
■郡山市防災・減災対策（2013～）について　

内容等 備考

7月5日
国土交通省東北地方整備局と災害協定締結
（災害時の情報交換に関する協定）

8月6日
㈱東邦銀行と包括連携協定締結
・地域・暮らしの安全・安心に関すること

8月29日
東日本電信電話株式会社福島支店と覚書締結
（特設公衆電話の設置・利用に関する覚書）

8月31日
市総合防災訓練の開催
（会場：開成山地区等）

10月4日
社団法人福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会と災害協定締結
（災害時における応急対策業務の支援に関する協定）

11月1日 原子力災害総合対策室、放射線健康管理課を設置

11月22日
㈱大東銀行と包括連携協定締結
・復興関連事業及び災害対策に関すること

12月11日 市民防災リーダー講習会（会場：ニコニコこども館）

12月13日
㈱伊藤園との災害協定締結
（災害時における物資等の提供協力に関する協定）

12月17日
㈱ダイユーエイトとの災害協定締結
（災害時における物資等の提供協力に関する協定）

12月28日
防災ウェブサイトの開設・SNS・電話ガイダンス・コミュニティFM
等、多様な手法による情報発信を開始

1月26日
(２月12日)

市民防災リーダー講習会（会場：ニコニコこども館）

3月27日

陸上自衛隊郡山駐屯地と災害協定締結
（災害派遣に関する郡山市長と陸上自衛隊第6特科連隊長兼ねて郡山駐
屯地司令との協定）
・情報連携　　・留守家族サポート

4月1日 総務部総務法務課内に「避難者支援係」を設置

4月19日 (独）産業技術総合研究所「福島再生可能エネルギー研究所」開所式

7月26日
（8月2日)

(8月3日)
応急手当普及員講習会（会場：広域消防組合消防本部５階）

8月1日 建設交通部内に道路除染推進課を設置

8月30日
市総合防災訓練の開催
（会場：富田西小学校等）

9月1日
三菱電機株式会社コミュニケーション・ネットワーク製作所郡山工場と
災害協定締結
（災害発生時における帰宅困難者の一時受入等に関する協定）

9月9日
国の「100㎜/ｈ安心プラン」への「郡山市ゲリラ豪雨対策9年プラン」
登録
　※以降計画に基づき、浸水被害軽減施策を実施

年月日

2013年

2014年
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内容等 備考年月日

10月1日 セーコミュニティ推進室、原子力総合対策室に「搬出係」を設置

市民防災リーダー講習会（会場：ニコニコこども館）
                                     （会場：市役所西庁舎）

11月20日
福島県外壁診断協会、特定非営利活動法人福島県構造物調査診断機構と
災害協定締結
（建築物等の応急対策業務の支援に関する協定）

1月31日 市民防災リーダー講習会（会場：ニコニコこども館）

2月27日
公益社団法人日本下水道管路管理業協会と災害協定締結
（災害時における応急対策業務の支援に関する協定）

3月31日 市業務継続計画（BCP）策定

3月19日
東日本旅客鉄道株式会社仙台支社と災害協定締結
（地震等の災害時における帰宅困難者対応に関する協定）
・避難所への誘導や駅庁舎内への一時受け入れ

4月1日
東日本大震災の記録・記憶を後世に継承する「デジタルアーカイブ」の
運用開始

5月11日
ゲリラ豪雨などで発生が予想される市街地の浸水状況を立体的に表現し
た「3次元浸水ハザードマップ」を市ウェブサイトで公開

5月29日
郡山地区ハイヤータクシー協同組合と災害協定締結
（災害時における要配慮者の輸送協力に関する協定）
㈱ウェザーニューズと災害協定締結
（こおりやま減災プロジェクトに関する協定）
・減災プロジェクトウェブサイトの運営・管理

7月15日 地域防災計画改訂（法改正による指定避難所の分類等を掲載）

市役所本庁舎防災危機管理課内に「災害対策室」を設置

㈱富士通研究所と協定締結
（「下水道氾濫センシングシステム実証実験」に関する協定）

8月10日
郡山市民アマチュア無線実行委員会と災害協定締結
（アマチュア無線による災害時の情報収集等に関する協定）

8月29日
市総合防災訓練の開催
（会場：緑ケ丘第一小学校等）
市民防災リーダー講習会（会場：災害対策室）
　　　　　　　　　　　（会場：ニコニコこども館）

1月28日 市民防災リーダー講習会（会場：ニコニコこども館）

3月16日
福島県社会保険労務士会と災害協定締結
（災害時における労働・年金相談に関する協定）

　 3月 わが家の防災ハンドブックの作成・配布

　 4月
平成28年熊本地震の被災地へ、救援物資の搬送や義援金・見舞金の贈
呈、専門職員の派遣などの支援活動を実施

4月12日
～15日

第２回レジリエント・コミュニティ国際シンポジウム2016 in 郡山
（4月14日・15日会場：中央公民館）

6月12日 耐震性貯水槽操作訓練（会場：香久池公園）

10月31日
(11月28日)

2016年

10月31日
(11月28日)

2015年

7月23日
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内容等 備考年月日

応急手当普及員講習会（会場：広域消防組合消防本部５階）

8月4日

日和田ショッピングモールなどと災害協定締結
（災害時における物資等の供給等協力に関する協定）
・大規模災害発生時などに物資の迅速な供給や駐車場の提供に関する災
害時応援等
＜協定先＞
・㈱日和田ショッピングモール・㈱デンコードー（ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ）
・㈱日和田ショッピングモール・㈱アルペン（ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞﾎﾟ、ｺﾞﾙﾌ5）
・㈱日和田ショッピングモール・㈱ホットマン（ｲｴﾛｰﾊｯﾄ）
・㈱日和田ショッピングモール・㈱ユニクロ

8月27日
郡山市総合防災訓練の開催
（会場：芳山小学校・郡山第二中学校等）

９月 郡山市版安達太良山火山ハザードマップ作成

9月16日
災害時に在住外国人などへの迅速な対応を促すため、「防災ワーク
ショップ」を開催

10月24日
神田産業㈱と災害協定締結
（災害時における物資の供給協力に関する協定）
・段ボール製のベッドや間仕切り等の物資供給協力

10月31日
日本大学工学部と連携協力協定締結
（郡山市と日本大学工学部との下水道事業における連携協力に関する協定）
・都市型豪雨対策　等

11月16日
㈱ゼンリンと災害協定締結
（災害時における地図製品等の提供等に関する協定）

11月27日 日本郵便㈱　郡山市内郵便局と包括連携協定
※H9.8.26締結協
定を包括連携協定
として再締結

12月16日
地域防災計画（資料編）改訂（避難施設、警報発表基準変更等への対
応）

12月22日 市民防災リーダー講習会（会場：中央公民館）

市民防災リーダー講習会（会場：開成山野球場）

2月 わが家の防災ハンドブック（多言語版）の作成・配布

ミツウロコ㈱郡山工場と災害協定再締結
（災害時における物資等の供給協力に関する協定）
㈱商工給食と災害協定再締結
（災害時における物資等の供給協力に関する協定）
郡山食品工業団地協同組合と災害協定再締結
（災害時における物資等の供給協力に関する協定）
㈱東邦フードサービスと災害協定再締結
（災害時における物資等の供給協力に関する協定）
福島さくら農業協同組合と災害協定再締結
（災害時における物資等の供給協力に関する協定）
福島県石油業組合郡山支部と災害協定再締結
（災害時における物資等の供給協力に関する協定）

7月23日
（7月30日）
（８月6日）

2017年
1月28日

(2月16日)

2月9日
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内容等 備考年月日

2月20日
三井住友海上火災保険㈱及びファーストメディア㈱と災害協定締結
（郡山市避難場所等情報提供に関する協定）
・スマートフォンを活用した避難場所等の情報提供

2月21日 陸上自衛隊郡山駐屯地の規模存続に係る要望書提出（防衛省）

3月28日

医療福祉関係の15団体と災害協定締結
（災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定）
・社会福祉法人愛星福祉会（星ヶ丘ﾎｰﾑ）
・社会福祉法人共生福祉会（ﾎｰﾑ光の森の丘）
・医療法人共生会（光の森）
・社会福祉法人南東北福祉事業団（南東北ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ八山田、南東北ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ館、南東北
さくら館）
・社会福祉法人太田福祉記念会（玉川ﾎｰﾑ、あたみﾎｰﾑ）
・社会福祉法人郡山福祉会（采女の里やすらぎ、うねめの里、うねめの里はるひめ）
・社会福祉法人心愛会（ﾊｰﾓﾆｰみどりケ丘）
・社会福祉法人たるかわ福祉会（特別養護老人ﾎｰﾑみほた、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみほた）
・社会福祉法人桜福祉会（さくら）
・社会福祉法人安積福祉会（ｶｰｻ･ﾐｯﾚ）
・社会福祉法人安積愛育園（ｱﾙﾊﾞ、あさかあすなろ荘）
・社会福祉法人いずみ福祉会（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝあさか、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝあさかﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ）
・社会福祉法人くわの福祉会（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰおおつき）
・社会福祉法人笑風会（笑風苑、第二笑風苑）
・社会福祉法人藹々（あいあい）（下亀田紀行）
・社会福祉法人なりた福祉会（介護老人保健施設なりた、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなりた）

3月30日
㈱興和薬品（現 東北アルフレッサ）と災害協定締結
（災害時の医薬品等の供給協力に関する協定）
※2020年７月14日再協定

4月1日 下水道部と水道局を統合し上下水道局を設置し、業務を開始

4月7日
NTTタウンページ㈱と災害協定締結（Ｒ3.3.31協定廃止）
（防災啓発情報等に関する協定）
・防災タウンページの発行等

5月19日
福島県、いわき市、（公社）福島県獣医師会と災害協定締結
（災害時における被災動物(ペット)対策に関する協定）

４者協定

7月20日
福島県住環境復興事業協同組合と災害協定締結
（災害時における建築物等の応急対策業務の支援に関する協定）

7月29日
(7月30日)

(8月5日)
応急手当普及員講習会（会場：広域消防組合消防本部５階）

8月3日
茨城県日立市と災害協定締結（他県内16市町村）
（原子力災害時における日立市民の県外広域避難に関する協定）

8月8日

日本大学工学部と協定締結
（郡山市と日本大学工学部との「水田の多面的機能実証事業」における
連携協力に関する協定）
・田んぼダムの効果検証等

8月26日 市総合防災訓練の開催　　（会場：小山田小学校等）

9月1日
全国公設地方卸売市場協議会と災害協定締結
（全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定）

※公設地方卸売市
場協議会員４８市
場

10月17日
災害時に在住外国人などへの迅速な対応を促すため、「防災ワーク
ショップ」を開催
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内容等 備考年月日

11月16日
㈱ユニ･チャームと災害協定締結
（災害時における衛生用品等の供給協力に関する協定）

市民防災リーダー講習会（会場：市役所北２号棟）

12月21日
猪苗代町と災害協定締結
（磐梯山火山噴火時における猪苗代町民の町外広域避難に関する協定）

12月25日
コカ・コーライーストジャパン㈱郡山支店と災害協定締結
（災害時における物資の供給協力に関する協定）

　1月
本市とNTTタウンページ㈱が共同で避難所や公衆電話の位置などを掲載
した「防災タウンページ郡山版」を発刊

1月25日 市民防災リーダー講習会（会場：市役所北２号棟）

2月2日 セーフコミュニティ国際認証を県内で初めて取得

3月1日
一般社団法人　郡山薬剤師会と災害協定締結
（災害時の医療救護に関する協定）

3月28日

医療福祉関係の５団体と災害協定締結
（災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定）
・社会福祉法人　郡山清和救護園（郡山せいわ園、希望ヶ丘ホーム）
・一般財団法人 太田綜合病院（桔梗）
・医療法人　慈繁会（紫泉の里）
・医療法人　池田内科医院（池田内科医院）
・医療法人 栄心会（さかえハートみらい）

　3月 郡山市立小中学校の校舎・屋内運動場の耐震化率100％を達成

4月1日 農地課内に「ため池除染推進係」を設置

　7月
西日本を中心とした豪雨で甚大な被害を受けた被災地（倉敷市）へ、中
核市応援協定などに基づき応援職員を派遣

7月28日
(7月29日)

(8月4日)
応急手当普及員講習会（会場：広域消防組合消防本部５階）

8月28日 市内34箇所のため池など（防災重点ため池）のハザードマップを公開

9月1日 郡山市総合防災訓練の開催　（会場：芳賀小学校等）

9月21日 陸上自衛隊郡山駐屯地の規模存続に係る要望書提出（防衛省）

2月18日
東北電力㈱福島支店と協定締結
（郡山市と東北電力㈱福島支店との仮想発電所技術を活用した防災環境
配慮型エネルギーマネジメントの構築に関する協定）

3月6日
災害時に在住外国人などへの迅速な対応を促すため、「防災ワーク
ショップ」を開催

3月13日
福島県と災害協定締結
（大規模災害時における福島県DHEAT・健康支援チーム派遣に関する協定）

3月26日

医療福祉関係の３団体と災害協定締結
（災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定）
・社会福祉法人 健寿会（イル・ヴィラージュ）
・公益財団法人 星総合病院（ オリオン）
・社会医療法人 あさかホスピタル（啓寿園）

11月30日
(12月16日)

2018年

2019年
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内容等 備考年月日

3月29日
防災情報伝達システムに、防災ウェブサイト・防災メール・ＳＮＳ・電
話ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、緊急速報メール等を配信するシステムを機能を追加し一本化

4月9日
田村町糠塚地内大規模林野火災発生
（約100ヘクタール延焼・陸上自衛隊に災害派遣要請）

4月26日

イオンタウン㈱・マックスバリュ南東北㈱・イオンリテール㈱東北カン
パニーと災害協定締結
（災害時における防災活動の支援協力に関する協定）
※2021年9月1日イオンリテール㈱東北カンパニーをイオン東北株式会社に変更し協
定再締結

5月24日 防災情報伝達システムオープニングセレモニー

7月1日
県内で初めて、「SDGS未来都市」及び「自治体SDGSモデル事業」に
選定され、総理官邸で選定証授与

応急手当普及員講習会（会場：広域消防組合消防本部５階）

8月19日
福島テレビ専属気象予報士の斎藤恭紀氏が郡山市気象防災アドバイザー
に就任

8月31日
市総合防災訓練の開催
（会場：桑野小学校等）

10月7日
保土谷化学工業㈱、福島交通㈱郡山支社と災害協定締結
（災害発生時におけるバス車両退避に関する協定）

防災情報伝達システムでの情報発信（台風第1報）

防災情報伝達システムでの情報発信（台風第2報）

台風第19号の接近による第１回緊急庁内防災会議を開催。
避難所として、総合福祉センター・芳賀地域公民館・安積総合学習セン
ター・富久山総合学習センター・田村公民館を12日(土)14時までに開設
を決定。

防災情報伝達システムにより自主避難所5箇所開設を周知（1回目）

（13:30） 県・関係市町村防災連絡会議（テレビ会議）

（14:30） 台風第19号の接近による第２回緊急庁内防災会議を開催

（15:05） Lアラートにより報道機関等へ避難所等の情報を配信

（15:10） 防災情報伝達システムにより自主避難所5箇所開設を再周知（2回目）

防災情報伝達システムにより自主避難所5箇所開設を再周知（3回目）

防災情報伝達システムにより自主避難所10箇所追加開設（合計15箇
所）を再周知（4回目）

10月10日
令和元年東日本台風

10月11日
令和元年東日本台風

（10:26）

10月12日
令和元年東日本台風

（8:30）

（11:55）

7月27日
(7月28日)

（８月３日）

10月9日
令和元年東日本台風
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内容等 備考年月日

阿武隈川流域の住民に対し、警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開
始」を発令（阿武隈川流域）。緊急速報メール等により情報発信

指定避難所（指定避難所から移行）を7箇所追加開設（合計22箇所）。
防災情報伝達システムにより周知

台風第19号に係る第1回災害対策本部会議開催

（15:00）
阿武隈川が氾濫の危険があることから、警戒レベル４「避難勧告」発令
（阿武隈川流域）。緊急速報メール等により情報発信

（15:43）
指定避難所４箇所追加開設(合計26箇所）を防災情報伝達システムによ
り周知

（16:40）
阿武隈川が氾濫危険水位を達するおそれがあることから、警戒レベル４
「避難指示（緊急）」を発令（阿武隈川流域）。緊急速報メール等によ
り情報発信

防災情報伝達システムにより避難所開設状況を周知
・現在26箇所の施設に加え、新たに9箇所（合計35箇所）の指定避難所
を追加開設

（17:50）
土砂災害の危険性が高まったことから、市内全域の土砂災害警戒区域及
び特別警戒区域内に警戒レベル４「避難勧告」発令。緊急速報メール等
により情報発信

（18:58）
美術館駐車場を自家用車の退避場として19時から利用可能の旨、防災情
報伝達システムにより周知

（19:00） 安積第三小学校を指定避難所として追加開設（合計36箇所）

（19:30） 第2回災害対策本部会議開催

（19:40）
土砂災害リスクのある高倉小学校から日和田公民館高倉分館へ指定避難
所を変更

逢瀬川・谷田川が氾濫危険水位に達するおそれがあるため、警戒レベル
４「避難指示(緊急)」を発令。緊急速報メール等により情報発信。4箇所
の指定避難所追加開設（合計40箇所）を防災情報伝達システムにより周
知

（22:00） 橘小学校・芳山小学校を指定避難所として追加開設（合計42箇所）

（22:13）
水位がさらに高まっていることから、警戒レベル４「避難指示（緊
急）」を追加発令（阿武隈川流域）。緊急速報メール等により情報発信

（22:36）
県災害対策課へ、富久山町の水防センターへ自衛隊の災害派遣要請を依
頼

（22:42）
要救助者の連絡を受け、県災害対策課（県知事）に対し、自衛隊による
救助を要請

（22:56）
樋門を閉め、内水被害発生の恐れがあることから、警戒レベル４「避難
指示(緊急)」を発令。緊急速報メール等により情報配信

（23:20）
計画高水位を超えたため、南川・愛宕川・阿久津川の排水ポンプ場３箇
所を停止することから、警戒レベル４「避難指示(緊急)」を発令。緊急
速報メール等により情報配信

（17:47）

（21:41）

10月12日
令和元年東日本台風

（13:00）

（14:00）
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内容等 備考年月日

阿武隈川の水位が9.78mを超えたことから、警戒レベル４「避難指示
(緊急)」を追加発令（阿武隈川流域）。緊急速報メール等により情報配
信

（1:08）
「阿武隈川・谷田川・笹原川・逢瀬川の越水情報」により、警戒レベル
５「災害発生情報」を発令。緊急速報メール等システムにより情報配信

（2:14） 災害対策本部から自衛隊の活動部隊増員を県へ要請

浸水のリスクが高まったため、芳賀小学校へ体育館から校舎２階以上の
教室へ垂直避難を指示

（6:00） 第3回災害対策本部会議開催

（7:35）
小原田二丁目地内で阿武隈川法面の漏水情報により、決壊の恐れがある
ことから、警戒レベル５「災害発生情報」を発令。緊急速報メール等に
より情報配信

（8:07）
阿武隈川各所から漏水の情報により、決壊の恐れがあることから、警戒
レベル５「災害発生情報」を発令。緊急速報メール等により情報配信

（8:34）
土砂災害の危険性が極めて高まったため、舞木町・中田町・田村町地区
の土砂災害警戒区域等に、警戒レベル４「避難指示(緊急)」を発令。緊
急速報メール等により情報配信

（10:25）
逢瀬川の漏水情報により、警戒レベル５「災害発生情報」を発令。緊急
速報メール等により情報配信

（10:30） 根本 匠 衆議院議員との被害状況等に関する情報交換

（13:00） 第4回災害対策本部会議開催

（14:35） 被害状況に関する市議会議員説明会

防災情報伝達システムにより、小原田二丁目地内の漏水・決壊の恐れが
なくなった旨を周知

（9:00～） 市長被害状況視察（田村、安積、若葉町　他）

（10:57）
災害ゴミの取り扱いについて周知
・富久山クリーンセンターの機能が停止のため、回収方法、場所など詳
細が決定し次第、早急にお知らせする旨等

※市ウェブサイト

（12:00）
阿武隈川の漏水情報について周知
・小原田二丁目地区付近からの漏水については、国で現地調査を行い、
決壊に至る漏水ではないことを確認の旨

※市ウェブサイト

（13:00） 市内小中学校の臨時休校等について周知 ※市ウェブサイト

（13:20） 「被災された皆様へ」支援制度について周知 ※市ウェブサイト

（14:00） 第5回災害対策本部会議開催

富久山クリーンセンターの機能が停止しているため、当面の間、ごみの
搬入受付や処分ができない状況となっている旨周知

※市ウェブサイト

10月13日
令和元年東日本台風

（0:43）

（2:20）

10月14日
令和元年東日本台風

（8:30）

（15:00）
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内容等 備考年月日

「石灰の配布及び消毒について」周知 ※市ウェブサイト

（16:38） 「富久山クリーンセンターの業務休止」について周知  ※市ウェブサイト

（17:15） 森 まさこ 参議院議員との被害状況等に関する情報交換
＜出席者＞
吉崎副市長・菅野
副市長　他

避難指示及び避難勧告解除について、防災情報伝達システムにより情報
配信

（20:46）
「相談窓口」及び「コールセンター」設置について周知
※郡山市LINE

（21:30）
り災証明書の申請について、現地調査等が必要となる場合があることか
ら即日交付はできない旨等再周知

※市ウェブサイト

災害ゴミ収集運搬に係る協力要請
・(一社)福島県建設業協会郡山支部 　・(一社)こおりやま建設協会
・郡山ﾀﾞｽﾄｸﾘｰﾝ協業組合　　・郡山市ｴｺ･ｻｰﾋﾞｽ協業組合

第6回災害対策本部会議開催
（内堀県知事、郡山市医師会 土屋会長出席）

「一部の郡山市立小学校の臨時休業（小泉小学校、永盛小学校、赤木小
学校：10月16日～10月18）」を周知

※市ウェブサイト

（15:00）
「避難所開設情報（10月15日午後3時現在）」周知（開設17箇所・閉
鎖25箇所）

※市ウェブサイト

市長被害状況視察（赤木小学校　他）

（16:10） 相談窓口コールセンター（通話料無料）開設

「各種支援制度パンフレット」周知 ※市ウェブサイト

（19:03） 「石灰の配布及び消毒について」周知 ※市ウェブサイト

（20:34） 「災害ごみの取り扱いについて」周知 ※市ウェブサイト

市長被害状況及び避難所視察（永盛小学校、中央工業団地、徳定地区
他）

第7回災害対策本部会議開催

（18:00） 「り災証明書について」周知 ※市ウェブサイト

（18:24） 「各種支援制度(第１版)」を周知 ※市ウェブサイト

（18:30） 「ボランティアの受付について」を周知 ※市ウェブサイト

（15:00～）

（18:07）

10月16日
令和元年東日本台風

（9：00～）

（13:30）

10月14日
令和元年東日本台風

（16:33）

（19:00）

10月15日
令和元年東日本台風

（8：35～）

（12:50）

（13:00）
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内容等 備考年月日

安倍晋三内閣総理大臣、武田良太防災担当大臣、根本匠衆議院議員と被
害状況等視察(中央工業団地、高瀬小学校体育館)

＜出席者＞
市長、教育長　他

（10:00）
台風１９号に係る「相談窓口」の設置、「コールセンター」の開設につ
いて」を再周知

※市ウェブサイト

（13:30） 第8回災害対策本部会議開催

（15:00） 災害対応に関する市議会からの要望受領

（15:00） 「各種支援制度（第2報）」を再周知（2回目） ※市ウェブサイト

「災害ごみの取り扱いについて」再周知（2回目） ※市ウェブサイト

市長避難所視察（安積総合学習センター、安積第一小学校）

（20:00） 一部の郡山市立小学校の臨時休業を周知 ※市ウェブサイト

「小泉小学校、永盛小学校、赤木小学校３校及び児童クラブについて臨
時休業」

就学時健康診断に関し、「小泉小学校、永盛小学校、赤木小学校３校に
ついて実施の延期」を周知

※市ウェブサイト

「清水台、小原田、芳賀、赤木、安積総合学習センター、永盛の公民館
の利用停止(当分の間)」を周知

※市ウェブサイト

富久山総合学習センター、富久山分室、小泉分館、高倉分館、田村公民
館、高瀬公民館を利用停止もしくは利用制限

「家庭ごみの減量にご協力ください」を周知
富久山クリーンセンターが稼動停止し、ごみの搬入や処分ができない旨
を再周知

※市ウェブサイト

郡山市議会 志翔会の議員と被害状況等に関する情報交換
＜出席者＞
市長、吉崎副市
長、菅野副市長
他

浸水被害のあった永盛小、小泉小、赤木小の臨時休業を10月21日まで
とし、近隣小中学校での授業を10月23日から再開することを決定

郡山市議会 新政会の議員と被害状況等に関する情報交換
＜出席者＞
市長、菅野副市長
他

長尾トモ子福島県議会議員と被害状況等に関する情報交換 ＜出席者＞
市長　他

（13:30） 第9回災害対策本部会議開催

「令和元年台風第19号による各種支援制度（第３版）」を周知 ※市ウェブサイト

「10月19日、20日に3行政センターでり災証明申請等を受付」を周
知。開設行政センターは「安積、田村、富久山」の３箇所

※市ウェブサイト

（18:00） 市長避難所視察（総合福祉センター）

第10回災害対策本部会議開催

（17:00）

10月19日
令和元年東日本台風

（17:30～）

10月18日
令和元年東日本台風

（9:00）

（9:30～）

（10:00）

（11:00～）

（11:30～）

10月17日
令和元年東日本台風

（10:00～）

（16:00）
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内容等 備考年月日

災害ごみ(自己搬入)の取り扱いについてを周知 ※市ウェブサイト

赤羽 一嘉 国土交通大臣と被害状況等視察（中央工業団地等） ＜出席者＞
市長　他

（13:30） 第11回災害対策本部会議開催

（18:00） 市長避難所視察　（富久山総合学習センター）

「10月22日(火曜日)は、市役所、３行政センターでり災証明申請等の受
付」を周知

※市ウェブサイト

市長、山口 那津男 公明党代表等と被害状況等視察（富久山クリーンセン
ター等）

（13:30） 第12回災害対策本部会議開催

「大雨による自主避難所情報（21日時点で開設している避難所を自主避
難所（13施設）として周知）」

※市ウェブサイト

「台風第20号の影響による大雨に伴う自主避難所情報」について、防災
情報伝達システムにより周知

（19:28）
「令和元年台風第19号に伴う災害の被災者の皆様へ、保険証や現金が無
くても医療機関を受診できる」旨を周知

※市ウェブサイト

（18:20） 市長避難所視察（芳賀地域公民館）

市長現地視察（富久山　他）

前線や低気圧の影響による大雨のおそれがあることから、防災情報伝達
システムにより大雨への警戒情報を配信。

第13回災害対策本部会議開催

（18:30） 市長避難所視察（小原田地域公民館）

台風19号被害に対する緊急要望書を関係省庁に提出
（内閣府、総務省、国土交通省、農林水産省、厚生労働省、環境省、文
部科学省、経済産業省）

第14回災害対策本部会議開催

（17:00）
「り災認定に伴う現地調査」を周知（資産税課、新潟県、新潟県内の市
町村ならびに福島県の職員の支援を受け被災家屋の現地調査を開始の
旨）

※市ウェブサイト

低気圧の影響により、10月25日は大雨になる予報であったため、防災
情報伝達システムにより大雨への警戒情報を配信

第15回災害対策本部会議開催

（13:30）

10月24日
（12:00）

※気象警戒情報対応

令和元年東日本台風

（13:30）

（15:00）
※台風第20号対応

（17:50）
※台風第20号対応

10月22日
令和元年東日本台風

（10:00）

（13:27）
※気象警戒情報対応

（13:30）

10月23日
令和元年東日本台風

（11:00～）

10月20日
令和元年東日本台風

（10:20）

（10:35～）

10月21日
令和元年東日本台風

（11:00）

（11:20～）
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内容等 備考年月日

市長現地視察（臨時休業中の市立学校児童の受入れ校：明健小　他）

低気圧の影響により26日昼前にかけて大雨の予報であったため、防災情
報伝達システムにより大雨への警戒情報配信

第16回災害対策本部会議開催

低気圧の影響により26日昼前にかけて大雨になるとして、早めの避難準
備の呼びかけを、防災情報伝達システムにより情報配信

公明党 高橋 光男 参議院議員と被害状況等視察 ＜出席者＞
吉崎副市長　他

阿武隈川流域の住民に対して、警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難
開始」を発令、緊急速報メール等により情報配信
イオンタウン駐車場を自家用車避難場所として利用できる旨、防災情報
伝達システムにより情報発信

警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」を解除、防災情報伝達シ
ステムにより情報配信

小泉 進次郎 環境大臣と被害状況等視察（富久山クリーンセンター等） ＜出席者＞
市長　他

社会民主党郡山総支部災害対策本部から台風第19号に係る要望書受領

ＪＡ福島さくらから台風第19号農業被害対策に係る要請書受領

御法川 信英 国土交通副大臣と被害状況等視察（谷田川　他） ＜出席者＞
市長　他

第17回災害対策本部会議開催

国土交通省緊急災害派遣隊(TEC FORCE)調査報告

市長被災家屋調査現場視察（大町地内）

芦立 訓 文部科学省審議官と被害状況等視察（赤木小学校等） ＜出席者＞
市長、教育長　他

第18回災害対策本部会議開催

台風第19号の災害に伴う阿武隈川上流改修促進期成同盟会 緊急要望書
を提出（財務省・国土交通省）

総務省 長谷川 岳 副大臣と被害状況視察（日本大学工学部）及び消防機
関の活動状況等意見交換

＜出席者＞
市長、吉崎副市長
他

江藤 拓 農林水産大臣と被害状況等視察（県農業センター　他）
＜出席者＞
市長、吉崎副市長
他

市長避難所視察（ニコニコこども館）

梶山 弘志 経済産業大臣と被害状況等視察（中央工業団地等） ＜出席者＞
市長　他

市長現地視察（自衛隊による災害廃棄物撤去作業）

片山 さつき 参議院議員と被害状況等視察（笹川大橋周辺） ＜出席者＞
市長　他

11月3日
令和元年東日本台風

10月30日
令和元年東日本台風

10月31日
令和元年東日本台風

11月1日
令和元年東日本台風

11月2日
令和元年東日本台風

10月28日
令和元年東日本台風

（9:00）

（11:45）

（13:50）

（15:00）

10月29日
令和元年東日本台風

（13:30）

（13:50）

（13:45）
※気象警戒情報対応

（14:15～）

（16:08）
※気象警戒情報対応

（18:56）
※気象警戒情報対応

10月26日
（7:47）

※気象警戒情報対応

令和元年東日本台風

（11:35～）

10月25日
令和元年東日本台風

（8:00～）

（8:30）
※気象警戒情報対応

（13:30）
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内容等 備考年月日

市長被害状況等視察（照内川周辺）

第19回災害対策本部会議開催

内堀 雅雄 福島県知事と被害状況等視察（富久山クリーンセンター） ＜出席者＞
市長　他

第20回災害対策本部会議開催

市長避難所及び被害状況等視察（芳賀小、せいわ園）

市長避難所視察（富久山総合学習センター）

第21回災害対策本部会議開催

11月13日 平成28年から整備を進めてきた郡山消防署富久山分署が開署（開所式）

第22回災害対策本部会議開催

市長現地視察（テクノアカデミー郡山）

第23回災害対策本部会議開催

市長避難所視察（芳賀地域公民館）

第24回災害対策本部会議開催

市長避難所及び被災者入居住宅現地視察（高瀬公民館　他）

衆議院災害対策特別委員会、被害状況等視察（中央工業団地）
　※望月 義夫 委員長(元環境大臣)ほか国会議員12名
衆議院災害対策特別委員会と台風19号に係る意見交換会

＜出席者＞
市長、教育長、上
下水道事業管理者
他

市長被害状況等視察（田村町下行合地内）

第25回災害対策本部会議開催

台風19号に係る福島県への要望書提出

市長被害状況等視察（水門町地内）

岸田 文雄 政調会長、松山 政司 参議院政策審議会長、根本 匠 憲法改正
推進本部事務総長と被害状況等視察（日和田町地内）

＜出席者＞
市長　他

第26回災害対策本部会議開催

11月28日
令和元年東日本台風

11月29日
令和元年東日本台風

12月1日
令和元年東日本台風

12月2日
令和元年東日本台風

11月18日
令和元年東日本台風

11月19日
令和元年東日本台風

11月21日
令和元年東日本台風

11月23日
令和元年東日本台風

11月25日
令和元年東日本台風

11月27日
令和元年東日本台風

11月7日
令和元年東日本台風

11月9日
令和元年東日本台風

11月10日
令和元年東日本台風

11月11日
令和元年東日本台風

11月14日
令和元年東日本台風

11月17日
令和元年東日本台風

11月4日
令和元年東日本台風

11月5日
令和元年東日本台風

11月6日
令和元年東日本台風
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内容等 備考年月日

第27回災害対策本部会議開催

市長被害状況等視察（芳賀地域公民館　他）

第28回災害対策本部会議開催

第29回災害対策本部会議開催

被災していた富久山クリーンセンターの焼却施設再稼働

第30回災害対策本部会議開催

第31回災害対策本部会議開催

台風19号に係る郡山国道事務所への要望書提出

第32回災害対策本部会議開催

第33回災害対策本部会議開催

第34回災害対策本部会議開催

第35回災害対策本部会議開催

第36回災害対策本部会議開催

台風第19号災害に係る市長と民生委員との意見交換（総合福祉セン
ター）

2月4日
学校法人帝京安積学園帝京安積高等学校と包括連携協定締結
・災害時の対応に関すること（避難所等）

第37回災害対策本部会議開催

2月13日
日本大学工学部と包括連携協定締結
・災害時の対応に関すること（避難所等）

第38回災害対策本部会議開催

第39回災害対策本部会議開催

3月23日
福島県立テクノアカデミー郡山と包括連携協定締結
・災害時の対応に関すること

3月25日
福島県、福島県教育委員会、福島県内の市町村と災害協定締結（文化財
に係る災害時の相互応援に関する協定）

第40回災害対策本部会議開催

4月10日
大塚製薬㈱と包括連携協定締結
・災害時の対応に関すること

2月3日
令和元年東日本台風

2月10日
令和元年東日本台風

2月17日
令和元年東日本台風

３月18日
令和元年東日本台風

４月６日
令和元年東日本台風

12月24日
令和元年東日本台風

12月26日
令和元年東日本台風

2020年
1月14日

令和元年東日本台風

1月20日
令和元年東日本台風

1月27日
令和元年東日本台風

12月７日
令和元年東日本台風

12月12日
令和元年東日本台風

12月16日
令和元年東日本台風

12月16日
令和元年東日本台風

12月19日
令和元年東日本台風

12月23日
令和元年東日本台風

12月5日
令和元年東日本台風
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内容等 備考年月日

第41回災害対策本部会議開催

第42回災害対策本部会議開催

第43回災害対策本部会議開催

第44回災害対策本部会議開催

6月11日
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策に配慮した避難所設営訓練の実施
（会場：宝来屋 郡山総合体育館）

※市職員のみ参加

6月17日
三井住友海上火災保険㈱と包括連携協定締結
・防災・減災及びリスクマネジメント等に関すること

7月10日 国土交通省の防災コンパクト先行モデル都市に選定（全国17都市）

第45回災害対策本部会議開催

7月29日
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策に配慮した避難所開設訓練の実施
（会場：宝来屋 郡山総合体育館）

※自主防災組織等
参加

7月30日 桑野一丁目爆発事故発生。避難者受け入れ避難所１箇所を開設。

第46回災害対策本部会議開催

8月7日
㈱ニラクと災害協定締結
（災害時における避難場所等提供協力に関する協定）
・車中避難場所の提供

8月29日 逢瀬川期成会説明会（会場：赤木小学校）

郡山市旅館ホテル組合と災害協定締結
（災害時における要配慮者等の宿泊施設の提供等に関する協定）

地域防災計画改訂（令和元年東日本台風を踏まえた対応等の掲載）

9月30日

日産自動車㈱、福島日産自動車㈱、日産プリンス福島販売㈱と災害協定
締結（２協定）
（災害時における電気自動車からの電力供給等に関する協定）
（災害時等における車両提供に関する連携協定）

第47回災害対策本部会議開催

10月17日 日本大学工学部シンポジウム（会場：日大工学部70号館）

10月23日
学校法人郡山学院（ｹｲｾﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ公務員ｶﾚｯｼﾞ）と災害協定締結
（災害時における避難者支援・指定避難所等の協力に関する協定）

10月26日
新協地水㈱と災害協定締結。
（災害時における避難者支援・指定避難所等の協力に関する協定）

10月30日
㈱VACANと災害協定締結
（災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定）
・災害時の避難所等の混雑状況などの情報提供

第48回災害対策本部会議開催

11月5日
ALSOK福島㈱と災害協定締結
（災害時における防災活動協力に関する協定）

9月23日

11月2日
令和元年東日本台風

令和元年東日本台風

４月13日
令和元年東日本台風

４月20日
令和元年東日本台風

５月11日
令和元年東日本台風

６月1日
令和元年東日本台風

７月13日
令和元年東日本台風

８月3日
令和元年東日本台風
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内容等 備考年月日

11月8日
災害時に在住外国人などへの迅速な対応を促すため、「防災ワーク
ショップ」用の防災動画作成配信

11月28日
29日

防災士養成研修講座の開催（会場：ミューカルがくと館）

12月16日
(学法)こおりやま東都学園（郡山健康科学専門学校）と災害協定締結
（災害時における避難者支援・指定避難所等の協力に関する協定）

第49回災害対策本部会議開催

1月12日
新型コロナウイルスワクチン接種を円滑かつ迅速に執行するため、プロ
ジェクトチームを県内で初めて設置

2月
防災行政無線の放送内容等を新着順に確認できる電話ガイダンスのフ
リーダイヤル化の実施

2月4日
ヤフー株式会社と災害協定締結
（災害に係る情報発信等に関する協定）

福島県沖を震源とするマグニチュード7.1 最大震度６強の地震が発生
【郡山市・郡山市湖南：震度６弱】

第１回災害対策本部会議

（1:00）
市内３箇所に避難所開設（総合福祉センター、総合体育館、富久山総合
学習センター）

市内13箇所に避難所を追加開設
（富田東地域公民館、大槻ふれあいセンター、安積総合学習センター、
三穂田ふれあいセンター、逢瀬コミュニティセンター、片平ふれあいセ
ンター、喜久田ふれあいセンター、日和田公民館、湖南公民館、熱海多
目的交流施設、田村公民館、中田ふれあいセンター、西田ふれあいセン
ター）

（8:00） 第２回災害対策本部会議

一般市民用車両避難場所を開設（19箇所）、事業者用車両避難場所（５
箇所）

（15:00） 第３回災害対策本部会議

災害ゴミ収集の開始（富久山・河内クリーンセンター）

第４回災害対策本部会議

被災者支援相談窓口及びコールセンター開設（市役所正庁）

加藤勝信内閣官房長官及び小此木八郎防災担当大臣に緊急要望書を提出
（防災担当大臣現地視察対応）

2月18日
(一社)福島県解体工事協会郡山支部と災害協定締結
（災害時における建築物等の解体等に伴う災害廃棄物の収集運搬等に関
する協定）

2月14日
令和3年福島県沖地震

（3:00）

2月15日
令和3年福島県沖地震

2月16日
令和3年福島県沖地震

12月25日
令和元年東日本台風

2021年

２月13日
令和3年福島県沖地震

（23:08）

2月14日
令和3年福島県沖地震

（0:30）
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内容等 備考年月日

第５回災害対策本部会議

2月25日
郡山市交通安全施設整備協会と災害協定締結
（災害時における応急対策業務の支援に関する協定）

り災証明書発行業務の体制強化

3月11日 東日本大震災災害から10年の発行

総合福祉センターを閉鎖し、全避難所を閉鎖

3月18日
県南電気工事協同組合と災害協定締結
（災害時における応急対策業務の支援に関する協定）

3月25日
東北電力ネットワーク㈱郡山電力センターと災害協定締結
（災害時における防災活動協力に関する協定）
・電力復旧拠点提供、情報提供　等

3月31日 地域防災計画（資料編）改訂（避難所等の見直し等）

５月 わが家の防災ハンドブック（改訂版）の配布

6月15日
社会福祉法人郡山市社会福祉協議会との災害協定締結
（災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定）

6月30日
ＳＯＭＰＯデジタルベンチャー㈱と協定締結
（災害時被害予測の実証実験に関する協定）

7月12日
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策に配慮した避難所開設訓練の実施
（会場：宝来屋 郡山総合体育館）

8月2日
株式会社エフコムと災害協定締結
（災害時における避難者支援・指定避難所等の協力に関する協定）

株式会社エディソンと災害協定締結
（災害時における指定緊急避難場所の利用に関する協定）

9月1日
社会福祉法人安積愛育園と福祉避難所の設置運営に関する変更協定締結
（新設施設アルベロベッロを対象に追加）

9月1日
福島テレビと災害協定締結
（防災情報発信等に関する協定）

10月6日
西尾レントオール㈱、㈱レントオール福島と災害協定締結
（災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定）

10月15日
㈱東洋技研と災害協定締結
（災害時における空気循環式紫外線清浄機の貸与に関する協定）

11月19日
多面的機能支払交付金活動組織「河内故郷つくる会」と協定締結
（郡山市と多面的機能支払交付金活動組織との「田んぼダム」事業に関
する協定）

11月6日
防災訓練（情報収集訓練）気象防災セミナーの開催
（会場：市役所特別会議室）

11月20日
災害時に在住外国人などへの迅速な対応を促すため、「防災ワーク
ショップ」を開催

11月27日
28日

防災士養成研修講座の開催（会場：市役所正庁）

3月12日
令和3年福島県沖地震

2月19日
令和3年福島県沖地震

3月1日
令和3年福島県沖地震
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