
総合防災課 



■地区防災マップとは 

 皆さんの住む町内や集落で、災害時に役立つ施設や危

険な場所を書き込んだ地図が「地区防災マップ」です。 

 平成２９年度に配布した各地域版のハザードマップに

掲載している河川の浸水想定や避難場所・指定避難所だ

けではなく、避難の際に集合する場所、消火栓・防火水

槽の位置、避難経路、危険箇所などの情報を自主防災組

織の皆さんで意見を出し合いながら作成することで、情

報を共有することができます。また、このときの意見交

換は災害時の命を守る行動に必ず役立ちます。 

 地区の状況を一番良く知る皆さんが情報を出し合い、

自分たちの地域のために、そして子どもたちのためにも

オリジナルの「地区防災マップ」を作成しましょう。 
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地区（自主防災組織版）防災マップとは 

地域版ハザードマップ（大曲） 



■用意する物 

 各地域版のハザードマップ 

 （H29.12.1号広報と同時配布） 

 作成の元となる地図 

 （右図のとおり。市で提供） 

 作成のマニュアル（本書） 

 付せん、円型シール、のり、筆記用具 など 
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手順❶ 事前準備 

作成の元となる白地図（最大Ａ２サイズで印刷します） 

浸水想定を着色した地図（最大Ａ２サイズで印刷します） 各文房具 



■自宅と指定避難所の位置を確認 

 作成の元となる地図を広げ、自分が住んでいる場所と

避難先である「指定避難所」を確認しましょう。 

 指定避難所は右図のとおり各地域版のハザードマップ

に掲載しています。 

 なお、避難所は災害の種類やその時の状況に応じて開

設します。開設する避難所は防災メールや防災ラジオ、

テレビ、広報車などを通じてお知らせします。 
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手順❷ 地区防災マップの作成 



■一次避難場所（集合場所）の決定 

 実際に避難するときは、地区の皆さんで一度集まり逃げ遅れる人がいないか安否を確認してから、指定

避難所へ避難します。その際に集まる一次避難場所（集合場所）を決めてください。 

 公園や地区の会合で利用する会館など、地区の誰もが知っている場所や通い慣れている道を選ぶとス

ムーズな避難へとつながります。 

※地区内に指定避難所がある場合は、直接避難所に避難しても構いません 
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手順❸ 地区防災マップの作成 

【Ａ町の作成例】 

 集合場所を設定し、印として緑色の円型シールを貼付けました。 

一次避難場所 
凡  例 

一次避難場所（集合場所） 



■危険になる場所を確認 

手順❹ 地区防災マップの作成 

【危険箇所の例】 

 浸水の危険がある低地 

 過去に災害があった場所 

 増水すると危険な水路や側溝 

 崩れそうな急傾斜地、ガケ地 

 

 危険な建物や空き家 

 崩れそうな古いブロック塀 

 狭い道、袋小路、暗い道路 

 ため池        など 

【Ａ町の作成例】 

 右図及び凡例のとおり作成しました。危険箇所は危険

な空き家、狭い道、袋小路を記載しました。 
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Ｈ23.6月大雨による浸水の様子 

凡  例 

一次避難場所 浸水箇所 

地区の境界線 危険箇所 

 地区で感じている細かな危険箇所について皆さんで意見を出し合い、地図に記入していきます。過去

に起こった災害を実例に話し合うとイメージしやすくなります。この意見交換が発災時の命を守る行動

に結び付きます。積極的に意見交換を行いましょう。 



■災害時に役立つ施設を確認 

 防災施設や災害時に役立つ施設について皆さんで意見を出し合い、地図に記入していきます。 
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手順❺ 地区防災マップの作成 

【防災施設の例】 

 消防署、交番（派出所）、病院、医院 

 災害時応援協定締結事業所（ ） 

 消火栓、防火水槽、防災資機材の置場 

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置場所 

 公衆トイレ、公衆電話       など 

【Ａ町の作成例】 

 右図及び凡例のとおり作成しました。災害時に役

立つ施設は病院、災害時応援協定締結事業所、３階

以上の建物（立体駐車場）、ＡＥＤ、公衆トイレを

記載しました。 

   例えば、付近にある3階以上の建物と「災害時応援協定」を結び、緊急時に避難する場所を確保している組織があります。 

凡  例 

指定避難所、指定避難場所(洪水時は除く) 

消火栓、防火水槽 

災害時に役に立つ施設 



■避難経路の確認 

 「一次避難場所から指定避難所」までの避難経路を設定します。危険箇所を通る場合は状況により通

れなくなる可能性がありますので、必要に応じて迂回路を確認しておきましょう。 

 また、発災時のことをイメージしながら実際に歩いて避難経路を確認しましょう。防災マップに危険

箇所や災害時に役立つ施設等の写真を掲載する場合は、このときに撮影しておきます。 
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手順❻ 地区防災マップの作成 

【Ａ町の作成例】 

 最寄りの避難所への避難経路を赤字実線で記

載し、またその避難所が被災した場合を想定し

て別の避難所への経路を赤字点線で記載しまし

た。その後、実際に歩いて経路を確認し各ポイ

ントの写真を撮影しました。 

凡  例 

最寄避難所への避難経路 

代替避難所への避難経路 

【例】一次避難場所の町内会館 
【例】「災害時応援協定」を
締結している立体駐車場 



■防災マップを仕上げる 

 地図の内容をまとめていきます。関連施設ごとに色分けしたシールを用いたり、略称やマーク、写真

を使用したりすることで見やすくなります。 
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手順❼ 地区防災マップの作成 

【Ａ町の作成例】 

凡  例 

地区の境界線 

一次避難場所 

浸水箇所 

危険箇所 

指定避難所 
指定避難場所(洪水時除く) 

消火栓、防火水槽 

災害時に役に立つ施設 

最寄避難所への避難経路 

代替避難所への避難経路 



作成例は次ページへ ⇒ 

■防災関連情報の掲載 

 地図の余白部分に、「災害に関する情報」や「連絡網」「地区の約束ごと」などを掲載することで、

災害時により実践的なマップとなるほか、日頃からの防災意識の啓蒙に繋がります。 

 掲載する情報は下記のとおり市で用意していますので、必要な情報をピックアップして掲載します。 
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手順❽－１ 地区防災マップの作成 

1. 避難の心得 

2. 避難時の持ち出し品 

3. 非常備蓄品の例 

4. 非常持ち出し品チェックリスト 

5. 警報の種類 

6. 避難に関する用語 

7. 災害用伝言ダイヤルの使い方 

8. 雨の降り方の解説 

9. 土砂災害の種類 

10. 緊急連絡網 

11. 緊急連絡メモ 

12. 火災初期対応の３原則 

13. 火災時の避難する７つのポイント 

14. 水位観測所の基準水位 

15. マイ・タイムライン   など 

雨の降り方の解説 

【掲載する情報のイメージ】 
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手順❽－２ 地区防災マップの作成 

【Ａ町の作成例】 

 地図の余白部分に、「避難の心得」「警報の種類」「避難に関する用語」「非常持ち出し品チェック

リスト」「火災時の避難する７つのポイント」「雨の降り方の解説」「水位観測所の基準水位」「緊急

連絡網」「緊急連絡メモ」を掲載（切り取って貼り付け）しました。 



■印刷、補助金申請の流れ 

 印刷及び補助金申請の流れは次の１～３のとおりです。 

1. 作成した防災マップを持参して総合防災課または各支所市民サービス課へおい

でください。防災マップの内容を確認します。また、補助金の申請方法につい

てご説明します。 

2. 印刷は自主防災組織から任意の印刷業者に直接依頼していただきます（次ペー

ジ参考）。印刷業者と印刷枚数や費用、デザイン等の調整を行ってください。 

※印刷業者への元地図やマップの周りに掲載する防災情報のデータ提供は市が

行います。 

3. 印刷作業に入る前に、「補助金申請書」「見積書」「完成マップのサンプル」

「印鑑」を持参して総合防災課へおいでください。 

12 

手順❾－１ 印刷、補助金申請 
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手順❾－２ 印刷、補助金申請 

【参考情報】大仙市内の印刷業者 

 市に業者登録されている又はタウンページ（2018年9月発行）の印刷業務に掲載されている業者の

うち、地区防災マップの印刷が可能な業者は下表のとおりです。なお、掲載以外の業者でも印刷可能

な場合がありますので、詳しくは所望の業者に直接ご確認ください。 

業者名 住所 問い合わせ先 

(株)販促 大曲福見町7-67-16 0187-63-0654 

(株)仙北印刷所 大曲栄町10-23 0187-63-2121 

(有)佐藤印刷所 大曲丸の内町3-34 0187-62-2492 

(株)三森印刷 福田町12-29 0187-62-0433 

大曲タイプ社 大曲栄町13-64-8 0187-62-0197 

(株)秋田精巧堂 

（前田デザイン事務所） 
大曲丸の内町3-5 0187-62-2340 

高橋印刷所 大曲黒瀬町6-29 0187-62-0135 

(株)アチカ 大仙支社 大曲日の出町1-6-12 0187-63-8491 

(株)アド・スタッフ 戸蒔字谷地中16-3 0187-63-4026 

謄写堂印刷 大曲花園町21-20 0187-62-1389 

(株)秋田情報企画 大曲若葉町4-62 0187-63-2322 



■完成品の配布 

 完成した地区防災マップは各世帯に配布し家庭内の目につく場所に掲示しましょう。

その他の活用方法としては、各世帯に配布するものより大きめのサイズで印刷したマッ

プを用意して、地域の人が日頃集まる町内会館などに掲示し周知を図る手段もあります。 
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手順❿－１ 完成品の配布 

■完成した地区防災マップの紹介 

①飯田町南町内会自主防災会（Ｈ30.10月作成） ②上前村町内会自主防災会（Ｈ31.3月作成） 



■完成した地区防災マップの紹介 
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手順❿－２ 完成品の配布 

③南外第十区自主防災ハザードマップ（Ｈ31.3月作成） ③南外第十二区防災マップ（Ｈ31.3月作成） 



■地区防災マップの理解度を高める 

 地区防災マップをもとにして避難訓練を実施し気付いたことなどを話し合い、防災マッ

プの理解度を高めましょう。（訓練に要した経費は市の補助制度が活用できます。） 

 なお、地区防災マップの作成経費の補助は３年度に１回までです。 
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手順⓫ 訓練の実施 

■防災訓練活動費の補助制度について 

◎対象となる訓練 

 情報収集・伝達訓練、初期消火訓練、救出・救護訓練、避難誘導訓練、炊き出し訓練、  

 給水訓練、図上訓練 など 

◎補助金の額 

 ５万円を限度として、活動費の全額 



■補助額 

 地区防災マップ作成費の全額を補助（上限あり）します。なお、申請は３年度につき１回まで

となります。上限額は世帯数に応じて次の❶～❸のとおりです。 

 ❶200世帯未満＝5万円、❷200世帯以上500世帯未満＝7万5000円、❸500世帯以上＝10万円 

■対象経費 

 ●消耗品（筆記用具、用紙、付せんなど） 

 ●使用料（会場使用料など） 

 ●印刷製本費（地区防災マップの印刷製本費） 

 ●その他、有効なものとして市長が認める費用 

 ※「消費税」「送料」「振り込み手数料」等の別途発生する費用は補助対象外です。 

 ※補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、切り捨てとなります。 
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●｢大仙市自主防災組織等育成事業補助金｣ 制度の概要 
～地区防災マップの作成費～ 

 ●活動計画書 ●必要経費の領収証 ●訓練状況の写真 ●作成した地区防災マップ 

■必要な書類 


