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北九州市の防災 
 
 

２０１５年１１月１６日 

北九州市危機管理室 
 

防災企画係長  梅木 久夫 

 

わたしたちのまちから 
自然災害による犠牲者を出さない 

１ 自然災害への対応 
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災害対策基本法・地域防災計画 

北九州市地域防災計画 

福岡県地域防災計画 

防災基本計画 

※防災計画は、法を頂点として、国が定める防災基本計画、県及び市町村 
 が定める各地域防災計画の順に構成されており、それを担保するため、 
 上位計画との抵触禁止が義務づけられている。 

災害対策基本法 

北九州市 

福 岡 県 

国 

報告義務 

報告義務 

 

 

北九州市での災害想定 

 
 
○主な気象災害 
 ・梅雨前線による大雨 
 ・台風 
 ・高潮災害 
 
○地震 
 ・小倉東断層（Ｍ6.9、震度6弱 ※一部6強） 
 ・福智山断層（Ｍ7.0、震度６弱 ※一部6強） 
 ・南海トラフ巨大地震（Ｍ9.0、震度5弱 ※一部5強） 
 
○津波 
 ・海底断層による津波 
 ・南海トラフ巨大地震による津波 
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大水害写真グラフより （旧小倉市発行・朝日新聞社提供資料） 

河川氾濫により小倉都心部の 
大部分が浸水している状況 
（現在の小倉北区内） 

1953年6月・北九州大水害(1) 

山崩れにより土砂が流出し、 
道路や家屋が埋没している状況 
（現在の門司区内） 

豪雨災害写真集より (旧門司市発行・毎日新聞社提供資料） 

1953年6月・北九州大水害(2) 
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防災対策の見直し～想定外の災害の発生～ 

２０１１年３月１１日 １４時４６分 

東日本大震災発生 

想定していた 
地震規模 

Ｍ8.0前後 

実際の 
地震規模 

Ｍ9.0 

想定外の 

 

地震が発生 

想定外の 

津波発生 

行政機関も 

同時に被災！ 

 救助活動や支援活動の 

 体制が直ちに取れない！ 

ハード中心の防災対策の限界 

防災 

地域の防災力を上回る被害 
（東日本大震災、平成２１年・２２年７月豪雨など） 

・・・ 災害による被害を出さない取り組み 
    被害を出さないために万遍なくコストをかける   

1978年着工、2009年完成（３１年） 

被害を完全に防ぐことは不可能 
発生した被害をすべて食い止めようと思えば、いくらコスト
や時間をかけても間に合わない 

釜石湾 湾口防波堤 
総工費：1,200億円以上 

写真： 
釜石港湾事務所 
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想定を超える災害に対する「減災」対策の推進 

多様な主体が協働を図りながら防災対策に取り組
む地域社会の構築 

住民一人ひとりの状況に配慮した防災対策の推進 

ハードとソフトを組み合わせた「減災」対策 

「自助」、「共助」、「公助」の連携 

「命を守りぬく」地域社会 

「人にやさしい」防災対策 

【北九州市地域防災計画の見直し】 

計画の基本的な考え方 北九州市地域防災計画・基本的な考え方 

２ 防災体制 
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災害対策本部 

災害対策本部 

本部長《市長》 

副本部長《副市長》 

本部員《危機管理監、局長、区長、教育長ほか》 

災 害 現 場 

各部 
 

危機管理、保健福祉、 
環境、建設、消防、 
上下水道、教育ほか 

区対策部 

・海上保安庁 
・警察 
・国土交通省 
・自衛隊 
・ガス会社 
・電力会社 
・電話会社 
・赤十字 
・医師会 
     ほか 

防災関係機関 

防災指令 

防災指令 職員配置の基準 
配置数 

（2015年度） 

災害警戒本部 初動警戒体制 情報収集及び伝達に必要な人員  ４１５人 

警戒体制 軽微な災害に対する応急対策 
活動に必要な人員 

１,４８０人 

災害対策本部 第１配備体制 災害に対する応急対策活動に 
必要な人員 

２,５２１人 

第２配備体制 総合的な災害対策活動に必要な 
人員 

３,９１２人 

第３配備体制 全職員 ７,９３３人 

・気象情報、災害の状況に応じて発令。 
・震度４以上の地震の場合、職員は指示を待たずに参集。 



2015/11/20 

7 

総合防災情報ネットワークシステム 

災害対策本部 
（危機管理室） 

区役所・消防署など 

  
 

情 報 

情報共有 

３ 避 難 
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避難情報・避難所 

状況・行動 

避難準備情報 
高齢者、障害者、乳幼児など、一人では避難で
きない方、避難に時間を要する方が、避難を始
めなければならないときに発表 

避難勧告 
通常の避難行動ができる人が避難を始めなけ
ればならない時に発表 

避難指示 
人命に危険が迫り、ただちに避難が必要な時に
発表 

避難所 … 486ヶ所・142,316人（2015年度） 

災害時の情報伝達手段 

ホームページ 広報車 電子メール 

同報系 
防災行政無線 

携帯電話メール 
（エリアメール等） 

避難情報 

津波警報… 

衛星携帯電話 

防災メール 
まもるくん 

もらって 
安心メール 

離島に設置 

テレビ･ラジオでの緊急放送（放送要請） 
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４ 支援協定 

他都市との支援協定 

■２１大都市災害時相互応援に関する協定 

 

■九州九都市災害時相互応援に関する協定 

 

■災害時における福岡県内市町村間の相互応援に 

 する基本協定 

 

■災害時等の相互応援に関する協定 （南九州市） 

 

■災害時等の相互応援に関する協定 

  （石油基地自治体協議会加盟団体、５６団体）  ほか 
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民間企業との支援協定 
《情報発信》 

■避難勧告、警戒区域の緊急放送要請に関する協定（報道機関１２社） 

■ヤフー㈱との災害情報発信等に関する協定 
 

《施設利用》 

■災害時における小倉競馬場・民間施設・大学等の施設提供に関する協定 

■災害時におけるコンビニエンスストア、ガソリンスタンド等による徒歩 

 帰宅者への支援に関する協定 

 ・災害情報、トイレ、水道水などの提供（コンビニ等市内４８４店舗） 
 

《物資》 

■災害時における民間企業による生活必需物資等の供給協定 

 ・避難所への食料品、日用品、医薬品等の供給（スーパー等10社144店舗） 

■災害時における物資輸送等の支援に関する協定 

 ・義援物資、必要物資の輸送、保管等の一元管理（宅配事業者８社） 

  

  ほか 

 

                                      

 背景（過去の災害の教訓） 

新潟県中越地震（H16.10.23） 
 大量の支援物資が到着するも、人手不足や作業不慣れ
のため、山積みに・・・ 

１０ｔトラック約４４５台分 

大混乱！ 
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緊急物資集配センター 

避難所Ａ 

 避難所毎の
ニーズの把握 

避難所Ｂ 

避難所Ｃ 

緊
急
物
資 

行
政 

 ・センターの運営 

 ・搬路の選定・確保 

 ・必要物資の把握・調達 

民
間 

・物資の荷捌き 

検
品 仕分け 配

送 

連携 

民間企業による支援の内容 

５ 地域防災力の強化 
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啓発パンフレットの配布 

北九州市防災ガイドブック 
 「生き抜く術の心得帖」 
 
＜目的＞ 
災害から命を守るため、危険な地域を知り、早
期に避難いただくことが重要であり、この冊子
を参考にして家庭や地域で防災について考え、
災害に備えていただく 
 
＜内容＞ 
災害時に自ら命を守るための判断や行動を適
切に行っていただけるよう、｢防災に関する知
識｣や｢ハザードマップ｣を掲載 
 
＜配布対象＞ 
 ・市内全戸へ配布 

《避難所運営訓練》就寝環境設営 《避難所運営訓練》 非常食の準備 

《住民による避難所運営訓練・図上訓練》 

《図上訓練 （ＤＩＧ）》 
※Disaster（災害）、Imagination（想像力）、Game（ゲーム）  

《地区Ｂｏｕｓａｉ会議》 
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北九州市防災教育プログラム 

防災教育プログラム 
 
＜目的＞ 
 ・災害時に主体的に行動できる児童生徒の育成 
 ・将来の地域防災の担い手の育成 
 
＜主な内容＞ 
 ・教員向けの防災教育用指導書（ＤＶＤ付） 
 ・発達段階に合わせた指導展開例集 
 （小学校低・中・高学年、中学校の４段階） 
 
＜重要事項＞ 
・ 知識のみの伝達で終わることのないように、  
 防災意識の定着に向けたまとめ方が必要 

防災教育がつくる災害文化 

 北九州市防災アドバイザー 
  片田 敏孝 群馬大学教授 

 
 「小学生から防災教育を始めて、 
  10年継続すれば、子どもたちは大人になります。 

 
  もう10年続ければ、彼ら、彼女らは親になる。 

 
  そうすれば真っ当な防災意識を持った親が、 
  次の世代の子どもたちを育てるようになる。」 

 
            ※著書「人が死なない防災」より引用  
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ご清聴ありがとうございました。 

City of Kitakyushu 


