を２自治体、医療機関を７自治体、NPO・ボランティア団体

等を２自治体、その他を７自治体が挙げている。 
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② 人事面での工夫の内容 
人事面での工夫の内容について、１自治体が危機管理や防災等の経験者を外部から採用、４自

治体がその他（消防職員の配置）、と答えている。                                    
③ 人材養成のための研修の実施 
危機管理や防災に係わる人材育成のための職員研修（外部機関が行う研修への派遣も含めて）

について、２５自治体が実施している、１７自治体が実施していない、と答えている。 
④ 研修内容 
職員研修の内容について（無制限複数回答）、災害・防災全般を１２自治体、防災情報を７自治

体、警戒避難対応を６自治体、災害応急対応を６自治体、復興・復旧を１自治体、河川・浸水災

害を４自治体、土砂災害を６自治体、地震災害を８自治体、津波災害を７自治体、火山災害を１

自治体、高潮災害を３自治体、風害（竜巻災害を含む）を６自治体、放射線災害を５自治体、そ

の他を１自治体が挙げている。 
 
３．３ 市町村防災会議について 
(1) 市町村防災会議の設置 
 市町村防災会議の設置について、４２自治体が設置されている、１自治体が設置されていない、

と答えている。  
(2) 市町村防災会議の設置形態 
 知町村防災会議の設置形態について、４２自治体が単独で設置している。  
(3) 市町村防災会議の活用 
市町村防災会議の活用について（無制限複数回答）、地域防災計画等の策定・見直しを４２自治

体、大規模災害および複合災害への対応を６自治体、域内関係機関の調整を８自治体、その他を

３自治体が挙げている。   
 
３．４ 防災協定等の締結について 
(1) 他自治体 
① 防災協定等の締結 
他自治体との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、３２自治体が結んでい

る、１０自治体が結んでいない、と答えている。 
② 防災協定等の内容 
防災協定等の内容について（無制限複数回答）、物資の援助を３２自治体、職員（事務系、技術

系）の派遣を２９自治体、消防職員の派遣を１４自治体、医療関係者の派遣を１０自治体、避難

住民の受け入れを１６自治体、平時における情報交換や職員の人事交流を３自治体、その他を１

自治体が挙げている。 
③ 防災協定等の締結先 

 防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、県内の隣接する自治体を２４自治体、県外の

隣接する自治体を７自治体、県内の隣接していない自治体を１７自治体、県外の隣接していない

自治体を１３自治体、広域連合を３自治体、事務組合を１自治体、その他を９自治体が挙げてい

る。 
(2) 組織・団体、企業等 
① 防災協定等の締結 
団体、企業等との防災協定（あるいはそれに類する協定）の締結について、４０自治体が結ん

でいる、３自治体が結んでいない、と答えている。 
② 防災協定等の締結先 

 防災協定等の締結先について（無制限複数回答）、町内会・自主防災組織等を２自治体、社会福

祉協議会を５自治体、企業（電気・通信等のライフライン関係企業）を３３自治体、企業（建設

関係企業）を３４自治体、企業（ライフライン・建設関係企業以外の企業）を２４自治体、商店

会を１自治体、商工会・青年会議所を２自治体、医療機関を７自治体、NPO・ボランティア団体

等を２自治体、その他を７自治体が挙げている。 
 
 

３．５ 自主防災組織等の防災活動に対する支援について 
(1) 自主防災組織に対する防災活動支援 
① 自主防災組織の組織率 
自主防災組織の組織率は７０～１００％、平均組織率は約９１％である。 
② 自主防災組織の活動の現状 
自主防災組織の防災活動の現状について市町村自治体がどう認識しているかとの問いに、３自

治体が全体として活動が活発、３０自治体が一部に活発な組織もあるものの不活発な組織が多い、

８自治体が全体として活動は低迷している、１自治体が現状を把握していない、と答えている。 
③ 自主防災組織の防災活動に対する行政支援 
自主防災組織の活動に対する行政支援について（無制限複数回答）、活動資機材の支給・貸与を

１４自治体、活動資金の援助を１２自治体、防災担当職員や防災アドバイザーの派遣による防災

の助言・指導を２６自治体、研修会や講習会による防災リーダーの育成を１９自治体、災害時要

援護者の支援を８自治体、安否確認のための住民名簿の作成を４自治体、その他を２自治体が挙

げている。   
(2) 管内企業等に対する防災活動支援 
管内企業等の防災活動に対する支援について（無制限複数回答）、消防部局による防火対策を 

２３自治体、防火訓練等の指導・助言を５自治体が挙げている。 
 
３．６ 地域防災計画等の見直しについて 
 地域防災計画や防災対策に係わる条例、計画、指針、マニュアルの見直しについて、３０自治

体が適宜見直している、９自治体があまり見直していない、４自治体がその他、と答えている。 
 

３．７ ハザードマップの公表について 
(1) 河川・浸水災害 
 河川・浸水災害に係るハザードマップの公表について、２６自治体が公表されている、４自治

体が公表されていない、６自治体が現在作成中または作成予定、１自治体がその他、と答えてい

る。 
(2) 土砂災害 
土砂災害に係るハザードマップの公表について、２７自治体が公表されている、１自治体が公

表されていない、１２自治体が現在作成中または作成予定、と答えている。 
(3) 地震災害（地盤災害） 
地震災害に係るハザードマップの公表について、１５自治体が公表されている、９自治体が公

表されていない、１０自治体が現在作成中または作成予定、４自治体がその他、と答えている。 
(4) 津波災害 
津波災害に係るハザードマップの公表について、１５自治体が公表されている、５自治体が公

表されていない、１６自治体が現在作成中または作成予定、２自治体がその他、と答えている。 
 (5) 火山災害 
火山災害に係るハザードマップの公表について、５自治体が公表されている、１７自治体が公

表されていない、４自治体が現在作成中または作成予定、９自治体がその他、と答えている。 
 (6)  高潮災害 
高潮災害に係るハザードマップの公表について、９自治体が公表されている、１７自治体が公

表されていない、５自治体が現在作成中または作成予定、５自治体がその他、と答えている。 
(7) 放射線災害 
放射線災害に係るハザードマップの公表について、１９自治体が公表されていない、４自治体

が現在作成中または作成予定、１０自治体がその他、と答えている。 
 
３．８ 自治体の事業継続計画（BCP 計画）の策定について 
災害時における自治体の事業継続計画について、３自治体が策定している、３３自治体が策定

していない、６自治体が現在作成中または作成予定、１自治体がその他、と回答している。 
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３．９ 警戒避難対応および災害応急対応について 
(1) 実施組織 
① 災害警戒本部および災害対策本部の設置基準 
災害警戒本部及び災害対策本部を設置する基準の策定について、４２自治体が策定している、

１自治体が策定していない、と回答している。 
② 通常の手続きができない場合の災害警戒本部および災害対策本部の設置 

 災害が突発的に発生し首長と速やかな連絡が取れない場合、あるいは首長に事故や不測の事態

が生じた場合など対策本部の設置や応急防災対応に係わる体制の整備について、３２自治体が整

備されている、１０自治体が整備されていない、１自治体がその他、と回答している。 
(2) 防災情報の収集・分析・伝達 
① 防災情報の収集・分析・伝達体制の整備 

 防災情報の収集・分析・伝達を行う体制（要員、機器等）の整備について、３自治体が十分整

備されている、３７自治体がある程度整備されている、３自治体がほとんど整備されていない、

と答えている。 
② 整備の内容 

 整備の内容について（無制限複数回答）、情報収集・伝達システムを構築している を２５自治

体、民間の気象関係企業等から防災情報を収集している を１５自治体、雨量や河川水位等につ

いて独自に防災情報を収集している を１５自治体、専門の要員を配置し防災情報の分析を実施

している を１自治体、消防団や自主防災組織との連絡体制を整え住民にきめ細かな防災情報を

提供している を１３自治体、通信手段が麻痺した場合に備えて衛星通信手段を確保している 

を２６自治体、その他 を２自治体が挙げている。 
(3) 警戒避難対応における避難勧告等の意思決定 
① 避難勧告等発令の判断基準 

 避難勧告、避難指示等、避難に係る防災情報発令の判断基準の策定について、４０自治体が策

定している、２自治体が策定していない、１自治体がその他、と回答している。 
② 判断基準の対象災害 
策定した判断基準の対象災害について（無制限複数回答）、河川・浸水災害を２９自治体、土砂

災害を３８自治体、地震災害を２３自治体、津波災害を３０自治体、火山災害を６自治体、高潮

災害を２６自治体、風害（竜巻災害を含む）を２５自治体、放射線災害を５自治体が挙げている。 
③ 判断基準を策定していない理由 
判断基準を策定していない理由について、１自治体が高度な専門的知識が必要、２自治体が災

害の発生条件が場所によって異なり一律に判断基準をつくることは難しい、１自治体がその他を

挙げている。 
(4) 災害応急対応 
① 災害対策拠点の整備 

 非常用電源設備等、停電や浸水に対し災害対策拠点の機能を維持するための備えについて、４

自治体がほぼできている、３３自治体がある程度できている、６自治体がほとんどできていない、

と答えている。 
② 食料、資材の備蓄 

 食料や資材の備蓄について、１自治体がほぼできている、２３自治体がある程度できている、

１９自治体がほとんどできていない、と回答している。 
③ 災害応急対応 

 災害応急対応の行動計画（あるいは指針、マニュアル等）の作成について、１４自治体が作成

している、２９自治体が作成していない、と回答している。   
 
３．10 災害復旧復興について 

災害復旧復興にあたって特に優先して実施する対策は何との問いについて（制限複数回答―３

選択）、被災者の生活支援を４２自治体、生業の復旧復興支援を５自治体、ライフラインの復旧を

４２自治体、道路・港湾等社会インフラの復旧を３２自治体、防災施設の整備を３自治体、防災

体制の強化を５自治体、その他を１自治体が挙げている。 
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３．９ 警戒避難対応および災害応急対応について 
(1) 実施組織 
① 災害警戒本部および災害対策本部の設置基準 
災害警戒本部及び災害対策本部を設置する基準の策定について、４２自治体が策定している、

１自治体が策定していない、と回答している。 
② 通常の手続きができない場合の災害警戒本部および災害対策本部の設置 

 災害が突発的に発生し首長と速やかな連絡が取れない場合、あるいは首長に事故や不測の事態

が生じた場合など対策本部の設置や応急防災対応に係わる体制の整備について、３２自治体が整

備されている、１０自治体が整備されていない、１自治体がその他、と回答している。 
(2) 防災情報の収集・分析・伝達 
① 防災情報の収集・分析・伝達体制の整備 

 防災情報の収集・分析・伝達を行う体制（要員、機器等）の整備について、３自治体が十分整

備されている、３７自治体がある程度整備されている、３自治体がほとんど整備されていない、

と答えている。 
② 整備の内容 

 整備の内容について（無制限複数回答）、情報収集・伝達システムを構築している を２５自治

体、民間の気象関係企業等から防災情報を収集している を１５自治体、雨量や河川水位等につ

いて独自に防災情報を収集している を１５自治体、専門の要員を配置し防災情報の分析を実施

している を１自治体、消防団や自主防災組織との連絡体制を整え住民にきめ細かな防災情報を

提供している を１３自治体、通信手段が麻痺した場合に備えて衛星通信手段を確保している 

を２６自治体、その他 を２自治体が挙げている。 
(3) 警戒避難対応における避難勧告等の意思決定 
① 避難勧告等発令の判断基準 

 避難勧告、避難指示等、避難に係る防災情報発令の判断基準の策定について、４０自治体が策

定している、２自治体が策定していない、１自治体がその他、と回答している。 
② 判断基準の対象災害 
策定した判断基準の対象災害について（無制限複数回答）、河川・浸水災害を２９自治体、土砂

災害を３８自治体、地震災害を２３自治体、津波災害を３０自治体、火山災害を６自治体、高潮

災害を２６自治体、風害（竜巻災害を含む）を２５自治体、放射線災害を５自治体が挙げている。 
③ 判断基準を策定していない理由 
判断基準を策定していない理由について、１自治体が高度な専門的知識が必要、２自治体が災

害の発生条件が場所によって異なり一律に判断基準をつくることは難しい、１自治体がその他を

挙げている。 
(4) 災害応急対応 
① 災害対策拠点の整備 

 非常用電源設備等、停電や浸水に対し災害対策拠点の機能を維持するための備えについて、４

自治体がほぼできている、３３自治体がある程度できている、６自治体がほとんどできていない、

と答えている。 
② 食料、資材の備蓄 

 食料や資材の備蓄について、１自治体がほぼできている、２３自治体がある程度できている、

１９自治体がほとんどできていない、と回答している。 
③ 災害応急対応 

 災害応急対応の行動計画（あるいは指針、マニュアル等）の作成について、１４自治体が作成

している、２９自治体が作成していない、と回答している。   
 
３．10 災害復旧復興について 

災害復旧復興にあたって特に優先して実施する対策は何との問いについて（制限複数回答―３

選択）、被災者の生活支援を４２自治体、生業の復旧復興支援を５自治体、ライフラインの復旧を

４２自治体、道路・港湾等社会インフラの復旧を３２自治体、防災施設の整備を３自治体、防災

体制の強化を５自治体、その他を１自治体が挙げている。 
 

３．11 市町村自治体における地域防災の課題について 
 自治体における地域防災の課題について（無制限複数回答）、避難勧告等避難に係る防災情報の

発令の基準づくりを１３自治体、合併による広域化への対応を１自治体、高齢化による災害時要

援護者の増加への対応を３９自治体、災害の大規模化・広域化・複合化への対応を２４自治体、

温暖化に伴う異常気象現象（降雨の大規模化等）への対応を１１自治体、過疎・過密化への対応

を１６自治体、タイムラインによる防災対応を１０自治体、その他を５自治体が挙げている。 
 
４．おわりに 

アンケート調査を踏まえ、市町村自治体を訪問し、さらに聞き取りにより詳細調査を実施する

予定である。アンケート結果の詳細については、聞き取り調査結果と合わせ、改めて報告する。 
アンケート結果および聞き取り調査結果に基づき、本センターとして地域防災に関わる課題の

解決に向け、市町村自治体と連携協働して取り組むことを計画している。 
なお、本アンケート調査は地域連携部門のプロジェクト事業として実施したものである。同部

門員の先生方にはアンケートの項目・内容について貴重なご意見をいただいた。感謝申し上げる

次第である。 
 




