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長 部 地 区 防 災 計 画 書 

 

１ 計画の対象地区の範囲 

  以下に示す「陸前高田市気仙町長部地区全域」とする。 

 ⑴ 二日市 

 ⑵ 湊 

 ⑶ 古谷 

 ⑷ 双六 

 ⑸ 要谷 

 ⑹ 福伏 

 ⑺ 上長部 

 

２ 基本的な考え方 

 ⑴ 基本方針（目的） 

   この計画は、陸前高田市気仙町長部地区の防災活動に必要な事項を定め、災害による人的・物

的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。 

 ⑵ 活動目標 

  ア 防災訓練の実施 

   (ｱ) 長部地区全域を対象に、防災訓練を年１回実施する。 

   (ｲ) 実施日は、毎年３月第１日曜日とする。 

   (ｳ) 訓練内容等は、コミュニティ推進協議会役員会において決定する。 

  イ 避難行動要支援者関係台帳整備 

   (ｱ) 避難行動要支援者及びその支援者に関する台帳を整備する。 

   (ｲ) 長部地区福祉事業推進協議会関係者が中心となり、長部７地区の台帳を作成する。 

 ⑶ 活動計画 

   この計画に定める事項は次のとおりとする。 

  ア 防災活動の体制及び班編成に関すること 

  イ 防災訓練に関すること 

  ウ 避難行動要支援者の避難行動支援に関すること 

  エ 食料等の備蓄に関すること 

  オ 防災教育等の普及啓発活動に関すること 

  カ 情報収集、共有及び伝達に関すること 

  キ 救出及び救助に関すること 

  ク 避難誘導に関すること 

  ケ 給食給水に関すること 

  コ 避難所運営に関すること 

  サ 関係団体との連携に関すること 



３ 地区の特性 

⑴ 自然特性 

  長部地区は広田湾に面し、景観をはじめ豊かな自然に恵まれた地域である。また、「イシカゲ貝」

の発祥の地でもあり、養殖漁業を中心とした第一次産業が盛んで、豊富な水産資源を有している。 

  平成２３年３月１１日の東日本大震災により、約２００世帯が被災し、これまでにない甚大な

津波被害を受けた地域である。 

⑵ 社会特性 

  長部漁港や要谷漁港等を有し、昭和３０年代中頃から５０年代後半にかけて、旋網漁業が 盛

期を迎えた時代もあった。その後は、主に養殖漁業（ワカメ、カキ、ホタテ等）を中心として、

漁業者が従事している。 

  東日本大震災前は、月山神社や鹿島神社の例大祭において、長部７地区による伝統芸能が披露

され、多くの観衆で賑わっていた。震災後、一部の地区では復活したが、全地区復活には至って

いないのが現状である。 

 ⑶ 防災マップ 

   下記マップを利用する。 

  ア 長部地区津波防災マップ（平成２５年７月 陸前高田市作成） 

  イ 長部地区土砂災害・洪水ハザードマップ（平成２８年３月 陸前高田市作成） 

 

４ 防災活動の内容 

 ⑴ 防災活動の体制及び班編成 

  ア 活動体制の整備 

    「長部地区自主防災会組織図及び役員名簿」を利用する（別紙参照）。 

    なお、活動体制は、以下の７支部により編成するものとする。 

   (ｱ) 二日市支部 

   (ｲ) 湊支部 

   (ｳ) 古谷支部 

   (ｴ) 双六支部 

   (ｵ) 要谷支部 

   (ｶ) 福伏支部 

   (ｷ) 上長部支部 

  イ 責任者 

    本計画においては、長部地区自主防災会本部を責任者とする。 

 ⑵ 平常時の活動 

  ア 防災訓練（避難路の確認含む） 

    災害の発生に備え、情報の収集伝達、避難等が迅速に行われるよう、防災訓練を実施する。 

  イ 避難行動要支援者の避難行動支援 

    避難行動要支援者及びその支援者に関する台帳を整備するとともに、防災訓練等の場におい

て、避難行動要支援者に係る避難の支援、安否の確認等に活用し、実災害に備える。 



  ウ 食料等の備蓄 

    長部地区本部（長部地区コミュニティセンター）、福伏公民館に食料等を備蓄し、防災に係る

普及啓発に利用するとともに、実災害時に活用する。 

  エ 防災教育等の普及啓発活動 

    災害発生の仕組みや地域の実態を知り、災害に対する備え方や災害時の対応方法を学び、実

践に活かせるよう、防災教育等の普及啓発活動を実施する。 

 ⑶ 発災直後の活動 

  ア 情報収集、共有及び伝達 

    災害情報等を収集、整理し、コミュニティ推進協議会役員や各支部役員同士で適正に共有、

伝達する。 

 ⑷ 災害時の活動 

  ア 救出及び救助 

    建物、その他の構造物の損壊、落下物等により救出救助を要する者が生じたときは、現場付

近にいる者は直ちに救出救助活動に協力する。 

  イ 避難誘導 

    災害により地域住民の生命に危険が生じ、または生じる恐れがあるときは、住民を避難場所

へ誘導する。 

  ウ 給食給水 

    避難所等における給食給水は、次の方法により行う。 

   (ｱ) 給食の実施 

炊出給食班員は、市から配分された食料や地域内の家庭、または米穀類販売業者等から提

供を受けた食料等の配分及び炊き出し等により給食活動を行う。 

   (ｲ) 給水の実施 

     炊出給食班員は、市から提供された飲料水、水道や井戸等により確保した飲料水により給

水活動を行う。 

 

  エ 避難所運営 

    避難所運営は、平成２７年３月陸前高田市作成の避難所運営マニュアルを利用する。 

なお、マニュアル中の用語について、次のとおり読み替えることとする。 

   (ｱ) 総務班及び情報広報班 → 情報連絡班 

   (ｲ) 食料・物資班 → 炊出給食班 

   (ｳ) 救護班 → 避難救助班及び救急救護班 

   (ｴ) 施設管理班及び衛生班の活動については、他班で補完することとする。 

 

 

本計画は、平成２９年４月１日から施行する。 
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