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防災・環境安全対策委員会
活 動 報 告



防災･環境安全対策委員会の構成
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◎委員長 ○副委員長

職  名 氏  名

1 ◎  自主防災連絡会 副会長 影山 洋二

2 ○  自治会連合会 理事 國分 晴朗

3  消防団 団本部庶務部長 二瓶 重信

4  明るいまちづくり推進委員会協議会 副会長 橋本 武治

5  婦人団体協議会 副会長 安部 洋子

6  郡山労働基準協会 専務理事 鈴木 雅俊

7  女性消防協力会 副会長 神山 栄子

8  郡山地方消防防災協会 副会長 橋本 昭広

9  広域消防組合消防本部予防課 係長 橋本 国美

10  郡山市文化・学び振興公社 事務局総務課主任主査 青山 和人

11  市・原子力災害総合対策課 主任主査兼係長 橋本 健

12  市・河川課 主任 戸田 浩

13  市・開発建築指導課 主任技査兼建築審査係長 齋藤 裕之

14  市・下水道総務課 企画係長 長尾 一彦

（庶務担当 郡山市 総務部 防災危機管理課課）

団体・機関名



これまでの活動経過
回 目  的 活   動   概   要

1 ７月８日 共通理解の形成

・セーフコミュニティについて研修
・「地域診断」、｢意識調査」内容確認
・人口動態、年齢階層別人口の確認
・対策委員会の目的、活動方法等

2 ８月４日 主観的な検討
・主観的な防災・環境安全対策に関する問題、危険性の意見を集約
・各委員の防災・環境安全対策に関わる活動状況を把握

3 9月15日 客観的な検討
・地域診断等のデータに基づく客観的な分析
・労働災害発生件数の年度推移、発生業種など
・住民の火災・自然災害に対する不安、対策の取り組み状況など

4 10月13日 重点課題の抽出
・主観的な検討結果と客観的な検討結果の対比
・問題の分類、データとの関連付け
・今後必要なデータ種別の拾い出し

5 11月10日 重点課題の抽出
・課題の優先順位付けによる重点課題の絞り込み
・分析するデータの追加による課題の具体化

6 12月14日 方向性・対象の検討
・課題解決に向けた方向性の検討（環境、教育、規制、その他）
・対象の検討（年代、地域、特定のグループ、その他）

7 1月18日 具体的対策の検討
・現在行われている対策の確認
・既存の取組の活用や改善、これまでにない連携、協働の検討

8 2月15日 具体的対策の検討
・目指すべき成果の指標を検討
・活動の効果測定方法、検証方法の検討

開催日
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成
2
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年
度
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地域の特徴（１）
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①郡山市で発生した災害について

降水量 最高水位

1986 昭和61年 8月4日～5日
温帯低気圧
(台風10号)

阿武隈川沿川

総雨量 206mm
 8月4日 108mm
 8月5日  98mm
 時間最大雨量 18mm

阿武隈川 8.75m
逢瀬川 4.29m
谷田川 4.20m

1998 平成10年 8月27日～31日 梅雨前線 阿武隈川沿川

総雨量 351mm
  8月27日 101mm
 8月28日  38mm
 8月29日  97mm
 8月30日  76mm
 時間最大雨量 19mm

阿武隈川 8.42m
逢瀬川 3.35m
谷田川 3.70m

2002 平成14年 7月10日～11日 台風6号 阿武隈川沿川

総雨量 190mm
 7月10日 130mm
 7月11日  60mm
 時間最大雨量 27mm

阿武隈川 8.35m
逢瀬川 3.52m
谷田川 5.49m

10月19日～21日 台風23号
阿武隈川沿川
旧市内（駅前、大槻
町、名倉等）

総雨量 123mm
 10月19日  4mm
 10月20日 99mm
 10月21日 20mm
 時間最大雨量 10mm

阿武隈川 7.19m
逢瀬川 2.31m
谷田川 4.31m

2010 平成22年 7月6日・7日
集中豪雨
（ゲリラ豪雨）

旧市内（駅前周辺等）
富久山町

7月6日 101mm
 時間最大雨量 74mm
7月7日 61mm
 時間最大雨量 31mm

阿武隈川 4.23m
逢瀬川 2.20m
谷田川 3.51m

平成23年 3月11日

東日本大震災
～東北地方太平
洋沖地震～
（地震）

郡山市全域 郡山市震度6弱 -

平成23年 9月21日 台風15号
阿武隈川沿川（古川
等）

総雨量251mm
  9月20日  56mm
 9月21日 175mm
 時間最大雨量 38mm

阿武隈川 9.25m
逢瀬川 3.60m
谷田川 6.42m

死者2名、全壊1件、半壊9件
床上浸水1,321件、床下浸水1,386件
非住家浸水419件
避難所開設数12施設（芳賀小学校ほか）
最大避難者数1,119人

半壊2件、一部損壊11件
床上浸水394件、床下浸水523件
非住家浸水299件
避難所開設数62施設（芳賀小学校ほか）
最大避難者数5,119人

西暦年 元号 年
事象期間
（月 日）

水害名
（原因）

主な浸水地域

床上浸水144件、床下浸水165件
非住家浸水97件
避難所開設数44施設（芳賀小学校ほか）
最大避難者数2,067人

2004 平成16年

床上浸水1件、床下浸水11件
避難所開設数36施設（芳賀小学校ほか）
最大避難者数928人

主な被害状況
気象状況等

死者1名（災害関連死者数14名）
避難場所開設数105施設
最大避難者数10,013名
全壊2,433件
半壊21,325件
一部損壊33,772件2011

床上浸水62件、床下浸水141件
非住家浸水312件
避難所開設数 1施設（赤木小学校）
最大避難者数2人

全壊23件、半壊1,418件、
床上浸水1,522件、床下浸水162件
避難所開設数32施設（芳賀小学校ほか）
最大避難者数1,763人［H24.3.31現在］

【昭和61.8.5集中豪雨水害】

【平成10年8月末豪雨による災害】
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地域の特徴（１）

出典：郡山市セーフコミュニティ地域診断

市民意識調査アンケート結果

②これから５年間に事故や犯罪、災害に対する不安の程度について

● 交通事故と同程度、約７割が自然災害に不安を感じている

● 約6割が火災に不安を感じている。 しかし…
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地域の特徴（１）
③自然災害に対する取り組みの状況

出典：市民意識調査アンケート結果

約８５％は
取り組みをしていない
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地域の特徴（２）
①地域活動への参加状況について

◆町内会加入の状況（平成26年6月1日現在）
・ 現在人口台帳世帯数 ・・・ 134,415世帯
・町内会加入世帯数 ・・・ 88,470世帯
・町内会加入率 ・・・ 65.8％ 出典：郡山市自治連合会HP

・地域活動への参加状況について

出典：市民意識調査アンケート結果
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地域の特徴（２）
②地域コミュニティーについて

・災害などに対する家庭での対策について

地域の人たちと災害時
の役割分担の話し合い
をしているのは
わずか３％のみ

避難訓練・防災訓練の
参加については

約11％にとどまっている

・地域活動におけるおつきあいについて

あいさつもまれにしか
しない方がおよそ８％

会話や立ち話など含め
コミュニケーションが
とられているのは
全体の半分約50％

生活面での協力関係を
築いているのは
およそ12％のみ

地域コミュニティーが低下している・・・
出典：市民意識調査アンケート結果
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地域の特徴（３）
①これから５年間に事故や犯罪、災害に対する不安の程度について

・地域活動への参加状況について

● 職場での事故・けがへの不安は約35％

※ なお、同調査で就労していると回答した方は56.1％(1,483人)

就労している方の不安の程度は
調査結果よりさらに高いと見込まれる 出典：郡山市セーフコミュニティ地域診断

市民意識調査アンケート結果
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地域の特徴（３）
②労働災害発生状況等

福島県、郡山市
それぞれここ数年
労働災害が増加傾向

郡山市での発生件数は
福島県平均を上回っており、
例年1.2～1.3倍にも及んでいる

・労働災害発生件数の推移について ・職場内の安全・安心のための
活動について

取り組みを行っているの
は全体の約1/4にあたる

25.5％のみ

出典：市民意識調査アンケート結果

（福島労働局「平成21～25年労働災害発生状況」、郡山労働基準監督署「平成20～25年労働災害発生状況」より)

労働災害
発生件数
が増加傾
向にある
が…



ワークショップでの検討

11

防災・環境安全対策委員会 Ａ班

平成25年10月31日
第３回セーフコミュニティ対策委員会合同会議ワークショップ記録
ふせん 赤・・・主観による危険 黄・・・データから見た危険



ワークショップでの検討
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防災・環境安全対策委員会 Ｂ班

平成25年10月31日
第３回セーフコミュニティ対策委員会合同会議ワークショップ記録
ふせん 赤・・・主観による危険 黄・・・データから見た危険



ワークショップによる課題の整理
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課題１ 火災、自然災害等の不安が大きい
が、防災意識は低い。

課題２ 地域コミュニティが低下している。

方向性
１

方向性
３

課題３ 労働災害が多い。

方向性
２



課題、方向性、重点対象、取組の整理

課題１

課題２

方向性３：

労災意識の
高揚

方向性１：

防災意識の
向上

取組①
今後の検討

重点対象１：
検討中

重点対象２：
検討中

取組②
今後の検討

取組③
今後の検討

課題３

方向性２：

地域コミュニ
ティの活性化

重点対象３：
検討中
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