
令和３年１月

1-1 1-1-1
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策
推進地域

県・総務部

計画の目的と構成 1-1-2 災害時における防災協定等締結状況一覧 県・総務部 更新

1-2 1-2-1 宮城県防災会議条例 県・総務部

各機関の役割と 1-2-2 宮城県防災会議規程 県・総務部 更新予定

業務大綱 1-2-3 宮城県防災会議事務処理要領 県・総務部

1-2-4 宮城県防災会議委員・幹事 県・総務部 更新

1-2-5 防災担当機関及び連絡窓口一覧 県・総務部 更新

1-2-6 関係各省庁防災担当課及び連絡窓口一覧 県・総務部 更新

1-2-7 指定公共機関一覧 県・総務部 更新

1-3　県の概況 1-3-1 交通網の概要 県・企画部

章 節 資料番号 資料名称 担当機関

2-2 2-2-1 宮城県地震防災緊急事業五箇年計画　総括表 県・総務部 更新

2-2-2 雨量観測所・水位観測所 県・土木部

2-2-3 災害応急用ポンプ保有調書 東北農政局 更新

2-2-4 宮城県の火山 仙台管区気象台 更新

2-2-5 蔵王山火山防災マップ 県・総務部

2-2-6 蔵王山火山防災協議会規約 県・総務部 更新

2-2-7 栗駒山火山ハザードマップ 県・総務部

2-2-8 栗駒山火山防災協議会規約 県・総務部 更新

2-3 2-3-1
土砂災害・雪崩の危険箇所と砂防関係事業の
実施状況

県・土木部

2-3-2 治山事業・国有林巡視員 東北森林管理局 更新

2-3-3 山地災害対策 県・水産林政部 更新

2-3-4 みやぎ森林保全協力員 県・水産林政部 更新

2-4 2-4-1 県内の海岸の概要 県・土木部 更新

2-4-2 宮城県河川流域情報システム(MIRAI)観測局構成図 県・土木部

2-4-3 県内の河川の概要 県・土木部

2-4-4 河川改修事業 東北地方整備局 更新

2-4-5 河川整備状況 県・土木部

2-4-6 ダム一覧表 県，東北地方整備局

2-4-7 防災重点ため池一覧 県・農政部

2-5 2-5-1 道路現況調書〔Ⅰ〕 県・土木部 更新

2-5-2 道路現況調書〔Ⅱ〕 県・土木部 更新

2-5-3 各港湾の概要 県・土木部

2-5-4 主要港湾の公共ふ頭整備状況 県・土木部

2-5-5 指定漁港一覧 県・水産林政部 更新

2-6　都市の防災
対策

2-6-1 都市公園種別開設面積 県・土木部

2-8 2-8-1 下水道処理人口普及率 県・土木部

2-8-2 電力施設の概要 東北電力(株)

2-8-3 一般社団法人宮城県ＬＰガス協会連絡先一覧表 県・総務部 更新

宮城県地域防災計画　〔資料編〕　修正状況一覧

加除修正章 節 資料番号 資料名称 担当機関

　
第
１
章
　
総
則

　
第
２
章
　
災
害
予
防
対
策

災害に強いまち・
県土づくり

施設等の災害対
策

交通施設の災害
対策

海岸保全施設等
の整備

ライフライン施設
等の予防対策

資料５
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2-9 2-9-1 危険物規制対象施設数 県・総務部 更新

2-9-2 高圧ガス関係事業所数 県・総務部 更新

2-9-3 火薬類関係事業所数 県・総務部 更新

2-9-4 県内広域毎の主な毒物劇物保管量一覧 県・保健福祉部

2-9-5 県内広域毎の毒劇物業務上取扱事業所一覧 県・保健福祉部

2-9-6 宮城県毒劇物協会備蓄品一覧 県・保健福祉部

2-9-7 毒物劇物製造業登録施設一覧 県・保健福祉部 更新

2-12-1 自主防災組織の現状 県・総務部 更新

2-12-2 民間防火クラブ等 県・総務部 更新

2-13-1
災害ボランティアセンターに係る関係機関等の役割
（平常時）

県・保健福祉部

2-13-2 赤十字防災ボランティア活動推進要綱 日赤宮城県支部

2-15-1 宮城県警察本部の伝達系統（津波警報等） 警察本部

2-15-2 県内の津波観測施設・東北地方の津波観測施設 仙台管区気象台 3-1-3から移記

2-15-3 県内の潮位観測機器等の設置状況 県・総務部 更新・3-1-4から移記

2-16 2-16-1 宮城県危機対策課所管通信資機材台数一覧表 県・総務部 更新

2-16-2 宮城県地域衛星通信ネットワーク構成図 県・総務部 更新

2-16-3 宮城県地域衛星通信ネットワーク系統図 県・総務部 更新

2-16-4 計測震度計等設置場所一覧 県・総務部 更新

2-16-5 宮城県内震度観測点配置図 仙台管区気象台 更新・3-1-1から移記

2-16-6 市町村等における無線通信施設等一覧 県・総務部 更新・番号繰り下げ

2-16-7 東北地方整備局宮城県内通信系統図 東北地方整備局 番号繰り下げ

2-16-8 電力保安通信施設の概要 東北電力(株) 番号繰り下げ

2-16-9 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社無線設備概要 東日本旅客鉄道(株) 番号繰り下げ

2-17 2-17-1 宮城県災害対策本部条例 県・総務部

2-17-2 宮城県災害対策本部要綱 県・総務部 更新

2-17-3
宮城県災害対策本部事務局の組織及び運営に
関する要領

県・総務部

2-17-4 災害対策警戒配備要領 県・総務部

2-17-5
災害対策本部事務局等の初動態勢の確立を図るた
めの職員の指定に関する要領

県・総務部

2-17-6
大規模災害時における災害対策本部事務局への
事務局経験職員の応援に関する要領

県・総務部

2-17-7 災害対策関連ガイドライン等一覧 県・総務部 更新

2-18 2-18-1 主要建設機械の保有台数一覧表 県・土木部 更新

2-18-2 県水防倉庫備蓄量状況調 県・土木部

2-18-3 防災資機材センター防災資機材の保有状況 県・総務部 更新

2-18-4 林野火災空中消火用資器材備蓄状況 県・総務部 更新

2-18-5 主要建設機械の保有台数 東北地方整備局 更新

2-18-6 林野火災防ぎょ資機材整備状況 東北森林管理局 更新

2-18-7 巡視船艇・航空機の配備状況 第二管区海上保安本部 更新

2-18-8 巡視船等防災波設置一覧表 第二管区海上保安本部 更新

2-18-9 陸上自衛隊災害派遣可能装備品 陸上自衛隊

2-18-10 圏域防災拠点一覧 県・総務部 更新

2-18-11 圏域防災拠点運営資機材一覧 県・総務部 更新

2-18-12 広域防災拠点及び圏域防災拠点運営職員の派遣等に関する要領 県・総務部

2-18-13 水防管理団体水防倉庫備蓄状況調 県・土木部

防災拠点等の整
備・充実

職員の配備体制

2-15　監視体制，
伝達体制

危険物施設等の
予防対策

2-12
地域における防
災体制

2-13
ボランティアの受
入れ

情報通信網の整
備
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2-18-14 県，市町村，消防本部における救命ボート保有状況 県・総務部 更新

2-19 2-19-1 市町村相互応援協定の締結状況 県・総務部 更新

2-19-2 緊急消防援助隊宮城県大隊登録状況 県・総務部 更新

2-19-3 災害支援目録登録状況一覧 県・総務部

2-19-4 宮城県災害時広域応援計画 県・総務部

2-19-5 宮城県災害時広域応援本部要綱 県・総務部

2-19-6 宮城県災害時広域受援計画 県・総務部

2-20 2-20-1 宮城県災害拠点病院一覧 県・保健福祉部

2-20-2 非常災害用医薬品等リスト 県・保健福祉部 更新

2-20-3 災害用備蓄医療品リスト 国立病院機構

2-21 2-21-1 宮城県消防体制の概要 県・総務部 更新

2-21-2 消防ポンプ自動車等現有数 県・総務部

2-21-3 市町村消防水利の現況 県・総務部 更新

2-22 2-22-1 緊急輸送道路ネットワーク図 県・土木部

2-22-2 大規模災害に伴う交通規制実施要領 警察本部

2-22-3 緊急通行車両等事前届出の申請状況 宮城県トラック協会

2-23-1 市町村別指定避難所等一覧表 県・総務部 更新

2-23-2 避難が必要となるタイミングとエリア（洪水・高潮・土砂災害） 仙台管区気象台 更新

2-23-3 新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営ガイドライン 県・総務部 新規

2-25-1 市町村別食糧・飲料水等備蓄一覧 県・総務部 更新

2-25-2 給水車等保有状況一覧 県・環境生活部 更新

2-25-3 宮城県企業局所管浄水場一覧 県・企業局

2-25-4 県合同庁舎備蓄防災資機材一覧 県・総務部 更新

2-26　要配慮者 2-26-1 県内在留外国人の現状 県・経済商工観光部

2-28 2-28-1 ごみ処理施設整備状況 県・環境生活部 更新

2-28-2 粗大ごみ処理施設整備状況 県・環境生活部 更新

2-28-3 し尿処理施設の整備状況 県・環境生活部 更新

2-28-4 ごみ・し尿収集運搬車両一覧表 県・環境生活部 更新

章 節 資料番号 資料名称 担当機関

3-1 3-1-１ 気象庁震度階級関連解説表 仙台管区気象台 番号繰り上げ

3-1-2 長周期地震動関連解説表 仙台管区気象台 新規

3-1-3 津波予報区 仙台管区気象台 番号繰り上げ

3-1-4 仙台管区気象台観測所一覧表 仙台管区気象台 番号繰り上げ

3-1-5 河川雨量水位等観測所，指定雪量観測点、風向・風速観測所 東北地方整備局 番号繰り上げ

3-1-6 防災気象情報等伝達要領 県・総務部 番号繰り上げ

3-1-7 市町村被害状況報告要領 県・総務部 番号繰り上げ

3-1-8 登庁途中における被害状況報告書 県・総務部 番号繰り上げ

3-1-9 地方非常通信協議会　連絡先一覧 県・総務部 更新・番号繰り上げ

3-3
防災活動体制

3-3-1
被災市町村に対する県職員の初動派遣等に関する
要領

県・総務部

3-4 3-4-1 宮城県広域消防応援基本計画 県・総務部 更新

相互応援活動 3-4-2 宮城県緊急消防援助隊受援計画 県・総務部 更新

3-5-1 市町村別災害救助法施行令　１号該当基準表 県・保健福祉部

3-5-2 災害救助基準 県・保健福祉部

医療救護体制・
福祉支援体制の
整備

2-25
食料・飲料水及
び生活物資の確
保

廃棄物対策

情報の収集・伝達

3-5
災害救助法の適
用

　
第
３
章
　
災
害
応
急
対
策

相互応援体制の
整備

火災予防対策

緊急輸送体制の
整備

2-23　避難対策
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3-6-1 臨時へリポート設定基準 県・総務部

3-6-2 自衛隊要請(連絡)先一覧 県・総務部

3-8 3-8-1 宮城県災害派遣医療チーム（宮城ＤＭＡＴ）運営要綱 県・保健福祉部

3-8-2 宮城県医師会災害時医療対策要領 県・保健福祉部

3-8-3 宮城県薬剤師会災害時連絡体制 県・保健福祉部 更新

3-10
交通・輸送活動

3-10-1 宮城県トラック協会緊急・救援輸送業務実施要綱 宮城県トラック協会

3-11 3-11-1 宮城県防災ヘリコプター運航管理要綱 県・総務部

3-11-2 宮城県防災ヘリコプター緊急運航要領 県・総務部

3-11-3 防災ヘリコプター緊急運航基準 県・総務部

3-11-4 宮城県防災ヘリコプターの仕様 県・総務部

3-11-5 ヘリベース及びフォワードベース一覧 県・総務部 更新

3-11-6 ヘリポート適地選定要領 県・総務部

3-11-7 ヘリコプター災害対策活動計画 県・総務部

3-11-8 ヘリコプター安全運航確保計画 県・総務部

3-13　応急仮設
住宅等の確保

3-13-1 応急仮設住宅の建設に関する確認書 県・保福部・土木部 更新

3-17　食料・飲料
水及び生活必需
品の調達・供給活

3-17-1
大規模災害発生時における食料等緊急配送先
候補施設

県・総務部 更新

3-19　遺体等の
捜索・処理・埋葬

3-19-1 宮城県内火葬場施設一覧表 県・環境生活部 更新

3-24　公共土木
施設等の応急対
策

3-24-1 被災建築物応急危険度判定実施体制 県・土木部

3-25-1 ガス供給施設概要 東北経済産業局

3-25-2 ＮＴＴ東日本宮城事業部　災害対策機器等 東日本電信電話(株)

3-30　ボランティ
ア活動

3-30-1
災害ボランティアセンターに係る関係機関等の役割
（災害時）

県・保健福祉部

3-33 3-33-1 宮城県空中消火用資機材運営要綱 県・総務部 更新

災害種別毎応急
対策 3-33-2 沿岸部排出油防除資機材備蓄状況

県・総務部・土木部
第二管区海上保安
本部

更新

3-33-3 道路パトロール班の現況 県・土木部 更新

3-33-4 宮城県沿岸排出油等防除協議会連絡系統図 県・総務部 更新

章 節 資料番号 資料名称 担当機関

4-2 4-2-1 災害援護資金の貸付 県・保健福祉部

4-2-2 母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表 県・保健福祉部

4-2-3
生活福祉資金貸付制度に規定の災害からの復旧・
復興に向けた貸付条件等概要一覧

県社会福祉協議会

4-2-4 最低生活費の体系 県・保健福祉部

4-2-5 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 県・保健福祉部

4-3
住宅復旧支援

4-3-1 （独）住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の概要 県・土木部

4-4-1 中小企業への融資制度（間接融資） 県・経済商工観光部

4-4-2 農林水産業の災害復旧に係る制度資金一覧表 県・農政部，水産林政部 更新

4-7
激甚災害の指定

4-7-1 激甚災害指定基準 県・総務部

3-6
自衛隊の災害派
遣

医療救護活動

ヘリコプターの活
動

3-25　ﾗｲﾌﾗｲﾝ施
設等の応急復旧

　
第
４
章
　
災
害
復
旧
・
復
興
対
策

生活再建支援

4-4
産業復興支援

　
第
３
章
　
災
害
応
急
対
策
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資料番号 資料名称 担当機関

5-1 防災対策等に係る主な国のガイドライン・通知等 県・総務部 更新

5-2
防災対策等に係る主な県の条例・規定・協定等（総
務部危機対策課所管）

県・総務部 更新

（備考）資料番号は原則として地震災害対策編の章節番号に準じて付している。

別冊

別冊１ 防災協定等 県・総務部 更新

別冊２ 宮城県災害年表 県・総務部 更新

その他
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