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第１節 災害応急対策の基本方針 

 

１ 迅速・的確な災害応急対策の遂行 

 災害による県民の生命・財産への被害を最小限に止めるためには、迅速かつ的確な災害応急対

策が遂行されなければならない。そのため、県では、災害の警戒期から災害応急対策の遂行に必

要な情報を積極的に収集し、市町村、消防本部、警察、自衛隊等の防災関係機関と連携をとりな

がら的確な対策を講じていくこととする。 

  また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、実効性の確保に留意するとともに、

産学官が連携し、先端技術の導入等により、災害応急対策の高度化に取り組んでいく。 

２ 被災市町村への積極的支援 

 災害応急対策の実施については、住民に最も身近な行政主体として第一順位としては市町村が

あたり、県は広域にわたり総合的な処理を必要とするものに取り組むものである。しかしながら、

市町村の対応能力を超えるような災害が発生した場合、又は市町村行政の中枢が被害を受けその

機能が麻痺した場合、市町村が被災者に対して迅速かつ的確な災害応急対策を施すことは難しい。

そのため、県は、災害発生後、早期に市町村の対応能力を見極め、必要に応じて防災要員の派遣、

通信連絡機器の支援等市町村の対応能力を確保するための支援を行うとともに、応援要請があっ

た場合は、被災市町村のニーズと応援可能市町村の調整・仲介を実施するものとする。 

 

３ 要配慮者に配慮した災害応急対策の遂行 

 大分県は、高齢化の進展により援護を要する高齢者の絶対数が増加しつつあること、特色ある

観光資源に多数の観光客が訪れることに留意した災害応急対策が遂行されなければならない。高

齢者、観光客、身体障がい者(児)、妊産婦、外国人等の要配慮者は、災害時の行動や生活に大き

な制約があり、県、市町村、その他の防災関係機関においてはこれらの人々に最大限に配慮した

災害応急対策を遂行するものとする。 

 

４ ニーズに即した情報の多様な方法を用いての提供 

 災害後の県民生活の安定のためには、県民のニーズに対応した情報を、避難場所にいる被災者

を含め県民が容易に知ることのできる方法で提供することが不可欠である。県では、被災者の情

報ニーズを的確に把握し、貼り紙、チラシ、立て看板、広報誌、広報車、ラジオ、テレビ、新聞、

インターネット（県庁ホームページ・SNS 等）、アマチュア無線局等多様な方法を用いて広報す

ることとする。
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第２節 県民に期待する行動 

 

 災害から県民の生命及び財産を守るためには、第一に「自らの生命・財産は自らの手で守る」と

いう自己責任による「自助」の考え方、第二に住民どうしの助け合いによって「自分たちの地域は

自分たちの手で守る」という「共助」の考え方、このふたつの理念にたち、県民と「公助」の役割

を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが必要であ

る。このような「自助、共助、公助」の考え方は防災の原点である。県、市町村、その他の防災関

係機関においては、各々の能力を最大限に発揮して防災対策に取り組むものであるが、その活動を

より効果的なものとするため、また、事故等の災害による被害を最小限に止めるため、県民に対し

て次のような行動を期待するものである。 

１ 家庭 

（１）的確な避難 

 家族の安否とともに、家屋の被災状況、周囲の災害の状況(火災の延焼、山・がけ崩れのお

それ等)等に注意して、安全な場所に迅速に避難する。また、夜間や停電の場合に備え、日頃

から懐中電灯や携帯ラジオ、携帯電話の充電器等を直ちに携行できるようにしておくととも

に、自動車へのこまめな満タン給油を心がけ、地域での防災訓練に参加し、避難場所、避難経

路をあらかじめ確認しておくことが必要である。 

（２）的確な初期消火 

 自宅から出火した場合、消火器等を用いて初期段階での消火に努める。 

（３）負傷者の応急手当、医療機関等への搬送 

 家族に負傷者が出た場合、適切な応急手当を行い、最寄りの医療機関へ搬送する。 

（４）的確な防災機関への通報 

 山・がけ崩れ等第二次的な災害発生のおそれがあると判断した場合、また、消防本部（局・

署を含む。以下同じ。）、警察署(交番)等に出動を求める場合、落ち着いて迅速に通報する。 

（５）的確な情報収集 

 テレビ、ラジオ、防災行政無線等によって正しい情報の把握に努める(むやみに市町村、消

防本部、警察署(交番)等の防災機関に問い合わせることは、防災機関の的確な活動を妨げるこ

とがある。)。 

 

２ 地域(隣近所、町内会・自治会、自主防災組織) 

（１）的確な避難 

 避難する場合、隣近所で声を掛け合って安全な場所に迅速に避難する。また、避難所の運営

にあたっては、避難施設の管理者、市町村職員等に協力する。また夜間や停電の場合に備え、

すみやかに避難所を開設できるように、自治会や自主防災組織では、防災関係者とともに指定
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避難場所の開け方（鍵の管理）や非常用電源の位置、電話、連絡網等をあらかじめ確認してお

くことが必要である。 

（２）的確な初期消火 

近隣で出火した場合、地域で協力して消火器やバケツリレー等による初期段階での消火に努

めるとともに、消防本部、消防団の出動時には、その指示に従って適切な協力を行う。 

（３）的確な救出 

 地域内で家屋の倒壊等により救出が必要となった場合、地域内にある資機材(のこぎり、か

けや等)を活用して二次災害に留意しながら可能な限りの救出活動を行うとともに、消防本部、

消防団、警察署、自衛隊等の出動時には、その指示に従って適切な協力を行う。 

（４）負傷者の応急手当、医療機関等への搬送 

 地域で負傷者が出た場合、適切な応急手当を行い、最寄りの医療機関へ搬送する。 

（５）近所の要配慮者への援助 

 地域内に在住する高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等要配慮者の避難、初期消火等の援助

に努める。 

（６）的確な情報収集と防災関係機関への通報 

 地域内の災害状況を迅速に把握し、市町村、消防本部、警察署(交番)等に速やかに通報する。 

 

３ 企業・事業所 

（１）的確な避難 

 災害発生時、従業員や顧客などを安全な場所へ避難させる。 

（２）的確な初期消火 

 企業・事業所内で出火した場合、消火器等を用いて初期段階での消火に努める。 

なお、自衛消防組織を持つ事業所にあっては、被害を事業所内に食い止めることに全力を尽

くす。消防本部、消防団の出動時には、その指示に従って適切な協力を行う。 

（３）負傷者の応急手当、医療機関等への搬送 

 事業所内で負傷者が出た場合、適切な応急手当を行い、最寄りの医療機関へ搬送する。 

（４）地域(隣近所、町内会・自治会)の活動への協力 

 事業所の所在する地域の防災活動に積極的に協力する。 

 

４ 災害対応社員等の家族の安否確認 

発災時に家族と離れていた社員等は、速やかに家族の安全を確認し、心理的ストレスを解消す

ることで冷静に業務に取り組めるよう、平時から家族間での連絡方法を確認しておかなければな

らない。 

【災害時の安全確認方法の例】 

・災害用伝言ダイヤル（ＮＴＴの「１７１」「災害用ブロードバンド伝言板１７１」など）の

利用 

・携帯メールによる連絡（通話よりも着信確率が高いとされる） 
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・「三角連絡法」（被災地へ向けての電話がつながりにくい状態でも、被災地から外に向かっ

ての電話は通じる場合があるので、隔地の親類や知人などの家を連絡の中継地として、そこ

を伝言板がわりに利用する方法）の実施 
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第３節 災害応急対策の体系 

 

 災害応急対策の体系は、次のとおりである。 
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第２章 活動体制の確立  

 

 

 第１節 組織 

  第２節 動員配備 

  第３節 通信連絡手段の確保 

 第４節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

 第５節 災害救助法の適用及び運用 

 第６節 市町村への支援 

 第７節 広域的な応援要請 

 第８節 防災ヘリコプターの運用体制の確立 

 第９節 自衛隊の災害派遣体制の確立 

 第10節 他機関に関する応援要請 

 第11節 技術者、技能者及び労働者の確保 

 第12節 ボランティアとの連携 

 第13節 帰宅困難者対策 

 第14節 応急用・復旧用物資及び資機材調達供給 

 第15節 交通確保・輸送対策 

 第16節 広報活動・災害記録活動 
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第１節 組織 

 

 災害応急対策を総合的、かつ集中的に実施するために必要な組織は、この節の定めるところによ

って確立する。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○県災害対策本部の設置＜生活環境部防災局防災対策企画課＞ 

□各地区災害対策本部の設置 

□現地災害対策本部の設置（激甚な災害が発生した場合） 

 

○県災害対策本部の設置に関する関係先への通知 

（県災害対策本部総合調整室情報収集班・広報・情報発信班から連絡） 

□消防庁 

□県防災会議委員及び幹事 

□県内に所在する指定地方行政機関等の主要な出先機関又は事業所等 

□陸上自衛隊第41普通科連隊（別府駐屯地） 

□各報道機関 

□その他必要と認められる機関 

 

（地区災害対策本部庶務班から連絡） 

□所管区域内の市町村 

□所管区域内に所在する国又は他の防災関係機関の出先機関又はその事務所のうち必要と

認める機関 
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第１節 組織 

１ 活動組織の整備確立方針 

 災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、当該災害の発生を防御し又は拡大を防止する

ため必要な措置は、それぞれの防災事務又は業務を所掌する防災関係機関が、その機能のすべて

をあげて対処するものであることに鑑み、それぞれの防災関係機関において、当該事務又は業務

を的確かつ円滑に実施するための防災活動組織を整備する。 

 県においては、本節に定めるほか個別具体的な事項は「大分県災害対策本部条例(昭和 37 年大

分県条例第 41 号)」、「大分県災害対策本部規程(昭和 37 年災害対策本部訓令第１号)」及び「大

分県災害対策本部等運営要綱」等により確立する。 

  防災事務に関し、連絡調整及び各部局所管事務に係る災害情報の収集・通報を処理するため、

各所属に防災連絡員を配置するとともに、災害予防対策及び災害応急対策の円滑な推進を図るた

めの県庁内調整機関を設置する。 

 また、地域の防災対策を強化するため、各振興局に「地域防災監」を設置し、地域での情報収

集や市町村支援等の機能の強化を図る。 

 

２ 災害発生時における県の組織体制  

 知事は、災害が発生し又は発生することが予想される場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実

施するため、災害対策本部を設置する。なお、災害対策本部の設置前又は設置されない場合には、

災害の種類及び規模等に応じ災害警戒本部又は災害対策連絡室を設置するものとする。 

（１）災害対策連絡室  

イ 災害対策連絡室 

（イ）設置基準 

ａ．県内で海上事故、航空機事故、列車事故及び爆発、火事等を原因とした災害が発生し

又は発生するおそれがあり、災害応急対策を実施する必要があるとき 

ｂ．近隣県における原子力発電所において事故等が発生し、異常事態の連絡を受けた場合

で、情報収集・連絡体制をとる必要があるとき 

ｃ．その他、特に必要と認めるとき 

  （ロ）設置場所 

   県庁舎本館６階 大分県防災センター内 

（ハ）組織・職制 

 室長  防災対策企画課長 

 副室長・室員  別に定める職員 

（ニ）処理すべき主な事務 

ａ．災害情報の収集及び伝達 

21



事故等災害対策編 第３部 共通する災害応急対策 
第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

ｂ．市町村の対処態勢・活動状況の把握 

ｃ．関係機関等に対する災害対策上の通報 

（ホ）解散基準 

a. 注意報等が解除され、準備体制を継続する必要がないと認めるとき 

b．災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき 

c．被害状況等により準備体制を継続する必要がないと認めるとき 

（へ）その他 

    各部局長は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害応急対策を行うものとする。 

ロ 地区災害対策連絡室 

（イ）主な設置基準 

ａ．当該振興局の管内で海上事故、航空機事故、列車事故及び爆発、火事等を原因とした

災害が発生し又は発生するおそれがあり、災害応急対策を実施する必要があるとき 

ｂ．その他、特に必要と認めるとき 

（ロ）設置場所 

   振興局内 

（ハ）組織・職制 

地区室長  振興局次長(地域防災監) 

地区副室長・地区室員 別に定める地方機関の職員 

（ニ）処理すべき主な事務 

ａ．地区内の災害情報の収集及び伝達 

ｂ．地区内の地方機関の対処態勢・活動状況の把握 

ｃ．災害対策連絡室との連絡調整 

（ホ）解散基準 

ａ．地区災害警戒本部又は地区災害対策本部が設置されたとき 

ｂ．被害状況等により準備体制を継続する必要がないと認めるとき 

（へ）その他 

           地方機関の長は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害応急対策を行うものとす

る。 

（２）災害警戒本部 

イ 災害警戒本部 

（イ）主な設置基準 

ａ．県内で海上事故、航空機事故、列車事故及び爆発、火事等を原因とした相当規模の災

害が発生し又は発生するおそれがあり、特に災害応急対策を実施する必要があるとき 
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第１節 組織 

ｂ．近隣県における原子力発電所において原子力災害対策特別措置法第 10 条第１項に定め

る通報事象が発生し、大分県に放射性物質の拡散のおそれがあるとき 

ｃ．その他、特に必要と認めるとき 

（ロ）設置場所 

       県庁舎本館６階 大分県防災センター内 

（ハ）組織・職制 

 

 本部長 

 

  生活環境部防災局長 

 

  副本部長 

 

  生活環境部防災危機管理監 

（ニ）処理すべき主な事務 

ａ．災害情報の収集及び伝達 

ｂ．市町村の対処態勢・活動状況の把握 

ｃ．関係機関等に対する災害対策上の通報 

ｄ．関係部局の初動措置等の総合調整 

    （ホ）解散基準 

ａ．災害対策本部又は災害対策連絡室が設置されたとき 

ｂ．被害状況等により警戒体制を継続する必要がないと認めるとき 

（へ）その他 

ａ．災害に関する情報を一元的に掌握し、災害応急対策を円滑に処理するため情報室  を

設置する。 

 

 室長 

 

 防災対策企画課長 

 

  副室長・室員 

 

 

 別に定める職員 

 

ｂ．広報業務を円滑に推進するために広報員を配置する。配置にあたっては災害対策本部

広報・情報発信班要員の中から広報広聴課職員を含む４名を指名する。 

ｃ．各部局長は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害応急対策を行うものとする。 

ロ 地区災害警戒本部 

（イ）主な設置基準 

ａ．当該振興局の管内で海上事故、航空機事故、列車事故及び爆発、火事等を原因とした

相当規模の災害が発生し又は発生するおそれがあり、特に災害応急対策を実施する必要

があるとき 

ｂ．その他、特に必要と認めるとき 

（ロ）設置場所 
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   振興局内 

（ハ）組織・職制 

地区本部長 振興局長 

地区副本部長 振興局次長(地域防災監) 

（ニ）処理すべき主な事務 

ａ．地区内の災害情報の収集及び伝達 

ｂ．地区内の地方機関の対処態勢・活動状況の把握 

ｃ．関係地方機関の初動措置等の総合調整 

ｄ．災害警戒本部との連絡調整 

（ホ）解散基準 

ａ．地区災害対策本部又は地区災害対策連絡室が設置されたとき 

ｂ．被害状況等により警戒体制を継続する必要がないと認めるとき 

（へ）その他 

ａ．災害に関する情報等を一元的に掌握し、災害応急対策を円滑に処理するため地区情報

室を設置する。 

地区室長  振興局長 

地区副室長・地区室員  別に定める地方機関の職員 

ｂ．地方機関の長は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害応急対策を行うものと

する。 

（３）災害対策本部 

イ 災害対策本部 

（イ）主な設置基準 

ａ．県内で海上事故、航空機事故、列車事故及び爆発、火事等を原因とした大規模な災害

が発生し又は発生するおそれがあり、総合的な災害応急対策を実施する必要があるとき 

ｂ．近隣の原子力発電所において原子力災害対策特別措置法第１５条第１項に定める通報

事象が発生し、大分県に放射性物質の拡散のおそれがあるとき 

ｃ．その他、特に必要と認めるとき 

（ロ）設置場所 

    県庁舎本館６階 大分県防災センター内 

   ただし、防災センターが被災し使用できない場合は、県庁舎等に設置するものとする。 

  （ハ）組織・職制 

24



事故等災害対策編 第３部 共通する災害応急対策 
第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

  本部長   知事 

  副本部長   副知事、警察本部長 

  本部員 
 

 

 

知事部局の部局長、企業局長、病院局長、教育長、

警察本部警備部長、生活環境部防災局長、陸上自衛

隊別府駐屯地連絡幹部職員、海上保安庁第七管区海

上保安本部大分海上保安部職員 

ａ．災害応急対策の基本方針その他の重要な事項を協議するため、本部長、副本部長及び

本部員を構成員とする本部会議を設置する。 

ｂ．本部会議の事務処理及び災害に関する情報を一元的に掌握し、災害応急対策を円滑に

処理するため総合調整室を設置する。 

  室長   生活環境部防災危機管理監 

 室員   別に定める職員 

ｃ．広域受援に関する情報を一元化に掌握し、広域応援対策を円滑に処理するため、受援・市

町村支援室を設置する。 

室長 総務部審議監 

室員 別に定める職員 

ｄ．各種の災害応急対策の実施及び災害情報の収集等を遂行するため、部及び班を設置す

る。 

  部長 

企画振興部長、福祉保健部長、生活環境部長、商工観光

労働部長、農林水産部長、土木建築部長、教育長、警察

本部警備部長 

 調整担当官  別に定める職員 

 班長・副班長・班員   別に定める職員 

（ニ）処理すべき主な事項 

ａ．本部会議の協議事項 

 ・災害応急対策の重点項目の決定        

 ・災害応急対策の進捗状況                      

           ・自衛隊の災害派遣要請の決定 

           ・広域応援要請の決定 

            ・災害救助法適用の決定 

  ・その他災害対策本部長が必要と認める事項 

        ｂ．総合調整室の主な処理事務 
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  ・災害情報の一元的な管理、広報 

            ・災害対策本部の人員調整 

・被害状況、避難状況等の情報収集 

・被害防止のための広報 

・安全情報、義援物資の受付等の広報 

・関係団体への応援要請 

・緊急車両の確認 

・災害応急対策の全体調整 

・広域避難及び応援の要請 

・原子力災害対策に係る連絡調整及び住民問い合わせ対応 

・原子力災害時の環境放射線モニタリングの実施 

・原子力災害時の放射線防護措置実施に係る指揮及び全体調整 

・原子力災害時の広域避難者の受入調整 

・ヘリコプターの運用調整 

              ・各部をまたがる重要事項の連絡調整 

    ・その他必要な事項 

ｃ.総務班の主な事務処理 

  ・本部会議の事務 

  ・庁内施設、設備の確保  

  ・防災会議、指定地方行政機関等との連絡 

ｄ．広報・情報発信班の主な処理事務 

・報道機関との連絡体制の確立 

・プレスルーム等の運営 

・避難情報、ライフライン情報の報道機関・県民等への広報 

・二次災害防止のための報道機関・県民等への広報 

      ｅ．受援・市町村支援室の主な処理事務 

・ 他の都道府県等からの連絡員の受入れ 

・ 九州・山口９県被災地支援対策本部への応援要請 

・ 災害時緊急支援隊長及び副隊長候補者の人選 

・ 県への応援必要人数の把握 

・ 県内被災市町村への応援可能な県職員数の把握 

・ 他の都道府県からの応援職員の受入れ 

・ 被災市町村への派遣必要人数の把握 

・ 被災市町村以外の市町村への応援職員の派遣要請 

ｆ．各部の主な事務処理 

 【被災者救援部】 

・避難所開設・運営への協力・支援 
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第１節 組織 

・避難所における被災者からの要望状況の把握 

・ボランティア活動に関する情報の一元管理 

・大分県ボランティア・市民活動センター等との連絡調整及び情報の共有 

・ボランティアの要請及び派遣についての調整 

・廃棄物の処理方法及び集積場所についての助言及び情報提供 
・消費生活相談所の開設 

・生活関連物資の価格調査及び監視 

・被災した留学生等の在住外国人や外国人観光客等への情報提供・支援 

 【支援物資部】 

・食料、飲料水、生活用品等の供給及びあっせん 

・市町村に対する救助物資等の配分 

・給水班の派遣 

・支援食料、義援物資等の受入 

・大規模小売店及びガソリンスタンド等の営業状況の把握 

・緊急輸送車両等に必要な燃料の確保 

 【福祉保健医療部】 

・救急医療体制の確立 

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、 

災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ））、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）

等の派遣 

・医療支援チーム、保健活動チーム、（保健師及び事務職員等で 

構成するチーム。以下同じ。）等の派遣  

・医療・保健衛生ニーズの把握 

・原子力災害時の医療チーム及びスクリーニングチームの派遣 

・福祉避難所開設への協力・支援 

・要配慮者の被災状況の把握及び対策 

・広域的な救急医療活動の調整 

・被災者の感染症対策、健康・栄養相談 

・学校の保健衛生管理 

・被災動物の保護 

・遺体の埋・火葬の調整 

 【児童・生徒対策部】 

・学校施設及び職員、児童・生徒等の被災状況の把握 

・教室の確保、応急授業の実施及び教材学用品の供給 

・学校での保健衛生措置の実施 

  【通信・輸送部】 
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・通信設備の確保 

・専用回線の設置 

・被災地との連絡体制の確立 

・物資その他の輸送に必要な情報の収集・伝達 

・輸送経路の選定 

・緊急輸送又は救出救助・消防活動に必要な輸送手段（車両）の確保 

・緊急輸送等の実施 

・代替交通手段の確保 

 【社会基盤対策部】 

・公共施設の被害状況についての情報収集及び提供 

・被災した公共施設の応急復旧 

・市町村の公共施設の応急復旧に対する支援 

・緊急輸送道路・港湾の啓開 

・交通規制の実施 

・二次災害の防止活動 

・被災地における住宅ニーズの把握 

・応急仮設住宅の建設及び管理 

・被災住宅の応急修理 

・災害公営住宅の建設 

・市町村が行う被災者に対する住宅の供給、確保対策への協力 

・公営住宅の空き部屋調査及び緊急家賃調査の実施 

・総合住宅相談所の開設 

 【農林水産基盤対策部】 

・公共施設の被害状況についての情報収集及び提供 

・農林水産施設及び農作物の被害状況についての情報の収集及び提供 

・原子力災害時の地域生産物等の摂取制限の実施に係る措置 

・被災した公共施設の応急復旧 

・市町村の公共施設の応急復旧に対する支援 

・緊急輸送道路・漁港の啓開 

・二次災害の防止活動 

 【治安対策部】 

・住民の避難誘導 

・被災者の救出救助 

・防犯パトロールの実施 

・困りごと相談所の開設 
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・臨時交番等の設置 

・交通状況についての情報収集 

・帰宅困難者に対する情報提供地点の確保及び誘導 

・緊急交通路の確保 

・交通規制の実施 

（ホ）災害対策本部設置の通知 

 災害対策本部を設置したときは、総合調整室情報収集班が大分県防災会議委員、指定地

方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及びその他防災関係機関に通知する。 

（へ）解散基準 

被害状況等により本部による災害対応を継続する必要がないと災害対策本部長が認め

るとき。 

（ト）その他 

本部長は、各部局の体制及び要員等について定めるものとする。 

ロ 地区災害対策本部 

（イ）設置基準 

ａ．災害対策本部が設置されたとき。ただし、災害対策本部長の指定する地区災害対策本

部のみ置くことができる。 

ｂ．その他、必要と認めるとき 

（ロ）設置場所 

  振興局内 

（ハ）組織・職制 

  地区本部長   振興局長 

地区副本部長 
振興局次長、保健所長、土木事務所長、教育事務所 長、

警察署長 

  地区本部員   地方機関の長 

ａ．地区災害対策本部に地区本部会議及び対策のための班を設置する。なお、各班の設置

及び要員の配置については、所管する地域及び県の機関の状況並びに災害の規模を勘案

して地区本部長が決定する。 

（ニ）処理すべき主な事項  

（被災者救援班） 

・県管理施設利用者の避難誘導 

・被災地及び被災者の状況の把握 

・市町村が行う災害応急対策に必要な支援・協力 

・帰宅困難者に対する情報提供地点の確保及び誘導 
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・被災地におけるボランティア活動の支援 

・支援物資の要望及び配布の状況の把握 

・児童・生徒の被災状況及び学校運営状況の把握 

（支援物資班） 

・備蓄物資の開放及び義援物資の受入 

・救援物資・義援物資の配分 

・物資の過不足等の状況調査及び不足物資の調達 

・救援物資に係る市町村の支援 

・生活関連物資の価格及び需給動向調査・監視 

・大規模小売店及びガソリンスタンド等の営業状況の把握 

（保健所班）  

・社会福祉施設、医療施設、毒劇物施設の被災状況、指定避難所の開設状況ほか、医

療救護・保健衛生活動に必要な情報の収集 

・救急医療活動の調整 

・医薬品及び衛生資材の調達・確保 

・医療支援チーム、保健活動チームのローテーションや活動の調整 

・被災地における衛生維持及び防疫 

・補給水源の衛生状況調査 

・福祉避難所開設への協力・支援 

・要配慮者に対する情報提供及び保健指導 

・学校の保健衛生 

・被災動物の保護 

（通信・輸送班） 

・通信設備の確保 

・交通状況の把 握  

・被災地との通信手段の確保 

・救援物資・義援物資の配送 

・被災者の指定避難所への移送 

（社会基盤対策班） 

・公共施設の被災状況の確 認 ・ 報 告  

・県管理施設の点検、避難対策及び応急対策 

・被災した公共施設の応急復旧 

・被災建築物の応急危険度判定 

・緊急交通路の確保 

・二次災害防止のための危険箇所の点検、避難対策及び応急対策 
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・被災地における住宅ニーズの把握 

・応急仮設住宅の建設及び管理、被災住宅の応急修理、災害公営住宅の建設 

・市町村が行う被災者に対する住宅の供給、確保対策への協力 

・総合住宅相談所の開設 

（庶務班） 

・管轄地区内の被害・応急対策状況等の情報の収集、取りまとめ及び本部総合調整室

への報告 

・災害関連、避難、要配慮者、交通、地域の安全、物価等に係る各種情報の受信・提

供 

・義援物資の受付品目・送付場所の情報提供 

・市町村災害対策本部との連絡調整 

・市町村や関係機関、住民等からの要請、要望、相談等の受付 

・地区本部の施設、整備の被害状況把握及び機能維持のための応急対策 

・地区本部会議の事務 

・現地災害対策本部の設置 

・職員の配置・調整 

・被災市町村への職員の派遣 

・緊急通行車両の確認 

・消費生活相談所の開設 

・住民からの要望事項への対応 

（ホ）解散基準 

  災害対策本部が解散したとき。 

（へ）その他 

 地方機関の長は災害の状況に応じて別途職員を配置し災害応急対策を行うものとする。 

ハ 現地災害対策本部 

（イ）設置目的 

 激甚な災害が発生した場合、災害現地において、災害対策本部の事務の一部である災害

関係情報の迅速な収集・伝達、被災地の実情を踏まえた対策を行う。 

（ロ）組織・職制 

現地本部長 
副知事、本部員（警察本部長を除く。）及び副部長のうち

から本部長が指名 

 現地副本部長   地区本部長及び地区副本部長のうちから本部長が指名 

現地本部員 
関係部の要員及び関係地区の地区本部員のうちから本部長

が指名 
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第１節 組織 

（ハ）処理すべき主な事務 

ａ．県が実施すべき災害応急対策の優先項目の決定に関する事項 

ｂ．市町村が実施すべき災害応急対策の指導方針の決定及び指示に関する事項 

ｃ．市長村及び防災関係機関等から県に対する災害応急対策の要望等の処理に関する事項 

ｄ．市町村が実施すべき災害応急対策の指導方針の決定及び指示に関する事項 

ｅ．その他災害応急対策に関し、緊急に処理すべき事案の処理方針の決定に関する事項 

ｆ．本部への連絡、報告等に関する事項 

（４）その他 

イ 災害対策本部にあっては、地区災害対策本部又は市町村の行う災害応急対策を支援する職

員の派遣について検討するとともに、地区災害対策本部にあっては、市町村の行う災害応急

対策を支援する職員の派遣について検討する。 

職員を派遣する場合、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるものとする。 

ロ 被災者の救出・救助等の災害応急対策を迅速かつ適切に実施できるよう、被災現地におけ

る防災関係機関の連絡調整を図る組織について検討する。 
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第１節 組織 
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第１節 組織 
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事故等災害対策編 第３部 共通する災害応急対策 
第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

 

３ 大分県警察災害警備本部 

（１）県下に警戒体制又は、非常体制が発令された場合、必要に応じて県庁舎新館 11 階総合 

指揮室に設置する。 

ただし、同所が震災等により使用不能の場合には、次に掲げる施設のうちで適当な場所 

に設置する。 

（イ）運転免許センター 

（ロ）大分県警察学校 

（ハ）大分中央警察署 

（ニ）その他適当と認められる警察施設等 

（２）組織系統 

  大分県警察災害警備本部 → 警察署災害警備本部 

（３）災害対策本部との関係 

  大分県災害対策本部が設置された場合、治安対策部の事務は、大分県警察災害警備本部 

が処理するものとする。 

 

４ 大分海上保安部災害対策組織 

    （１）名称 

   大分海上保安部災害対策本部 

  （２）設置の基準 

   海上における大規模な事故発生の場合に設置する。 

  （３）組織 

       大分海上保安部又は第七管区海上保安本部が設置する組織  

（４）設置場所 

    大分海上保安部内 
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第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

５ 九州地方整備局関係災害対策組織 

（１）大分河川国道事務所災害対策支部 

イ 設置の基準 

 災害が発生したとき又は予想されるとき 

 

ロ 組織 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 設置場所 

 九州地方整備局大分河川国道事務所内 

ニ  連絡窓口 

  総合調整班（地域防災調整官） 

支部室・ 
副支部長 

（３副所長） 
（総括保全対策官） 

支部長 
（事務所長） 

総合調整班 
（道路副所長） 
（(副)用地対策官） 

総務班 
（事務副所長） 
（(副)契約事務管理官） 

経 理 係 

河川班 
（河川副所長） 
（(副）調査第一課長） 

ダム管理班 
（ダム管理課長） 

道路班 
（統括保全対策官） 
（(副)工事品質管理官） 

地域情報集約係 

広域支援（リエゾン・TEC－FORCE）係 

広 報 係 

機 電 係 

総 務 係 

後方支援（ロジ）係 

用 地 係 

応 援 係 

河川情報収集  係 

河川情報収集Ⅰ係 

対 策 調 整 係 

現地対策係（大分出張所、大野川出張所） 

情報収集・解析係 

巡視・現地対策係 

道路情報収集係 

対策調整係 

現地対策係（日田国道維持出張所、大分維持

出張所、中津維持出張所、建設監督官） 
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第１節 組織 

（２）佐伯河川国道事務所災害対策支部 

イ 設置の基準 

災害が発生したとき又は予想されるとき 

ロ 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 設置場所 

九州地方整備局佐伯河川国道事務所内 

 

 

 

 

 

（河川管理課） 

（佐伯出張所） 
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第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

（３）延岡河川国道事務所災害対策支部 

  イ 設置の基準 災害が発生したとき又は予想されるとき 

  ロ 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 設置場所 延岡河川国道事務所 
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第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

（４）筑後川河川事務所災害対策支部日田水防班 

イ 設置の基準 

 災害が発生したとき又は予想されるとき 

ロ 組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 設置場所 

 筑後川河川事務所日田出張所内 

 

（５）山国川河川事務所災害対策支部 

イ 設置の基準 

 災害が発生したとき又は予想されるとき 

ロ 組織 
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第２章 活動体制の確立 

第１節 組織 

ハ 設置場所 

山国川河川事務所内 

 

（６）筑後川ダム統合管理事務所災害対策支部 

イ 設置の基準 

 災害が発生したとき又は予想されるとき 

ロ 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 設置場所 

 筑後川ダム統合管理事務所内 

 

（７）別府港湾・空港整備事務所災害対策支部 

イ 設置の規準 

 災害が発生したとき又は予想されるとき 

ロ 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 設置場所 

別府港湾・空港整備事務所内 

副支部長 
（技術副所長） 

総務班長（総務課長） 
 

情報班長（保全課長） 

対策班長（工務課長） 

（他機関との連絡調整、救護等） 
 

（情報の収集、記録、伝達及び対策等） 
 

（防災状況の調査及び応急処置等） 
 

支部長 
（事務所長） 

支部長 
（事務所長） 

副支部長 
（事務副所長） 
（技術副所長） 

総 務 班 長 （ 総 務 課 長 ） 

運用班長（管理課長） 
運用副班長 
（広域水管理課長） 

松原ダム班長 
（松原ダム管理支所長） 

下筌ダム班長 
（下筌ダム管理支所長） 

総務班（総務課） 

運用班 
（管理課） 
（広域水管理課） 

松原ダム班 
松原ダム管理支所 

下筌ダム班 
下筌管理支所 
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第１節 組織 

 

６ 九州農政局大分県拠点災害対策本部 

（１）設置の基準 

 事故等災害による甚大な被害が発生したとき又はその発生が予想されるとき 

（２）組織 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設置場所 

 九州農政局大分県拠点 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

７ 九州森林管理局関係災害対策組織 

（１）大分森林管理署災害対策本部 

イ 設置の基準 

 事故等災害の発生したとき 

ロ 組織 

 

 

 

 

 

 

（２）大分西部森林管理署災害対策本部 

イ 設置の基準 

 事故等災害の発生したとき 

ロ 組織 

本部長 

（地方参事官） 

総務班 

食料対策班 

消費情報・警備班 

事務局 

総務係 

食料対策係 

消費情報係 

警備係 

農業被害情報等収集係 農業被害情報等収集班 
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第１節 組織 

 

 

 

 

 

       

（３）設置場所 

   各森林管理署内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

８ 九州財務局大分財務事務所災害対策本部 

（１）設置の基準 

 事故等災害が発生したときに必要に応じて設ける。 

（２）組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設置場所 

 大分財務事務所内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

９ 日本赤十字社大分県支部災害救護実施対策本部 

（１）設置の基準 

 事故等による非常災害が発生したとき 

災害現地対策本部長 

（事務所長） 

副本部長 

（総務課長） 

総務班 

会計厚生班 

合同庁舎管理班 

融資経済調査班 

金融理財班 

国有財産班 

宿舎班 

避難誘導班 
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第１節 組織 

（２）組織 

 

 

 

（３）設置場所 

 日本赤十字社大分県支部内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

10 九州旅客鉄道㈱大分支社災害対策本部 

（１）設置の基準 

 災害が発生し又は発生するおそれがあるとき 
（２）組織 

 

 

 

（３）設置場所 

 九州旅客鉄道㈱大分支社内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

11 西日本電信電話（株）大分支店災害対策本部 

（１）設置の基準 

 災害が発生し又は発生するおそれがあるとき 

（２）組織 

 

 

本部長 
（支社長） 
 

班長 
（各課長等） 
 

班員 
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第１節 組織 

（３）設置場所 

 西日本電信電話（株）大分支店内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

12 ＫＤＤＩ株式会社 九州総支社（現地対策室） 

（１）設置基準 

   災害が発生し又は発生するおそれがあるとき 

（２）組織 

 

 

 

（３）設置場所 

   ＫＤＤＩ株式会社 九州総支社内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

13 株式会社 NTT ドコモ 九州支社災害対策本部 

（１）設置の基準 

   災害が発生し又は発生するおそれがあるとき 

（２）組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設置場所 災害対策本部 株式会社 NTT ドコモ九州支社内 

        現地災害対策本部 株式会社ドコモ CS 九州大分支店内 

（４）その他の事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

現地対策室長 
（総支社長） 

第３非常 
参集要員 

各部・センター・支店 
（部長等） 
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第１節 組織 

14 日本放送協会大分放送局災害対策本部 

（１）設置の基準 

事故等災害が発生し又は発生しようとするとき 

（２）組織 

  

  

 

 

 

 

（３）設置場所 

 日本放送協会大分放送局 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

15 九州電力㈱大分支店非常災害対策本部 

（１）設置の基準 

 事故等により災害が発生し又は発生が予想されるとき 

 

（２）組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設置場所 

    九州電力㈱大分支店内 

（４）その他必要な事項は、内部規程に定めるところによる。 

 

 

本店 
非常災害対策総本部 

（対策総本部） 

大分支社 
非常災害対策本部 

（対策本部） 

各営業所 
非常災害対策部 

（対策部） 

対策本部長 
（支社長） 

対策副本部長 
（副支社長） 
（送配電統括 
  センター長） 

総括班 

復旧班 

広報班 

支援班 

予備班 

局 長 副局長 

放送部長 

企画編成部 

技術部長 

営業部長 

放 送 部 

技 術 部 

営 業 部 
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第１節 組織 

16 市町村の災害対策組織 

  市町村における災害対策組織は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、特に災害に関

する情報の収集体制の確立と被害状況調査の専門組織を設けるものとする。 

 

17 その他の機関の災害対策組織 

その他の防災関係機関においても、それぞれの災害時の防災業務推進のために必要な組織を確

立し、県及び市町村その他の関係機関の災害対策組織と緊密な連携のもとに所掌の防災活動を行

うものとする。
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第２節 動員配備 

第２節 動員配備 
 

 災害時において、防災関係機関が災害を防御し、又はその拡大を防止するために必要な職員の動

員配備は、この節に定めるところによって実施するものとする。 

 

 

〔事故等災害が発生した場合の県の主要な活動〕 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

 ○県職員の参集 

  □県災害対策本部 

   ＊参集場所：第１順位 所属 

        第２順位 自己の業務に関する最寄りの県の機関 

         第３順位 最寄りの振興局 

         第４順位 最寄りの県の機関 

   （総合調整室要員は、総合調整室設置予定地へ） 

  □地区災害対策本部                               

   ＊参集場所：第１順位 所属 

         第２順位 自己の業務に関する最寄りの県の機関 

              （県庁を含む） 

         第３順位 最寄りの振興局  

         第４順位 最寄りの県の機関 

   （地区災害対策本部庶務班要員は、地区災害対策本部庶務班設置予定地へ） 

 

 

１ 動員配備体制の確立 

   災害を防御し又はその拡大を防止するために必要な職員の動員配備は、あらかじめそれぞれの

防災関係機関において、必要な手続き及び方法を確立しておくものとし、その実施に当たっては、

特に勤務時間外における動員の順序方法を重点的に定めるものとする。 

 

２ 県の動員配備体制 

（１）職員等の動員順序  

イ 準備体制 

（イ）災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、主として災害に関する情報の収集・伝
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達等を実施する。 

（ロ）災害対策連絡室及び地区災害対策連絡室の要員として指名された職員を動員する。 

（ハ）要員の確保は次の方法による。 

① 設置基準のａは、電話連絡網又はこれを補完する職員参集システム（携帯電話）によ

り要員を確保する。 

  ②  設置基準のｂは、随時呼び出しにより要員を確保する。 

 ③ 勤務時間中は、庁内放送及び庁内電話を利用する。 

ロ 警戒体制 

（イ）準備体制を強化し、速やかに本部の設置に移行できるようにする。 

（ロ）災害警戒本部情報室及び地区情報室の要員として指名された職員を動員する。 

（ハ）要員の確保は次の方法による。 

① 設置基準のａは、電話連絡網又はこれを補完する職員参集システム（携帯電話）によ

り要員を確保する。 

  ② 設置基準のｂは、随時呼び出しにより要員を確保する。 

 ③ 勤務時間中は、庁内放送及び庁内電話を利用する。 

ハ 非常体制 

 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、災害に関する情報の収集・伝達、

災害予防又は災害応急対策を実施する。災害の拡大に応じて、次の体制とする。 

  なお、設置基準ａに該当する場合は、本庁及び該当振興局の管内の地方機関のすべての職

員は指定された配備体制にかかわらず、直ちに登庁するものとする。 

（イ）第１次配備体制 

        ① 災害に関する情報の収集、伝達及び特に緊急を要する災害予防又は災害応急対策を実

施する。 

        ②  第１次配備は、災害対策本部第１次体制の人員（おおむね２割程度の職員；各部局で

定める）及び地区災害対策本部第１次体制の人員とする。 

  ③  要員の確保は次の方法による 

          ａ．設置基準のａは、電話連絡網又はこれを補完する職員参集システム（携帯電話）

により要員を確保する。 

      ｂ．設置基準のｂは、随時呼び出しにより要員を確保する。 

    ｃ．勤務時間中は、庁内放送及び庁内電話を利用する。 

（ロ）第２次配備体制 

① 災害の拡大に応じて第１次配備体制を強化し、災害の経過に応じて集中的・総合的な

災害応急対策を実施する。 

②  第２次配備は、災害対策本部第２次体制の人員（おおむね５割程度の職員；別途で定

める）及び地区災害対策本部第２次体制の人員とする。 
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  ③ 要員の確保は、第１次配備体制と同様とする。 

（ハ）第３次配備体制 

  ① 第２次配備体制を強化し、強力・総合的な災害応急対策を実施する。 

② 第３次配備は、県職員全員（別に定める、非常時において優先すべき通常業務に従事

する者を除く。）を動員する。 

  ③ 要員の確保は、第１次配備体制及び第２次配備体制と同様とする。 

（２）動員配備方針  

県職員は、配備基準に該当する災害等が発生した場合、動員・配備の指令により、以下によ

り直ちに配備体制につく（夜間、休日等の時間外を含む）。なお、配備体制の変更等について

は、必要に応じて（３）に示す動員系統により動員配備に関する指示を行うほか、全職員体制

の場合には参集判断を助けるため報道機関へ動員体制に関する放送を依頼する。 

イ 準備体制の場合 

（イ）災害対策連絡室の要員として指名された職員 

災害対策連絡室設置場所に参集する。 

（ロ）地区災害対策連絡室の要員として指名された職員 

振興局を置く市域内にある地方機関の要員は地区災害対策連絡室設置場所に、振興局を

置く市域外にある地方機関の要員は各所属に参集する。 

（ハ）その他の職員 

① 各部の要員は各所属に参集する。 

② その他の職員は、動員配備に関する指示に留意しながら待機する。 

ロ 警戒体制の場合 

（イ）災害警戒本部情報室の要員として指名された職員 

災害警戒本部情報室設置場所に参集する。 

（ロ）地区災害警戒本部情報室の要員として指名された人員 

振興局を置く市域内にある地方機関の要員は地区災害警戒本部連絡室設置場所に、振興

局を置く市域外にある地方機関の要員は各所属に参集する。 

（ハ）その他の職員 

① 各部の要員は、各所属に参集する。 

② その他の職員は、動員配備に関する指示に留意しながら待機する。 

ハ 非常体制の場合 

（イ）第１次又は第２次配備体制の場合 

① 災害対策本部第１次又は第２次配備体制の人員 

ａ．総合調整室の要員は、総合調整室設置場所に参集する。 

ｂ．各部の要員は、各所属に参集する。 

② 地区災害対策本部第１次又は第２次配備体制の人員 
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ａ．地区災害対策本部庶務班の要員のうち、振興局を置く市域内にある地方機関の要員

は地区災害対策本部庶務班設置場所に、振興局を置く市域外にある地方機関の要員は

各所属に参集する。 

ｂ．その他の職員は、各所属に参集する。 

③ その他の職員 

動員配備に関する指示に留意しながら待機する。 

（ロ）第３次配備の場合 

① 災害対策本部第３次体制の人員 

ａ．総合調整室の要員は、総合調整室設置場所に参集する。 

ｂ．その他の全職員は、各所属に参集する。 

② 地区災害対策本部第３次体制の人員 

ａ．地区災害対策本部庶班の要員のうち、振興局を置く市域内にある地方機関の要員は

地区災害対策本部庶班設置場所に、振興局を置く市域外にある地方機関の要員は各所

属に参集する。 

ｂ．その他の全職員は、各所属に参集する。 
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＜体制連絡＞ 

知 事 

副知事、警察本部長 

生活環境部防災局長 

防災対策企画課長 

各課長 

体制別勤務要員 
（関係職員） 

各部局長 

各主管課長 

各課長 

体制別勤務要員 
（関係職員） 

振興局長 

関係地方機関の長 

体制別勤務要員 
（関係職員） 

＜体制連絡＞ ＜体制連絡＞ 

（３）職員等の動員系統 

イ 通常の勤務時間(災害対策連絡室～災害警戒本部) 
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  ロ 勤務時間外(災害対策本部～災害警戒本部) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下の必要な配置等は、前頁(３)「職員等の動員系統」イ「勤務時間内」と同様とする。 
 

日宿直職員（本庁） 

防災対策企画課長 
防災対策企画課長 

防災連絡員 
担当課長 担当課 

防災連絡員 
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部
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絡
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  ハ 災害対策本部（全庁体制）の設置時） 

 

 

＊１）各対策部調整担当官は、関係部主管課の総務企画監が務める。 

＊２）社会基盤対策部は、企業局長を、福祉保険医療部は病院局長を含む。 

＊３）副本部長の教育事務所長及び警察署長を含む。 

 

（４）時間外の参集に当たっての留意事項 

イ 災害の状況により所属に参集できないときの対応 

  災害の状況により所属に参集できない場合は、次に揚げる県の機関へ参集し、当該機関の

長又は当該機関の長が指定する職員の指揮下に入り、その指示に従う。 

（イ） 本庁職員 

・第２の参集場所：自己の業務に関連する最寄りの県の機関 

広
報
・
情
報
発
信
班
副
班
長 

広
報
・
情
報
発
信
班
長 

広
報
・
情
報
発
信
班
員
（
要
員
）

防災局防災対策企画課・危機管理室・消防保安室 

総
合
調
整
室
長 

（
防
災
危
機
管
理
監
） 
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・第３の参集場所：最寄りの振興局 

・第４の参集場所：最寄りの県の機関 

（ロ） 地方機関職員 

・第２の参集場所：自己の業務に関連する最寄りの県の機関（県庁を含む。） 

・第３の参集場所：最寄りの振興局 

・第４の参集場所：最寄りの県の機関 

ロ 参集手段 

徒歩又は２輪車での参集を原則とする。 

ハ 参集途上の対応 

参集途上にあっては、災害情報の収集に留意することとし、被害の有無に関わらず別に定

める様式「参集途上情報報告書」にしたがって所属長に報告する。なお、本報告は、調査を

しながらの参集を意味するのではなく、迅速な参集を第一とし、その範囲で把握した情報を

報告するというものである。 

（５）参集状況に応じた災害対策本部要員の配備方針 

 本部の要員が不足した場合については、それぞれの分掌業務に拘束されない柔軟で実効性の

ある応急対策活動を確保するため、総務班は、総務部人事課と連携のうえ次の基準により要員

の配置転換等を行う。 

 また、地区災害対策本部についても同様に、総務班を通じて行うものとする。 

イ 県庁機能全壊程度の災害 

 登庁した職員が順次、予め定められた担当班の要員として災害対策本部を構成し、本部会

議の決定に従って直ちに応急対策活動にあたるが、「第３章 生命・財産への被害を最小限

とするための活動」に必要な要員を最優先として配置する。 

ロ 県庁機能一部損壊程度の災害 

 各部の責任者の指揮の下、本部会議の決定に従って「第３章 生命・財産への被害を最小

限とするための活動」にあたる要員の重点配分を行う。 

ハ 県庁機能支障がない程度の災害 

 計画どおり各部は、分掌業務に従って応急対策活動を行うこととし、その進捗状況を勘案

し、必要に応じて、要員の最適な配分を図る。 

（６）参集した職員の家族の安否確認 

発災時に家族と離れていた職員は、参集途上又は参集初期の段階で、速やかに家族の安全確

認を行う（第 2 部第 4 章第 1 節参照）。 

 

３  大分県警察の警備要員の招集及び参集 

 警察職員の招集及び参集については、大分県警察における災害警備実施に関する規程に定める

ところによるものとする。 
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４  市町村の動員配備体制 

 市町村における災害対策の動員配備は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、特に勤

務時間外に発生する災害時の動員配備体制を確立しておかなければならない。 

 

５ その他の機関の動員配備体制 

 県の機関以外で県内に所在する防災関係機関は、災害時において必要な職員を動員し、県及び

市町村等と相互に協力のうえ総合的な防災の推進を図るものとする。 
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第３節 通信連絡手段の確保 

 

 災害時において、防災関係機関が災害を防御し又はその拡大を防止するために必要な通信連絡手

段の確保については、この節に定めるところによって実施するものとする。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

 ○県本庁内の通信連絡手段の確保 

  □電話の点検・確認＜通信・輸送部通信班＞ 

  □庁内放送設備の点検・確認＜通信・輸送部通信班＞  

  □電気通信事業者（ＮＴＴ等）との連絡調整＜通信・輸送部通信班＞ 

  □報道機関との連携体制の確立＜広報・情報発信班＞ 

  □防災行政無線等庁内無線設備の点検・起動＜総務班、通信・輸送部通信班＞ 

   ＊県庁機能全壊：衛星系移動通信機器を災害対策本部の通信設備として活用 

   ＊県庁機能一部損壊：防災行政無線、防災相互通信用無線などにより通信手段を確保 

   ＊県庁機能支障なし：防災行政無線、水防無線、消防救急無線なども活用 

  □防災関係機関の保有する通信機能の確認＜総務班、通信・輸送部通信班＞ 

 

 ○被災地における通信連絡手段の確保 

  □被災地への防災行政無線の持ち込み＜総務班＞ 

  □九州総合通信局や移動通信事業者等との連携＜通信・輸送部通信班＞ 

 

 ○通信連絡手段の確保情報の一元化＜通信・輸送部通信班＞ 

  □通信連絡手段の確保状況に関する資料作成 
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１ 通信連絡手段確保の基本方針 

 災害に際し、必要とする通信連絡の方法を確立するため、各々の防災関係機関は、その保有す

る通信連絡手段の確保に万全を期すとともに、当該機関以外が保有する通信連絡手段を必要に応

じて利用できる体制を講じることとする。 

 

２ 県における通信連絡手段の確保 

 総務班及び総合調整室情報収集班、通信・輸送部通信班は、県庁内及び被災地との通信連絡手

段の確保に関して次のとおり実施するものとする。 

 なお、地区災害対策本部においてもこれに準じた対応をとることとする。 

（１）電話、庁内放送設備の点検・確認 

（２）電気通信事業者(ＮＴＴ等)との連絡調整 

（３）報道機関との連携体制の確立 

（４）防災行政無線等（大分県防災情報システム等）無線設備の点検・起動 

 なお、対象となる無線設備は次のとおりである。 

・防災行政無線 

・衛星系移動通信機器 

・防災相互通信用無線 

・水防無線（九州地方整備局向け） 

・消防救急無線（消防応援活動調整本部と現地指揮本部及び緊急消防援助隊間）
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（５）庁内ＬＡＮの点検・確認・暫定復旧 

 県庁（統制局）が被災した場合については、被災の状況に応じて次のような対応をとるもの

とする。 

被災の状況 対応方針 

Ａ：県庁機能全壊 

 ・ＮＴＴ回線、防災行政無線などの全て

の通信システムがダウン。 

 統制局が被災して、使用不能になった場合にお

いても、衛星系移動通信機器等は独立して利用で

きるため、災害対策本部で活用する。 

Ｂ：県庁機能一部損壊 

 ・ＮＴＴ回線等交換機を経由するシステ

ムがダウン。 

 ・防災行政無線専用電話等は使用可能。 

防災行政無線のほか、防災相互通信用無線など

により、通信手段を確保する。 

 

 

Ｃ：県庁機能支障なし 

・全ての通信システムが利用可能。 

 

 通常のＮＴＴ回線については、輻輳等により通

話困難になる可能性が高いので、防災行政無線の

ほか、水防無線、消防救急無線なども活用する。 

（６）被災地における通信連絡手段の確保 

 被災地における防災行政無線等が使用不能となった場合には、次のような対応により被災地

との通信手段を確保する。 

イ 被災地への防災行政無線(移動局)の持ち込み 

  県災害対策本部要員が防災行政無線（衛星系移動通信機器等）を現地に持ち込み、被害情

報の収集(衛星系では画像の伝達も可能)及び市町村災害対策本部との連絡調整を行う。   

ロ 孤立地区における衛星電話の活用 

  道路の寸断等により孤立した地区に対しては、県及び市町村等が保有する衛星電話を活用

する。その際は、ヘリコプター等も利用して、できるだけ早く現地に機器を持ち込むよう努

める。 

ハ 振興局等の公用車の活用 

  地区災害対策本部通信・輸送班は無線設備を有する振興局及び土木事務所の公用車も活用

して通信手段を確保する。 

ニ 九州総合通信局や移動通信事業者等との連携   

     総務省九州総合通信局や移動通信事業者（ＮＴＴドコモ等）等に要請等を行い、移動通信

機器（衛星携帯電話や簡易無線、ＭＣＡ無線等）を被災地等に搬入・供給し、災害情報の収

集・伝達や関係機関等との連絡調整を行う 

（７）通信連絡手段の確保・情報の一元化 

 通信・輸送部通信班は、通信連絡手段の確保状況に関する資料を作成し、必要に応じて各部

に配付するとともに、九州総合通信局への連絡に努めるものとする。 

３  市町村の通信連絡手段の確立措置 
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 市町村における通信連絡手段の確立措置は、市町村地域防災計画に定めるところによる。特に、

市町村内のきめ細かな情報収集・伝達が可能となるよう、関係機関の協力も得ながら、次の方法

により確立するものとする。 

（１） 市町村防災行政無線による通信連絡 

（２） オフトーク通信による通信連絡 

（３） 防災相互通信用無線局による通信連絡 

（４） ケーブルテレビによる通信連絡 

 

４ 防災関係機関の保有する無線施設・設備の利用 

 防災相互通信用無線局を保有している防災関係機関相互間における情報の収集・伝達は、この

無線局を利用して通信の確保を図る。 

 

５ 非常通信措置 

 災害により非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用するこ

とができないか又はこれを利用することが著しく困難なときは、防災関係機関は大分地区非常通

信連絡会(大分県防災対策企画課内)を構成する無線局等に対して非常通信の取扱を依頼し、通信

の確保を図ることができる。 

（１）通信の内容 

イ 人命救助に関すること 

ロ 被災地の救援に関すること 

ハ 交通通信の確保に関すること 

ニ 秩序の維持に関すること 

ホ その他緊急な事項 

（２）非常通信の利用手続き 

 非常通信を行おうとする防災関係機関は、通報用紙等を使用して無線局に対して非常通信を

依頼するものとする。 

 様式は特に定めていないが、大分地区非常通信連絡会で使用している「非常用通報用紙」を

使用する場合は次により記載する。 

イ 通報番号欄は、発信人が発信する通報順に一連の番号を記入する。 

ロ あて先、発信人の欄を記入する。機関名、役職名を用いることとし、住所を記入する必要

はない。 

ハ 通報内容は、簡潔で要領よく記載する（200 字程度）。 

  その他の用紙を使用する場合は、上記にならって記載すること。 

  なお、通信文の余白に必ず「非常」と明記すること。 

（３）非常通信受領後の措置 
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 非常通信の第１報は、無線局側で責任をもって配達又は交付する。 

 第２報以下については、受取人が責任をもってあらかじめ受取人を無線局に派遣するか、適

宜の方法で通報の有無を問い合わせるなどして、受領に遺漏のないようにすることが必要であ

る。 

 ただし、ＦＡＸによる通報の場合は、着信の確認を行うことが必要である。 
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第４節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害に関する情報(避難、交通規制等応急

措置の実施状況等)及び被害に関する情報は、この節の定めるところにより収集・伝達する。 

  この場合、情報の収集・伝達を迅速かつ正確に行い情報の一元化を図るため、必要であれば、市

町村、県機関(災害対策本部を含む。)は、災害対応支援システム（地理情報システム）を活用する。 

（初動期） 

＜ ＞内は主に担当する班等 

○情報の収集体制の確立 

□防災ヘリコプターの出動＜総合調整室応急対策調整班＞ 

□警察本部ヘリコプターの出動＜警察本部＞ 

□自衛隊ヘリコプターの出動要請＜総務班＞ 

＊防災行政無線（地上系移動局、衛星系移動通信機器）は激甚地がおおむね特定できた段階

で出動 

○本部長（知事）の意思決定に必要な情報の収集＜総合調整室情報収集班＞ 

□人的被害、住家被害・火災に関する情報の収集 

□避難者数、避難所の場所等に関する情報の収集 

□医療機関の被災状況・稼働状況に関する情報の収集 

□道路の被害、応急対策の状況及び交通状況に関する情報の収集 

□港湾・漁港の被害、応急対策の状況及び海上交通状況に関する情報の収集 

    □空港、ヘリポート、鉄道の被害及び応急対策の状況に関する情報の収集 

□電気、上・下水道、電話の被害及び応急対策の状況に関する情報の収集 

○収集した情報の伝達 

□消防庁への伝達＜総合情報収集班＞  

□警察庁への報告＜警察本部＞          

□九州地方整備局への伝達＜土木建築部＞       

□農林水産省への伝達＜農林水産部＞              ＊警察本部、自衛隊、海上保安部、 

□厚生労働省への伝達＜福祉保健部＞              大分地方気象台とは総合調整室で 

□地区本部への伝達＜総合調整室情報収集班＞        情報をリアルタイムで共有。   

○県民からの通報、問い合わせへの対応 

□専用電話の設置＜総務班、通信･輸送部通信班、地区災害対策本部庶務班＞  

□県民からの通報、問い合わせへの対応及び重要事項の関係部等への伝達＜総合調整室情報

収集班、地区災害対策本部庶務班＞ 
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１ 災害情報・被害情報の収集・伝達責任体制 

 災害が発生し又は発生するおそれがある場合、災害に関する情報(避難、交通規制等応急措置の

実施状況等)(以下「災害情報」という。)及び被害に関する情報(以下「被害情報」という。)は、

市町村が当該区域内に所在する関係機関等に協力を求めて調査収集する。県は、自ら災害情報・

被害情報を収集し、また、市町村からの報告及び防災関係機関からの通報等を取りまとめ、関係

機関に報告する。その他の事務又は業務に関し災害に関する情報を調査収集すべき防災関係機関

は、自らその情報を調査収集し、必要に応じて県に報告するものとする。 

 

２ 災害情報の収集調査基準 

県は、各段階で求められる災害状況の把握に必要な情報収集項目、あるいは応急対策の具体化

に必要な項目等を事前に整理する。 

 市町村及び関係機関は、各段階で求められる災害状況の把握に必要な情報収集項目、あるいは

応急対策の具体化に必要な項目等を事前に整理するよう努めるものとする。 

  なお、災害に関する情報の調査収集、報告又は通報要領等は、それぞれ防災関係機関の定める

ところによる。 

 

３ 県の災害情報・被害情報収集・共有体制 

（１）災害情報・被害情報の収集体制の確立 

    災害対策本部を設置した場合、災害情報・被害情報の収集体制を確立するため、総合調整

部門として総合調整室を置く 。 

  イ 防災ヘリコプターの出動 

    総合調整室応急対策調整班は、必要に応じて被災地等の上空に防災ヘリコプターを出動さ

せ、その映像を直接防災センターに電送する。 

  ロ 警察本部ヘリコプターの出動 

    警察本部は、必要に応じて被災地等の上空にヘリコプターを出動させ、情報収集に当たる。 

  ハ 自衛隊ヘリコプター等の出動 

    自衛隊は、必要に応じて被災地等の上空でヘリコプター等による情報収集活動を行い、そ

の結果を総合調整室情報収集班に通報する。 

ニ 防災行政無線の被災現地への持ち込み 

    災害対策本部を設置した場合、災害情報・被害情報の収集体制を確立するため、通信・輸

送部は、イ～ハの情報を基に、最も適当と判断される地点に防災行政無線を持ち込み、情報

収集に当たる。 

ホ 自衛隊連絡幹部の受け入れ 

 県災害対策本部を設置した場合は、自衛隊と県との情報交換を迅速に行うため、自衛隊連
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絡幹部を総合調整室に受け入れる。 

なお、県災害対策連絡室又は県災害警戒本部の段階であっても、情報交換を迅速に行うた

め、下記の関係する機関の職員を受け入れるものとする。（以下「へ～チ」においても同様

とする。） 

へ 海上保安部職員の受け入れ 

県災害対策本部を設置した場合は、海上保安部と県との情報交換を迅速に行うため、海上

保安部職員を総合調整室に受け入れる。 

  ト 九州地方整備局職員の受け入れ     

    県災害対策本部を設置した場合は、「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協

定書」に基づき、九州地方整備局から派遣される現地情報連絡員を総合調整室に受け入れる。 

  チ 災害対応支援システムの活用    

    総合調整室情報収集班は、必要に応じて災害対応支援システムにより市町村や地区災害対

策本部等から災害情報・被害情報を収集し、被災状況等の把握を行う。 

また、収集した情報は災害対策本部内や関係機関とで共有を図るものとする。 

なお、このほかの場合は防災行政無線回線等を用いて、電話やＦＡＸにより市町村等から

災害情報・被害情報を収集する。 

リ ＩＣＴの活用 

 各種防災システムをより効果的に機能させるため、情報の収集にタブレット端末等を活用

できる環境や収集した情報を効率よく共有できる環境の整備に努めるものとする。 

ヌ その他 

    大規模災害発生直後は、被災市町村からの情報入手が困難な状況になることが想定される

ため、SNS を活用した情報収集・分析やドローンを活用した災害情報の把握など、多様な情

報収集手段を確保する。 

      なお、ドローンを使用する場合は、航空法上の手続きが必要となる場合があるので、大分

空港事務所と調整するものとする。 

 

（２）災害情報・被害情報の収集・伝達の特例 

 （知事の意思決定、県民への呼びかけ・周知のために必要な情報) 

  災害対策本部が設置された場合又は災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特

に必要があると認められる場合は、被害規模を早期に把握するため、災害発生から知事の指示

があるまでの間、下記の(3)、(4)に関わらず本項の(イ)～(ト)により、以下に掲げる事項に関

する概括的な災害情報・被害情報を総合調整室情報収集班（災害対策本部が未設置の場合は生

活環境部防災局防災対策企画課とする。以下同じ）が収集・伝達するものとする。これらの情

報は、知事が自衛隊への災害派遣要請や広域応援要請等の意思決定、県民への呼びかけ及び周

知を行う上で不可欠な情報であるとともに、国、各部局及び防災関係機関が対策を講じるにあ
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たって共有すべき情報であり、一元的に把握すべきものである。各部局は必要な情報を、総合

調整室情報収集班を通じて収集するものとする。 

・人的被害・住家被害・火災・がけ崩れ等に関する情報 

・避難者数、避難所の場所等に関する情報の収集 

・医療機関の被災状況・稼働状況に関する情報の収集 

・道路の被害、応急対策の状況及び交通状況に関する情報 

・港湾・漁港の被害、応急対策の状況及び海上交通状況に関する情報 

・空港、ヘリポート、鉄道の被害及び応急対策の状況に関する情報 

・電気、上・下水道、通信の被害及び応急対策の状況に関する情報 

 なお、情報の重複、輻輳を可能な限り抑制するため以下の点に留意する。 

・情報のソース（現場で確認したものか、報告等間接的なものか） 

・現場の位置 

・発信する情報を入手した時刻 

 

（イ）人的被害・住家被害・火災・がけ崩れ等に関する情報(推定情報を含む。) 

〔収集〕 

  自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等の派遣要請の判断基準となる情報であり、総合

調整室が次のルートから収集する。なお、一刻を争う情報であり、確定した数値・通常のルー

トにはこだわらないものとする。 

〔現認〕 

市町村              総合調整室情報収集班 

消防本部             ＊総合調整室に詰めている 

警察本部              警察本部、自衛隊、海上保安部、 

自衛隊               大分地方気象台はリアルタイムで 

海上保安部                          情報共有 

地区災害対策本部庶務班                    

*消防本部にあっては、119 番通報の殺到状況に留意し報告する。 

*警察本部、自衛隊にあっては、ヘリコプターからの情報収集結果にも留意し報告する。 
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〔伝達〕 

 総合調整室情報収集班、福祉保健部福祉保健企画課及び警察本部は、収集した情報を次の

ルートで伝達する。 

総合情報室             消防庁 

情報収集班             地区災害対策本部庶務班 

                  報道機関 

福祉保健部福祉保健企画課           内閣府 

警察本部              警察庁 

 

（ロ）避難者数、避難所の場所等に関する情報の収集 

〔収集〕 

食料、水、物資の調達、応援要請の判断基準となる情報であり、総合調整室情報収集班が次

のルートから収集する。なお、一刻を争う情報であり、確定した数値・通常のルートにはこだ

わらないものとする。 

市町村              総合調整室情報収集班 

消防本部                ＊総合情報室に詰めている警察本部、 

警察本部              自衛隊、海上保安部はリアルタイム         
自衛隊                 で情報共有 

地区災害対策本部  
     庶務班                             
  

〔伝達〕 

総合情報室情報収集班及び福祉保健部福祉保健企画課は収集した情報を次のルートで伝達

する。 

総合情報室             消防庁 

情報収集班             地区災害対策本部庶務班 

                  報道機関 

福祉保健部福祉保健企画課       内閣府 
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（ハ）医療機関の被災状況・稼働状況に関する情報の収集 

〔収集〕 

医療活動に係わる応援要請の判断基準となる情報であり、総合調整室情報収集班が次のルー

トから収集するとともに、福祉保健部医療政策課にあっては「大分県広域災害救急医療情報シ

ステム」を積極的に活用し、情報収集を行う。 

 なお、一刻を争う情報であり、確定した数値・通常のルートにはこだわらないものとする。 
 

市町村               総合調整室情報収集班 

消防本部             ＊総合調整室に詰めている警察本部、 

警察本部              自衛隊、海上保安部、大分地方気象台は  

自衛隊               リアルタイムで情報共有 

地区災害対策本部庶務班               

 

〔伝達〕 

収集した情報を総合調整室情報収集班及び福祉保健部医療政策課は次のルートで伝達する。 

総合調整室情報収集班          消防庁 

                  報道機関 

福祉保健部医療政策課          厚生労働省 

 

（ニ）道路の被害、応急対策の状況及び交通状況に関する情報 

〔収集〕 

応援隊(自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等)の迅速な被災現場への到着、その他迅

速な緊急輸送活動のために不可欠な情報であり、総合調整室情報収集班が次のルートから収集

する。 

     市町村                       総合調整室情報収集班 

     土木事務所          土木建築部       ＊総合調整室に詰めて 

     九州地方整備局各事務所                いる警察本部、自衛隊、 

     西日本高速道路㈱                   海上保安部、大分地方 

     警察本部                       気象台はリアルタイムで 

     地区災害対策本部庶務班                                情報共有 
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〔伝達〕 

 総合調整室情報収集班及び土木建築部は、収集した情報を次のルートで伝達する。 

総合情報室情報収集班        消防庁 

                  地区災害対策本部庶務班 

                  報道機関 

土木建築部          大分河川国道事務所 

               佐伯河川国道事務所 

 

（ホ）港湾・漁港の被害、応急対策の状況及び海上交通状況に関する情報 

〔収集〕 

応援隊(自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等)の迅速な被災現場への到着、その他迅 

速な緊急輸送活動のために不可欠な情報であり、総合調整室情報収集班が次のルートから収集    

する。 

市町村               土木建築部  総合調整室情報収集班 

土木事務所                       ＊総合調整室に詰め 

海上保安部            農林水産部      ている警察本部、 

漁協                          自衛隊、海上保安部 

            地区災害対策本部庶務班              はリアルタイムで 

                                                              情報共有 

〔伝達〕 

   総合情報室情報収集班、土木建築部及び農林水産部は、収集した情報を次のルートで伝達す    

る。 

総合調整室情報収集班              消防庁 

                      地区災害対策本部庶務班 

                    報道機関 

土木建築部                 別府港湾・空港整備事務所 

農林水産部                 農林水産省 
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（へ）空港、ヘリポート、鉄道の被害及び応急対策の状況に関する情報 

〔収集〕 

   応援隊(自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等)の迅速な被災現場への到着、その他迅

速な緊急輸送活動のために不可欠な情報であり、総合調整室情報収集班が次のルートから収集

する。 

大分空港事務所              総合調整室情報収集班 

市町村                 ＊総合調整室に詰めている 

九州旅客鉄道（株）                        警察本部、自衛隊、海上保安部、 

大分支社                 大分地方気象台 

地区災害対策本部庶務班          はリアルタイムで情報共有  

     大分県央飛行場管理事務所 

 

〔伝達〕 

総合調整室情報収集班は収集した情報を次のルートで伝達する。 

    総合調整室              消防庁 

情報収集班              別府港湾・空港整備事務所 

                   地区災害対策本部庶務班 

                   報道機関 

 

（ト）電気、上・下水道、電話、ガスの被害及び応急対策の状況に関する情報 

〔収集〕 

 応援隊(自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等)の迅速な被災現場での活動、応援の内

容の決定のために不可欠な情報であり、総合調整室情報収集班が次のルートから収集する。 

市町村                  総合調整室情報収集班 

九州電力㈱大分支社              ＊総合調整室に詰めている 

西日本電信電話（株）              警察本部、自衛隊、海上保安部、 

            大分支店                                    大分地方気象台 

      大分瓦斯（株）                 はリアルタイムで情報共有  

            ㈱エコア中津ガス支店  

 

〔伝達〕 

総合調整室情報収集班は収集した情報を次のルートで伝達する。 

総合調整室                 消防庁 

情報収集班                 地区災害対策本部庶務班 

                   報道機関 
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（３）総合的な被害状況等及びこれに対し採られた措置の概要については、おおむね次の系統によ

り収集するものとする。 

 

（４）総合的な被害状況等の収集方法及び形式 

 総合的な被害状況等の収集方法及び形式は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 40 条

に基づく災害報告取扱要領(昭和 45 年 4 月 10 日付消防災第 246 号)及び火災・災害等即報要領

(昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号)によるものとする。 

 なお、災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の確定報告は、応急措置の完了後 20

日以内に、災害対策基本法第 53 条第 2 項に基づく内閣総理大臣あての文書及び消防組織法第

40 条に基づく消防庁長官あての文書を各 1 部ずつ提出する。 

 

４ 市町村の災害情報・被害情報収集・伝達措置 

 市町村は、災害情報・被害情報の収集・伝達に関し以下の措置を地域防災計画等において定め

るものとする。 

（１）災害情報・被害情報の迅速・的確な収集に関する措置 

（２）災害情報・被害情報の迅速・的確な県への伝達に関する措置 

（３）県への報告手段が途絶した場合の国(総務省消防庁)への伝達に関する措置 

 

５ 他の防災関係機関の災害情報・被害情報収集・伝達措置 

（１）指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等は、県及び市町村が

実施する災害情報・被害情報等の収集・伝達について積極的に協力するとともに、当該機関が

市町村内の 
・県地方機関 
・警察署 
・公共的団体 
・その他の防災関係機関 

市町村 

県地区災害 

対策本部 

（振興局） 

県災害対策本部 

総合調整室 

情報収集班 

各班 

国 

（総務省消防庁） 
・大分海上保安部 
・西日本電信電話（株）大分支店 
・九州旅客鉄道（株）大分支社 
・九州電力（株）大分支社 
・その他の防災関係機関 
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調査収集した災害情報等について、努めて県及び関係市町村に通報又は連絡を行うものとする。 

（２）県内に所在する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の出先事務所又は事

業所等は、災害時に当該出先事務所又は事業所等の所在地を管轄する市町村が災害情報・被害

情報の収集・伝達を行う場合には、積極的にこれに協力するものとする。 

 

６ 県民からの通報、問い合わせへの対応 

   県民からの通報、問い合わせへの対応については、総合調整室情報収集班及び地区災害対策本

部庶務班は、専用電話により県民からの通報や問い合わせに応じる。また、重要事項については、

関係する班等へ伝達する。 
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第５節 災害救助法の適用及び運用 

 

 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用とこれに基づく必要な救助は、この節の定めるところ

によって実施する。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○被害情報の収集＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

○内閣府政策統括官（防災担当）被災者行政担当へ災害発生の情報提供（第一報）＜福祉保

健部福祉保健企画課＞ 

□総合調整室情報収集班及び応急対策調整班が把握した情報の入手 

                                                  ＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

 

基準に達した場合 

○災害救助法適用に関する知事決裁＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

○災害救助法適用に関する内閣府との調整＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

   □内閣府政策統括官（防災担当）被災者行政担当への被害情報、災害救助法の適用の情報

提供、実施の協議 

 

○災害救助法適用に関する関係先への連絡・活動体制の確立 

□関係市町村への連絡＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

＊通信手段は第３節参照。 

□関係地方本部への連絡＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

□本庁各部局への連絡＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

□日赤大分県支部への連絡＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

□報道機関への連絡＜広報・情報発信班＞ 

                   

＊知事が発表する。 
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１ 災害救助法適用に関する県の活動 

 県内で風水害等により大規模な被害が発生し、または発生するおそれがある場合、県は以下に

より、災害救助法に関連した業務を行う。 

（１）被害情報の収集 

 福祉保健部福祉保健企画課は、災害救助法適用のための被害情報を、総合調整室情報収集班

及び応急対策調整班から入手する。また、NTT 回線が利用可能な場合は、市町村、地区災害対

策本部保健所班等に対しても被害情報の収集依頼及び確認を行う。 

（２）内閣府への第一報 

 福祉保健部福祉保健企画課は内閣府政策統括官（防災担当）被災者行政担当に対して、県内

に事故等災害により大規模な被害が発生したため、災害救助法適用のための情報を収集中であ

ることについて、第一報として電話、ファックス、その他の手段を用いて連絡する。 

（３）知事決裁 

 福祉保健部福祉保健企画課は、適用基準に照らし災害救助法を適用すべきと判断したときは

知事の決裁の手続きを行う。 

（４）内閣府への情報提供 

 福祉保健部福祉保健企画課は、災害救助法適用基準に該当した旨を、内閣府政策統括官（防

災担当）被災者行政担当に情報提供する。 

（５）災害救助法適用に関する関係機関等への連絡・活動体制の確立 

 福祉保健部福祉保健企画課は、災害救助法適用について該当市町村を公示するとともに、以

下の関係機関等へ連絡し活動体制の確立を図る。 

イ 関係市町村 

ロ 関係地区本部 

ハ 報道機関(知事が発表する) 

ニ 各部局 

ホ 日本赤十字社県支部 

へ 社会福祉法人大分県社会福祉協議会 

 

２ 災害救助法適用基準 

（１）第４節で情報収集した被害が市町村の区域単位で次の程度に達し、かつ、被災者が現に救助

を要する状態にあると認められるときは、知事は災害救助法を適用し、これに基づいて応急救

助を実施する。 

 

イ 住家が減失した世帯の数が当該市町村の人口に応じ次の世帯以上であるとき。 
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官報に公示された最近の国

勢調査人口区分 

 

 

5 , 0 0 0  

人未満 

 

 

5,000 

人以上 

15,000 

人未満 

15,000 

人以上 

30,000 

人未満 

30,000 

人以上 

50,000 

人未満 

50,000 

人以上 

100,000 

人未満 

100,000 

人以上 

300,000 

人未満 

300,000 

人以上 

 

 

備

考 

 

 

滅失した世帯(生活を一に

した実際の生活の単位の

数) 

3 0  

 

4 0  

 

5 0  

 

6 0  

 

8 0  

 

1 0 0  

 

1 5 0  

 

 

 

(注)被害の認定基準 

(A)被害の認定は、災害救助法適用の判断のみならず、救助の実施に当たり、その種類、程

度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるから適正に行わなければならない。 

(B)「住家」とは、現実にその建物を居住のため使用しているものをいい、必ずしも一戸の

建物に限らない。例えば炊事場・浴場又は便所が別であったり、離座敷が別であるような

場合にはこれら生活に必要な部分の戸数は、合して一戸とする。また、社会通念上、住家

と称せられる程度のものであることを要しない。例えば、一般に非住家として取扱われる

土蔵、小屋等であっても、現実に住家として人が居住しているときは、住家に入れるべき

である。 

(C)「世帯」とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。従って、同一家屋内の親

子夫婦であっても、生活の実態が別々であれば当然二世帯となるわけである。また、マン

ションのように一棟の建物内で、それぞれの世帯が独立した生計を営んでいる場合も、そ

れぞれをひとつの世帯として取扱う。 

(D)「全壊（焼）」、「流失」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、

すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修

により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失若しくは流

出した部分の床面積がその住家の延面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な

構成要素（住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定さ

れた設備を含む。半壊(焼)の場合も同様。)の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のものをいう。 

(E)「半壊（焼）」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的

には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの又は住家の主要な構成要

素の経済的損失を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 5O%

未満のものをいう。 

(F)「床上浸水」とは、(D)及び(E)に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上以上

に達した程度のもの又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することができない

状態となったものをいう。 
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(G)「床下浸水」とは、浸水がその住家の床上以上に達しない程度のものをいう。 

(H)「一部損壊」とは、住家の損壊程度が半壊に達しない程度のものをいう。 

(I）「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、または遺体を確認する

ことができないが死亡したことが確実なものをいう。 

(J）「行方不明」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがあるものをい

う。 

(K)「重傷者」とは、災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるもののう

ち、１月以上の治療を要する見込みの者をいう。 

     （L）「軽傷者」とは、災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるものの        

うち、１月未満で治療できる見込みの者をいう。 

ロ 県内の市町村ごとの滅失被害世帯の合計が 1,500 世帯以上となり、かつ当該市町村の人口

に応じ住家の滅失した世帯の数が次の世帯以上であるとき。 

官報に公示された最近の国

勢調査人口区分 

 

 

5 , 0 0 0  

人未満 

 

 

5,000 

人以上 

1 5 , 0 0 0  

人未満 

15,000 

人以上 

30,000 

人未満 

30,000 

人以上 

50,000 

人未満 

50,000 

人以上 

100,000 

人未満 

100,000 

人以上 

300,000 

人未満 

300,000 

人以上 

 

 

備考 

 

 

滅失した世帯(生活を一に

した実際の生活の単位の

数) 

1 5  

 

2 0  

 

2 5  

 

3 0  

 

4 0  

 

5 0  

 

7 5  

 

 

 

ハ 県下の滅失被害世帯数の合計が 7,OOO 世帯以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯

数が多数であるとき。 

ニ 当該災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難

とする、内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したと

き。 

 （内閣府令で定める特別の事情） 

  災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を

必要とし又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とするとき。 

（例） 

（イ）被災世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立している等のため生活必需品等の 

補給が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とするとき。 

（ロ）有毒ガスの発生又は放射性物質の放出等のため、被災者の救出が極めて困難であり、そ

のため特殊の技術を必要とするとき。 

（２）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で

定める規準に該当するとき。 

   （内閣府令で定める基準） 
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   イ 災害が発生し又は発生のおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助

を必要とすること。 

   ロ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊な補給方法を必

要とし又は災害にかかった者の救出について特殊な技術を必要とすること。 

  （例） 

（イ） 船舶の沈没あるいは交通事故により多数の者が死傷した場合 

（ロ） 交通路の途絶のため多数の登山者が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

（ハ） 火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

（ニ） 群衆の雑踏により多数の者が死傷した場合 

（ホ） 炭鉱爆発事故のため多数の者が死傷した場合 

（へ） 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

（ト） 離島であって長期の '干害により海上輸送以外の方法で飲料水を確保することができ       

ない場合 

（チ） 山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ、多数の者が死傷した場合 

（３）災害が発生するおそれがある場合において、国が特定災害対策本部、非常災害対策本部又は

緊急災害対策本部を設置し、告示された当該本部の所管区域に大分県が含まれ、県内市町村の

区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあるとき。 
 
 

３ 災害救助実施体制 

（１）県における体制 

具体的な体制は、本計画の該当節に記載するが、おおむね次の体制で災害救助を実施する。 

イ 災害対策本部及び地区災害対策本部 

 応急救助の実施について総括的な調整及び指導を行うとともに必要に応じて市の応急救

助を支援し又は指導する。 

ロ 関係部局 

 災害対策本部及び地区災害対策本部の指示の下、応急救助の実施について必要な情報収

集、技術面等の指導、助言その他の協力を行うものとする。 

ハ 福祉保健部福祉保健企画課 

 災害救助法に基づく事務処理を行う。 
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４ 応急救助の実施基準 

 

（１） 救助の程度及び期間 

 

救助の種類 対    象 期    間 備    考 

避難所の設置 災害により現に被害を受け、又は被

害を受けるおそれのある者 

災害発生の日から

７日以内 

 

１．高齢者等の要配慮者等を収容す

る「福祉避難所」を設置した場合、

当該地域における通常の実費を加

算できる。 

２．費用は、避難所の設置、維持及

び管理のための賃金、職員等雇用

費、消耗器材費、建物等の使用謝金、

借上費又は購入費、光熱水費並びに

仮設便所等の設置費を含む。 

３．輸送費は別途計上 

応急仮設住宅

の供与 

住宅が全壊、全焼又は流失し、居住

する住家がない者であって自らの資

力では住宅を得ることができない者 

災害発生の日から

20日以内に着工 

１．１戸当りの平均の面積、額が基

準以内であればよい。 

２．同一敷地内等におおむね50戸以

上設置した場合は、集会等に利用す

るための施設を設置できる。 

３．要配慮者等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設置できる。 

４．供与期間 

 最高２年以内 

５。民間賃貸住宅の借り上げによる

設置も対象とする。 

炊き出しその

他による食品

の給与 

１．避難所に収容された者 

２．全半壊（焼）流失、床上浸水で

炊事ができない者 

災害発生の日から

７日以内 

 

食品給与のための総経費を延給食日

数で除した金額が限度額以内であれ

ばよい。（1食は1/3日） 

飲料水の供給 現に飲料水を得ることができない者

（飲料及び炊事のための水であるこ

と。） 

災害発生の日から

７日以内 

輸送費、人件費は別途計上 

被服寝具その

他生活必需品

の給与又は貸

与 

全半壊（焼）、流失、床上浸水等に

より、生活上必要な被服、寝具、そ

の他生活必需品をそう失、又はき損

し、直ちに日常生活を営むことが困

難な者 

災害発生の日から

10日以内 

１．備蓄物資の価格は年度当初の評

価額 

２．現物給付に限ること。 

医 療 医療の途を失った者（応急的処置） 災害発生の日から

14日以内 

患者等の移送費は別途計上 

助 産 災害発生の日以前又は以後７日以内

に分べんした者であって災害のため

助産の途を失った者（出産のみなら

ず、死産及び流産を含み現に助産を

要する状態にある者） 

分べんした日から

７日以内 

妊婦等の移送費は別途計上 

災害にかかっ

た者の救出 

１．現に生命、身体が危険な状態に

ある者 

２．生死不明な状態にある者 

災害発生の日から

３日以内 

 

 

１．期間内に生死が明らかにならな

い場合は、以後「遺体の捜索」とし

て取り扱う。 

２．輸送費、人件費は別途計上 
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救助の種類 対    象 期    間 備    考 

災害にかかっ

た住宅の応急

修理 

１．住宅が半壊（焼）し、自らの資

力により応急修理をすることが

できない者 
２．大規模な補修を行わなけれ

ば居住することが困難であ

る程度に住家が半壊（焼）し

た者 

３.住家が半壊に準じる程度の損

傷を受け、自らの資力では応

急修理をすることができない

者 

災害発生の日から

１ケ月以内 

 

学用品の給与 住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）

又は床上浸水により学用品をそう失

又はき損し、就学上支障のある小学

校児童、中学校生徒及び高等学校等

生徒 

災害発生の日から 

（教科書） 

１力月以内 

（文房具及び通学

用品） 

15日以内 

１．備蓄物資は評価額 

２．入進学時の場合は個々の実情に

応じ支給する。 

埋 葬 

 

災害の際死亡した者を対象にして実 

際に埋葬を実施する者 

災害発生の日から

10日以内 

災害発生の日以前に死亡した者であ

っても対象となる。 

遺体の捜索 行方不明の状態にあり、かつ、四囲

の事情によりすでに死亡していると

推定される者 

災害発生の日から

10日以内 

 

１．輸送費、人件費は別途計上 

２．災害発生後３日を経過したもの

は一応死亡した者と推定している。 

遺体の取扱い 災害の際死亡した者（埋葬を除く） 災害発生の日から

10日以内 

１．検案は原則として救護班 

２．輸送費、人件費は別途計上 

３．遺体の一次保存にドライアイス

の購入費等が必要な場合は当該地

域における通常の実費を加算でき

る。 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関等に障害物が運

びこまれているため生活に支障をき

たしている場合で自力では除去する

ことができない者 

災害発生の日から

10日以内 

 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費 

１．被災者及び避難者の避難に
係る支援 

２．医療及び助産 

３．被災者の救出 

４．飲料水の供給 

５．遺体の捜索 

６．遺体の取り扱い 

７．救済用物資の整理配分 

救助の実施が認め

られる期間以内 

 

実費弁済 災害救助法施行令第４条第１号から

第４号までに規定するもの 

救助の実施が認め

られる期間内 

時間外勤務手当て及び旅費は別に定

める額 

 

（２）応急救助の委任  

イ 知事は、必要な場合、救助の実施に関する事務の一部を市町村長に委任することがで

きる。  

ロ 情報提供  

（イ）救助の実施に関する職権の一部を委任されている市町村においては、救助の実

施にあたる責任者は、救助実施記録日計票の１部を、当該市町村災害対策本部応

急救助部門を所掌する班長に提出するとともに１部は自己の控として保管してお
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くものとする。ただし、災害の態様、規模等によっては交通が途絶して集落が孤

立し提出できない場合も予想されるので、このような場合には、取りあえず各救

助種類毎に次の事項を電話等の方法により情報提供し、後日その間の救助実施記

録日計票を整理のうえ一括提出しても差し支えない。  
 

  （救助の種類）         （情報提供事項）  

避難所の設置          箇所数、避難人員  

応急仮設住宅の設置       設置（希望）戸数  

炊出しその他による食品の供与  箇所数、給食数、給食人員  

飲料水の供給          対象人員  

被服寝具その他生活必需品の給与 主なる品目別給与点数及び給与世帯数  

医療及び助産          班数、医療機関数、患者数、分娩者数  

災害にかかった者の救出     救出人員、行方不明者数  

災害にかかった住宅の応急修理  対象世帯数  

学用品の給与          小、中学、高等学校等別対象者数及び給与点数  

埋葬              埋葬数  

遺体の捜索            遺体の取扱い数  

障害物の除去          対象世帯数  
 

  （ロ）各班長は各責任者から提出された、救助実施記録日計票又は報告事項をとりまとめ、

その結果を市町村災害対策本部の企画調査を担当する班長（応急救助部門の総括者）

へ報告する。ただし、災害発生直後にあっては、救助の実施の全貌が掌握できない場

合もあるので、このような場合には判明している範囲内の救助の実施状況のみでも差

し支えない。  

   （ハ）企画調査班長は、各班長からの報告を救助の種類別に整理して委任されている救助の

実施状況を掌握するとともに、その日の分をとりまとめて取りあえず電話等により福

祉保健部福祉保健企画課へ情報提供し、後日文書をもって情報提供するものとする。  

 ハ 委任を受けた応急救助費の繰替支払  

   市町村長は、委任を受けた応急救助費の繰替支払を行うものとする。  
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第６節 市町村への支援 

 

 市町村行政の中枢が被害を受けその機能が麻痺した場合などにおいて、県は本節に記載する体制

で市町村を支援することとする。 

 なお、災害時に被災市町村が受援を要する業務やその必要人数及び県や応援可能市町村の応援可

能人数について、平常時から県と市町村の間で情報を共有し、災害時に備えることとする。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

○管内市町村への初動期活動支援及び市町村における応急対策の状況把握        

 □応急対策に関する情報収集＜地区災害対策本部庶務班＞ 

□支援体制の強化の必要性についての判断＜地区災害対策本部地区本部会議＞ 

 

○市町村への支援体制強化の必要性について総合調整室情報収集班へ連絡＜地区災害対策

本部庶務班＞ 

＊通信手段は第３節参照。 

 

支援体制強化の必要があると判断された場合 

○市町村への支援体制の強化 

□被災地に持ち込んだ防災行政無線の相互利用体制の確立＜総務班＞ 

□現地災害対策本部の設置＜総務班＞ 

 

被災市町村からの応援要請＜総合調整室応急対策調整班、受援・市町村支援室市町村支援班＞ 

    ○被災市町村から応援要請があった場合 

      □被災市町村のニーズと応援可能市町村の調整・仲介 

    ○被災市町村が応援要請できない場合 

      □自主的に被災市町村のニーズと応援可能市町村の調整・仲介 

      □職務代理者を指名し、被災市町村の職務を代行 
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１ 市町村における応急対策に関する状況把握等 

 県内で事故等により大規模な災害が発生した場合、以下の活動を迅速かつ的確に行い市町村へ

の支援体制を確立することにより、被災者への応急対策の実施を図る。 

（１）市町村における応急対策に関する情報収集 

 地区災害対策本部庶務班は、積極的に市町村に、職員を情報連絡員として派遣し、被害の規

模、市町村の体制等を把握するとともに、被害情報の連絡体制を支援する。 

（２）支援の必要性についての判断 

 地区災害対策本部庶務班は、前(1)の情報に基づいて、市町村を支援する必要があるかどう

かを判断する。 

（３）総合調整室情報収集班への報告 

 地区災害対策本部庶務班は、前(2)の判断結果を災害対策本部総務班に報告する。 

 

２ 市町村への支援体制の強化 

 １で支援が必要と判断された場合、総合調整室を調整拠点とし、おおむね以下の支援を行う。

なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣

職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

（１）地区災害対策本部職員の派遣 

 地区災害対策本部庶務班は、必要に応じて職員を市町村へ派遣し、市町村の行う応急対策に

必要な協力を行うこととする。 

（２）災害時緊急支援隊の派遣 

市町村災害対策本部機能が著しく低下し、県災害対策本部への被害情報の報告等に困難、遅

延が想定される場合等において、県災害対策本部総務班は当該市町村に災害時緊急支援隊を派

遣し、適切な応急対策に必要な情報を迅速に収集するとともに、当該市町村災害対策本部の支

援を行うこととする。 

（３）現地災害対策本部の設置等 

 特に、局所的で甚大な被害が発生した地域があるときは、総務班は当該災害地に現地災害対

策本部を設置又は市町村が設置した現地災害対策本部に県職員（課長級）を派遣して、市町村

が実施する応急対策に必要な支援を行うこととする。 

（４）被災地への防災行政無線の持ち込み 

 被災市町村における防災行政無線等が使用不能となった場合には、通信・輸送部が防災行政

無線を現地に持ち込み、被災市町村の通信連絡機能を補完することとする。 

 

３ 被災市町村からの応援要請 

  被災市町村から応援要請があった場合又は被災市町村が応援要請できない場合については、平
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成 10 年に締結した「大分県及び市町村相互間の災害時応援協定書」に基づき支援を行う。 

（１）被災市町村から応援要請があった場合 

      被災市町村の長が個別に他の市町村の長に対する応援要請をするいとまがなく、一括して知

事に対して応援要請の依頼があった場合は、総合調整室が窓口となり、上記２に定める地区災

害対策本部職員、災害時緊急支援隊又は現地災害対策本部職員からの情報に基づき、被災市町

村のニーズと応援可能市町村の調整・仲介を実施するものとする。 

（２）被災市町村が応援要請できない場合 

      被災市町村の長が応援要請を行うことができない状況にあると判断されるときは、総合調整

室が窓口となり、上記２に定める地区災害対策本部職員、災害時緊急支援隊又は現地災害対策

本部職員からの情報に基づき、自主的に被災市町村のニーズと応援可能市町村の調整・仲介を

実施するものとする。 

      また、被災市町村の長などが所在不明の場合、知事が地方自治法第252条の17の8の規定に基

づき、臨時代理者を指名し、上記２に定める地区災害対策本部職員又は現地災害対策本部職員

からの情報に基づき、職員を派遣して臨時代理者を支えながら被災市町村の事務を代行する。 

 

４ 県による代行措置 
県は、被災により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合に、災

害対策基本法第73条の規定に基づき、応急措置を実施するため市町村に与えられた権限のうち、

①警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限

し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、②他人の土地等を一時使用し、又

は土石等を使用し、若しくは収容する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の

支障となるものの除去等をする権限並びに③現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限に

より実施すべき応急措置の全部または一部を、当該市町村に代わって行うものとする。 

 

５ 広域的な応援による市町村への支援 

県単独による市町村支援では応急対策等の実施が困難と認められる場合は、県は「九州・山口

９県災害時応援協定」や国（総務省）の応急対策職員派遣制度に基づく広域的な応援を要請する

ものとする。なお、九州・山口９県被災地支援対策本部や国（総務省）等による被災市町村への

人的支援（職員派遣）が、カウンターパート方式により実施されることが決定した場合は、被災

市町村における被害の程度や状況はもとより、どのような種類の応援がどの程度必要なのか等、

支援に係る具体的な情報については、被災市町村、本県、応援担当県の三者間で共有し、迅速な

支援開始を図ることとする。 

また、派遣が必要な職種・人数等の決定に当たっては、被災市町村、本県、応援担当県の三者

による協議を経ることを原則とするが、緊急を要する場合等については、被災市町村と応援担当

県による二者協議により決定することができるものとする。 
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第７節 広域的な応援要請 

 

 災害に際し、県単独では応急対策等の実施が困難と認められる場合は、あらかじめ締結した応援

協定や国（総務省）の被災市区町村応援職員確保システム等に基づき、この節の定めるところによ

り迅速･的確な応援要請の手続きを行う。 

 なお、災害時に被災市町村が受援を要する業務やその必要人数及び県や応援可能市町村の応援可

能人数について、平常時から県と市町村の間で情報を共有し、災害時に備えることとする。 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○広域応援要請の必要性を判断するための情報の収集・分析 

□総合調整室情報収集班が把握した情報（第４節）の入手 

□総合情報室情報収集班が収集した市町村の対応状況に関する情報（第６節）の入手 

□災害対策本部各部及び被災市町村の応急対応能力の把握 

□広域応援要請の必要性の検討 

 

広域応援が必要と判断される場合 

○応援の受け入れ体制の確保＜受援・市町村支援室、災害対策本部各部＞ 

□第４節で得た情報を基に受け入れに当たっての交通ルートを検討 

□応援隊の集結場所、活動拠点、宿泊・給食等について検討   

 

○応援要請＜受援・市町村支援室、人事課、防災局消防保安室＞ 

□事前に協定等を締結している九州地方知事会（九州・山口９県被災地支援対策本部） 

や国（総務省）等に対し応援を要請 

□国に対し災害対策基本法第２９条、３０条に基づく応援（職員派遣及び派遣あっせん） 

を要請 

□他の防災関係機関に対し応援（緊急消防援助隊等）を要請 

   

※震度６弱以上の地震発生時 

 ○リエゾンの受入れ（受援・市町村支援室） 

  九州地方知事会（九州・山口９県被災地支援対策本部）等から派遣されるリエゾン（災害対

策現地情報連絡員）の受入れ体制を確保 
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１ 県における広域応援要請の実施 

（１） 組織体制 

  イ 受援・市町村支援室は、県単独では十分な応急対策ができない場合、「九州・山口９県災害

時応援協定」や国（総務省）応急対策職員派遣制度に基づく広域的な応援を要請する。 

ロ 大分県が応援要請を行う以前に、他の都道府県等から応援の申し出を受けた場合、受援・

市町村支援室が窓口となり、担当部へ応援内容を伝達するとともに、担当部において受入れ

の可否を検討する。 

ハ 国において、被災現地の状況を把握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため政府

調査団の派遣や上記制度に基づく被災市区町村応援職員確保現地調整会議の設置等がなさ

れた場合は、総務班が窓口となって必要な調整を行うものとする。 

（２）災害情報・被害情報の収集・分析 

イ 受援・市町村支援室は、総合調整室情報収集班が把握した以下の情報を入手する。 

（イ） 災害情報・被害情報(第 4 節) 

（ロ） 市町村の応急対策状況に関する情報(第 6 節) 

ロ 受援・市町村支援室は、上記イの情報を分析し、災害対策本部各部との協議を踏まえ、下

記（３）から（４）の広域応援要請の必要性と応援の要請先について検討する。 

（３）他の都道府県等への応援要請 

イ 「九州･山口９県災害時応援協定」と応急対策職員派遣制度に基づく応援要請県単独では十

分に応急対応や災害復旧・復興に関する対策が実施できないと認める場合には、上記の協定

に基づき九州･山口各県（要請先:九州･山口９県被災地支援対策本部）と国（総務省）に対し

応援を要請する。 

（イ）応援の要請 

受援・市町村支援室広域受援班は、上記の協定等に基づき、災害の状況、応援を要請す

る地域及び必要とする応援の内容を明らかにして、九州･山口９県被災地支援対策本部と国

（総務省）に応援の要請を行う。 

この際、人的災害の数や避難所の数など被害状況に係る客観的な数値のほか、被災県庁

及び被災市町村における行政機能確保状況（マンパワーの不足状況）等に係る情報も極力

提供し、九州・山口９県被災地支援対策本部や応急対策職員派遣制度によるカウンターパ

ート決定が迅速かつ効果的になされるよう配慮する。 

（ロ）応援要請の種類 

応援要請の種類は、次のとおりである。 

①職員の派遣 

②食料、飲料水及び生活必需品の提供 

③避難施設及び住宅の提供 

④緊急輸送路及び輸送手段の確保 
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⑤医療支援 

⑥物資集積拠点の確保 

⑦災害廃棄物の処理支援 

⑧その他応援のため必要な事項 

また、この協定等に基づく応援によっても、十分な災害応急対策等が期待できないと判

断される場合は、「関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定」

に基づき応援要請することになり、その場合、九州･山口９県被災地支援対策本部から関西

広域連合に応援要請する。 

ロ 「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」に基づく応援要請 

  上記イの応援によっても、十分な災害応急対策等が実施できないと判断される場合は、他

都道府県に対し、全国知事会を通じて、広域応援を要請する。 

（イ）応援の要請 

受援・市町村支援室広域受援班は、上記の協定に基づき、全国知事会の九州地方知事会

ブロックの幹事である、九州･山口 9 県被災地支援対策本部に対し、次の事項を明らかにし

て応援を要請する。 

①資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 

②施設、提供業務の種類又はあっせんの内容 

③職種及び人数 

④応援区域又は場所及びそれに至る経路 

⑤応援期間（見込みを含む） 

⑥前各号に定めるものの他必要な事項 

（ロ）応援要請の種類 

①被災地における住民の避難、被災者等の救援・救護 

②災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援 

③施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋 

 ハ 「九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定書」に基づく応援要請 

     機動性に優れた排水ポンプ車、照明車、衛星通信車、応急組み立て橋等の災害対策用車両

等を保有する九州地方整備局に応援要請を行う。 

（４）職員の派遣及び派遣あっせんの要請 

国又は都道府県の職員の派遣要請と派遣あっせんの要請は、下記によるものとし、総務部人

事課が行う。 

イ 県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、必要があると認め

るときは、指定行政機関の長（指定地方行政機関の長を含む）に対し、災害対策基本法第２

９条の規定に基づき、次の事項を明らかにして職員の派遣を要請する。 

（イ）派遣を要請する理由 
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（ロ）派遣を要請する職員の職種別人員数 

（ハ）派遣を必要とする期間 

（ニ）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ホ）その他職員の派遣について必要な事項 

  ロ さらに、必要があると認めるときは、災害対策基本法第３０条の規定に基づき、内閣総理

大臣に対し次の事項を明らかにして指定行政機関（指定地方行政機関の長を含む）の職員の

派遣についてあっせんを求める。 

（イ）派遣のあっせんを求める理由 

（ロ）派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

（ハ）派遣を必要とする期間 

（ニ）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ホ）その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項 

  ハ 他の都道府県に対する職員の派遣要請は、上記１の（３）に基づき実施するほか、地方自

治法第２５２条の１７及び災害対策基本法第３０条の規定に基づき、職員の派遣要請及び派

遣あっせんの要請を行う。 

（５）緊急消防援助隊 

消防保安室は、県内の消防力で対応が困難であると認める場合には、消防組織法第４４条の

規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の出動、広域航空消防応援を要請する。 

 

２ 応援の受け入れ 

（１）受け入れ体制の確保 

イ 応援要請を行うに当たり、受援・市町村支援室広域受援班は、総合調整室、災害対策本部

各部等と協議の上、以下の点について検討、整理し、県総務部へ通知する。 

（イ）道路や交通機関の被災状況、運行状況 

（ロ）応援隊の集結場所、活動拠点 

ロ 総合調整室情報収集班は、関係市町村、地区本部、防災関係機関へ応援要請を行ったこと

を連絡する。 

（２）経費の負担 

  応援に要した経費は、原則として応援を受けた県の負担とする。 

（３）リエゾン（災害対策現地情報連絡員）の受入れ 

  震度６弱以上の地震発生時は、九州地方知事会（九州・山口９県被災地支援対策本部）等

からリエゾン（災害対策現地情報連絡員）が派遣されるため、別に定める「大規模災害時受

援・応援マニュアル（総務部）」により、受入体制を確保する。 

  

 各団体のリエゾン発動基準 

   震度６弱以上・・・九州地方知事会、全国知事会 

 震度６強以上・・・関西広域 
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第８節 防災ヘリコプターの運用体制の確立 

 

 災害が発生した場合、県は「大分県防災ヘリコプター運航管理要綱」に基づき、自らの判断で又

は市町村等からの要請に基づき、大分県防災ヘリコプター「とよかぜ」を下記により運航し、被災

者の捜索・救助活動等を行う。 

 

１ 活動内容 

（１）災害応急対策活動………災害状況の把握や住民への避難誘導・警報等への伝達及び被災地へ
の緊急物資等の搬送 

   
（２）災害予防対策活動………住民への災害予防の広報、災害危険箇所の調査等 
     

（３）救急活動………山村、離島などからの救急患者の搬送、高度医療機関への傷病者の緊急転院

搬送 

     
（４）救助活動………海、河川等の水難事故及び山岳事故等における捜索・救助 

     
（５）火災防御活動………林野火災等における空中からの消火活動、情報収集 
     
（６）ヘリＴＶ活動………災害発生時、ヘリコプターＴＶ装置を装着して災害現場の情報を映像と

音声により送信 

  ※防災ヘリコプター「とよかぜ」は機種の能力・特性により、ヘリＴＶ活動中の救助活動はで 
きないなど、通常は単一活動を原則としており、異なる活動を行う場合には装備替えを必要と 
する。 

 

２ 運航管理体制 

（１）防災ヘリコプター運航管理の総括は生活環境部防災局長（統括管理者）が行う。 

（２）防災ヘリコプター運航管理に関する事務は、消防保安室長（運航管理責任者）が掌理する。 

（３）航空隊において、防災ヘリコプターの運航管理及び航空隊の安全確保等に関する事務は、防 

災航空管理監（運航責任者）が処理する。   

（４）防災航空隊長（運航指揮者）は防災ヘリコプターに搭乗中、隊員を指揮監督し、防災業務に

万全を期すものとする。 

（５）防災航空管理アドバイザー（運航安全管理者）は、運航の安全を確保する観点から、運航責

任者等に対し、防災ヘリの運航、航空消防活動の実施、航空消防活動従事者の健康管理その他

必要と認める事項に関する助言を行う。 

 

 

３ 基地及び場外離着陸場 
（１）基地は大分県央飛行場(豊後大野市大野町)とする。 
（２）各市町村は管内に最低 1 か所以上の場外離着陸場を確保し、災害時や緊急時の防災ヘリコプ

ターの有効活用に供するものとする。 
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４ 運航日数及び時間 

（１）365 日体制とする。ただし、運航不能時は５県（熊本・大分・宮﨑・鹿児島・長崎）応援協定に

より対応する。 

（２）運航時間は気象条件及び点検整備等により運航できない場合を除き、8時 30 分～17 時 15 分まで

とする。ただし、必要がある場合は「日の出から日没まで」とする。 

  

５ 緊急運航の要件 

 防災ヘリコプター緊急運航の要請は、原則として次の(1)～(3)の条件をすべて満たし、かつ「大

分県防災ヘリコプター緊急運航基準」に該当する場合にできるものとする。 

（１）公共性 地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護する目的であること。 

（２）緊急性 差し迫った必要性があること。 

（３）非代替性 防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。 

 

６ 緊急運航要請に係る手続 

（１）防災ヘリコプターの緊急運航に係る要請先及び手順は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）緊急運航の要請は、災害等が発生した市町村、消防一部事務組合の長が防災航空管理者に対 

   し行うものとする。 

市町村等 運航責任者 
（防災航空管理監） 

①出動要請 

②出動の可否回答 

⑤
出
動
終
了
報
告 

④
出
動
報
告 

運航管理責任者 
（消防保安室長） 

統括管理者 

（防災局長） 

 

③出動 

⑥災害状況報告 

重大事項報告 
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７ 要請連絡先及び連絡方法 

防 災 航 空 隊          ：豊後大野市大野町田代 2592-2 

電話 0974-34-2192 

FAX 0974-34-2195 
   緊急運航要請専用電話 0974-34-3136 

   

８ 連携体制の整備 

（１）熊本・大分・宮﨑・鹿児島・長崎の５県による防災消防ヘリコプター相互応援協定に基づき、

相互に補完し合う体制を確保している。 

（２）各種訓練等を通じて、ドクターヘリ、県警ヘリコプター及び自衛隊ヘリコプターとの連携体

制を強化する。 

 

９ 大規模災害時のヘリコプターの運用調整 

大規模災害が発生し、多数のヘリコプターが災害対策活動に従事する場合において、大分県災

害対策本部（以下、この節で「本部」という。）にヘリコプター運用調整所を設置し、ヘリコプ

ターの効率的な運用及び安全運航の確保のための調整を行う。この場合、別に定めるヘリコプタ

ー運用調整所活動要領に基づき、関係機関が連携し、対応するものとする。 

また、当該地域を飛行するヘリコプターの安全な運航を確保するため、特定の地域で局地航空

交通情報を提供する必要が生じた場合は、局地情報提供所の開設を検討するほか、必要に応じて、

国土交通省に対し、無人航空機（ドローン等）の飛行を禁じる緊急用務空域の指定を依頼するも

のとする。 

局地情報提供所を開設したときは、速やかに関係機関等に連絡するとともに、関係協力団体に

対しても情報提供し、当該エリアの安全運航に関する協力を求めるものとする。緊急用務空域が

指定されたときは、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調整を行

うものとする。 

その他、安全運航の確保に関する具体的な対応は、「大分県ヘリコプター安全運航確保計画」

によるものとする。 

なお、関係機関の進出拠点（集結場所）となるヘリベースの設置や燃料補給体制、情報連絡体

制などのヘリコプターの効率的な運用に関する具体的な活動要領は、別に定める「大分県大規模

災害時ヘリコプター災害対策活動計画」による。 

 

（１）ヘリコプター運用調整所の活動 

 ア 本部及び活動機関との活動連絡調整 

 イ ヘリ集結場所における受援調整 
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 ウ 航空燃料の給油に関する調整 

 エ 他県との広域的な連携に関する調整 

 オ ヘリコプターの安全運航に関する調整 

（２）ヘリコプターの安全運航に関する調整事項 

 ア 安全運航のための航空情報 

 イ 構成機関の飛行計画及び災害対策活動 

 ウ 使用航空波 

 エ 使用場外離着陸場 

（３）局地情報提供所における航空交通情報の提供内容 

ア 気象情報 

イ 他機に関する交通情報 

ウ 離着陸に関する助言  
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第９節 自衛隊の災害派遣体制の確立 

 

 災害に際して人命又は財産の保護のため、特に必要があると認められるときは、この節の定める

ところにより自衛隊法(昭和 29 年法律第 165 号)第 83 条の規定に基づき、自衛隊の災害派遣を要請

するものとする。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○自衛隊の災害派遣のための組織体制確立＜総務班＞ 

□自衛隊連絡幹部等の総合情報室への受け入れ 
 

○災害派遣要請に必要な情報の収集・分析 

□第４節で収集した情報の分析＜総合調整室応急対策調整班＞ 

□市町村等からの派遣申請の受理＜総合調整室情報収集班、地区災害対策本部庶務班＞ 

□派遣要請事項の検討（自衛隊連絡幹部等との事前協議） 

                                                ＜総合調整室統合スタッフ会議＞ 

 

自衛隊の災害派遣が必要と判断された場合 

○派遣要請 

＜知事（不在等の場合、順位は副知事、生活環境部防災局長、生活環境部防災危機管理監）＞ 

□自衛隊指定部隊の長等へ連絡 

＜知事（不在等の場合、順位は副知事、生活環境部防災局長、生活環境部防災危機管理監、生

活環境部防災局防災対策企画課長）＞ 

  □第４節で得た被害情報、交通情報等を連絡＜総合調整室情報収集班＞ 

□活動拠点、宿泊・給食の可能性について連絡＜総務班＞ 

○災害派遣調整のための体制確立 

          ＜総務班及び各部と自衛隊連絡幹部等が協議を行う。＞ 

＊派遣要請事項に関連する部局の職員を派遣する。 

＊派遣要請事項の追加・変更等の場合は、総務班及び各部と自衛隊連絡幹部等が協議を行う。 
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１ 自衛隊の災害派遣 

 知事等(知事、第七管区海上保安本部長、大阪航空局大分空港事務所長)は災害が発生し又は災

害が発生するおそれがあり人命及び財産を保護するため必要があると認めるときは、防衛大臣（自

衛隊指定部隊の長）に対し災害派遣を要請できる。 

 自衛隊指定部隊の長は、災害派遣の要請を受け、事情やむを得ないと認める場合に部隊等を派

遣できる。なお、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事等の要請を待ついとま

がない場合、自衛隊指定部隊の長は要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等の派遣を行う。

その場合の判断基準は、次のとおりとする。 

 

○自衛隊の自主派遣の判断基準 

（１）災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行

う必要があると認められること。 

（２）災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合

に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

  たとえば、通信の途絶等により、部隊等が知事等と連絡が不能である場合に、 

イ 市町村長又は警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害に関する通報（災害対策基

本法第 68 条の２第２項の規定による市町村長からの通知を含む。）を受け、直ちに救援の

措置をとる必要があると認められる場合。 

ロ 部隊等による収集、あるいはその他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措置を

とる必要があると認められる場合。 

（３）海難事故、航空機の異常を探知する等、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該

救援活動が人命救助に関するものであること。 

（４）その他災害に際し、(1)～(3)に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがな

いと認められること。 

 

  *(1)～(4)の場合においても、自衛隊指定部隊等の長は、できる限り早急に知事等に連絡し、密

接な連絡調整のもとに適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努める。また、自主派遣の後

に、知事等から要請があった場合には、その時点から当該要請に基づく救援活動を実施する。 
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２ 自衛隊の災害派遣要請系統及び派遣要請先等 

 本県に係る自衛隊の災害派遣要請系統及び派遣要請先、要請連絡先等は、次のとおりである。 

（１） 自衛隊の災害派遣系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）要請先等 

要  請  先  等 連 絡 方 法 等 指定部隊等の長 備    考 

陸 

 

 

上 

 

 

自 

 

 

衛 

 

 

隊 

第41普通科連隊 

第３科 

（別府駐屯地） 

別府市大鶴見4548－143 

TEL 0977－22－4311 

内線234，302 

FAX 0977－23－3433 

防７－852 

連隊長 大分県の北部、東部（大分、別

府、宇佐、中津、豊後高田、杵

築、臼杵、津久見、国東の各市

及び姫島村）を管轄 

西部方面特科隊 

第３科 

（湯布院駐屯地） 

由布市湯布院町川上941 

TEL 0977－84－2111 

内線235，302 

FAX 0977－84－211 

隊長 大分県の南部（佐伯、竹田、豊

後大野、由布の各市）を管轄 

西部方面戦車隊 

第３係 

（玖珠駐屯地） 

玖珠郡玖珠町帆足2494 

TEL 0973－72－1116 

内線235，302 

FAX 09737－2－1116 

大隊長 大分県の西部（日田市及び玖珠

郡）を管轄 

第４師団 

第３部防衛班 

（福岡駐屯地） 

福岡県春日市大和町5-12 
TEL  092-591-1020 

内線5233 

師団長 九州北部４県（大分県含む） 
全域 

西部方面総監部 

防衛部防衛課運用班 

（健軍駐屯地） 

熊本県熊本市東町1-1-1 
TEL  096-368-5111 

内線2256,2257 

総監 九州・沖縄（大分県含む）全域 

 
海 

上 

自 

衛

隊 

呉地方総監部 

防衛部第３幕僚室 

広島県呉市幸町８－1 

TEL 0823－22－5511 

内線2444 

22－5680（直通） 

22－5692（直通） 

（FAXは、電話連絡時に指定

する番号） 

総監 大分県沿岸部全域を管轄 

航 

空 

自 

衛 

隊 

西部航空方面隊司令部 

防衛部運用課 

福岡県春日市原町３－１－1 

TEL 092－581－4031 

内線2344,2346 

FAX 092－581－4031 

内線5903 

司令官 大分県全域を管轄 

地
本
等 

自衛隊 

大分地方協力本部 

総務課 

大分市新川町２－１－３６ 

TEL 097－536－6271 

本部長 緊急の場合等における連絡先 

第七管区海上保安本部長 
大阪航空局大分空港事務所長 

自  衛  隊 
指定部隊の長 

 
市町村長 

派遣要請（文書） 

※事態が急迫して文書によることが 
できない場合は口頭又は電話等による 

派遣申請 

知事に要請できない場合 
直接、通知ができる 

知  事 
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海上自衛隊 

佐伯基地分遣隊 

警備科 

佐伯市鶴谷町３－３－３７ 

TEL 0972－22－0370 

内線217 

隊長 呉地方総監部との連絡調整 

（３）要請連絡先及び連絡方法 

イ 生活環境部防災局防災対策企画課：大分市大手町 3-1-1 

  電話 097-506-3067 FAX 097-533-0930         

防災電話 50-264,204 FAX 50-387 

ロ 第 七 管 区 海 上 保 安 本 部            ：福岡県北九州市門司区西海岸 1-3-10 

     電話 093-321-2931 

ハ 大阪航空局大分空港事務所：国東市武蔵町糸原字大海田 

   電話 0978-67-3771 FAX 0978-67-3780 

 

３ 自衛隊の災害派遣に係る県の措置 

（１）組織体制の確立 

イ 自衛隊の災害派遣に係る県の窓口は、総務班とする。 

ロ 災害対策本部を設置した場合、総務班は、自衛隊連絡幹部等を総合調整室に受け入れる。 

ハ 本部長（知事）は、本部会議に自衛隊連絡幹部等の出席を求めることができる。 

（２）自衛隊の災害派遣要請に必要な情報の収集・分析及び派遣事前調整 

イ 総合調整室統括スタッフ会議は、第 4 節で収集した災害情報・被害情報、第 6 節で把握し

た市町村の対応状況を基に、自衛隊の災害派遣要請の必要性について検討する。 

ロ 総合調整室情報収集班及び地区災害対策本部庶務班は、市町村長、警察署長その他の防災

関係機関の長(以下「市町村長等」という。)から自衛隊の災害派遣の申請を受理する。 

ハ 総合調整室統括スタッフ会議は、前イ及びロを基に、派遣要請事項について検討する。 

    この際、県の総合窓口である自衛隊第 41 普通科連隊（別府駐屯地）に情報を提供又は通

報し、要請先等を協議した後、隊区担当部隊と災害派遣に関する事前協議を行うものとする。

（自衛隊連絡幹部等が県総合調整室に派遣されている場合、自衛隊連絡幹部等との間で事前

協議を行う。） 

ニ 総合調整室長は、自衛隊連絡幹部等との派遣事前調整（協議）結果を踏まえ、知事に対し

自衛隊の派遣要請を上申する。（又は意見具申する。） 

（３）派遣要請 

イ 知事が、（２）を踏まえ自衛隊へ災害派遣要請を行う場合の要請先は、小規模及び中規模

災害の場合においては隊区担任部隊長、大規模災害の場合においては第 41 普通科連隊長又

は上級部隊長とする。 

 なお、知事が不在等の場合は、副知事、生活環境部防災局長、生活環境部防災危機管理監、

生活環境部防災局防災対策企画課長の順位で知事の職務を代行するものとする。 

ロ イの要請は、要請先に対して次の事項を明らかにした上で行うこととする。 
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（イ）災害の状況及び派遣を要請する事由 

（ロ）派遣を希望する期間 

（ハ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（ニ）その他参考となるべき事項 

ハ 総合調整室内の自衛隊連絡幹部等に対して、総合調整室情報収集班は第 4 節で得た最新の

被災情報、交通情報を、また総務班は、活動拠点となり得る場所、宿泊・給食の可能性等の

情報を提供するとともに、総合調整室情報収集班は、派遣要請事項を所管する災害対策本部

各部及び関係市町村に対して、自衛隊へ派遣要請を行った旨の連絡を行う。 

（４）災害派遣調整のための体制確立 

イ 総務班及び派遣要請事項を所管する災害対策本部各部は、自衛隊及び関係市町村等との連

絡調整を図るため、必要に応じて連絡職員を指名し自衛隊の派遣地に派遣する。 

ロ 派遣要請事項の追加・変更等の場合は、総務班及び災害対策本部各部が自衛隊連絡幹部等

と協議する。 

 

４ 市町村等の自衛隊の災害派遣のための措置 

（１）災害派遣の要請 

イ 市町村長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実

施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の災害派遣を要請するよう求め

ることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害

の状況を防衛大臣又は最寄りの駐屯地司令の職にある部隊等の長へ通知することができる。 

ロ 市町村長は、知事に対して災害派遣の要請を求めることができない場合は、その旨及び当

該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又は最寄りの駐屯地司令の職にある部隊等の長

に通知することができる。 

ハ 市町村長は、イ・ロの通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知しなければなら

ない。 

（２）派遣要請の方法 

 市町村長等が知事に対し災害派遣の申請をしようとするときは、次の派遣要請事項を明示し

た派遣申請書を知事あてに提出しなければならない。 

 ただし、緊急を要する場合の申請は電話等を使用して行い、その後速やかに文書を提出する。 

イ 災害の状況及び派遣を要請する理由 

ロ 派遣を希望する期間 

ハ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ニ その他参考となるべき事項(宿泊施設の有無、道路橋梁の決壊に伴う迂回路の有無、救援

のため必要とする資機材の有無、駐車適地、ヘリポート適地の有無等) 

（３）市町村における派遣部隊の受入体制 

 市町村は、次の事項について処置し、派遣部隊に協力するものとする。 
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イ 資機材の提供 

  派遣部隊の救援作業に必要とする資機材を速やかに調達し提供するものとする。 

ロ 連絡調整員の指定 

  市町村側は、自衛隊の災害派遣の間、連絡調整のため適任の担当職員を連絡調整員として

指定し、県から連絡調整員が派遣された場合は当該職員とも連携しながら迅速・的確な自衛

隊の災害派遣業務を実施するものとする。 

ハ 宿舎のあっせん 

  派遣部隊の宿舎等のあっせんを行うものとする。 

  この場合、学校、公民館等を宿舎施設にあてるときは、あらかじめその管理者等の承諾を

得ておくものとする。 

ニ 臨時ヘリポートの設定 

(臨時ヘリポートの基準) 

（イ）下記基準を満たす地積(ヘリポート)を確保する。この際、土地の所有者又は管理者との 

調整を確実に実施する。 

 

 

（ロ）着陸地点には、下記基準の H 記号を風と平行方向に向けて標示するとともに、ヘリポー

トの近くに上空から風向、風速が判定できる吹き流しを掲揚する。 
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（ハ） 危険予防の措置 

①離着陸地帯への立入禁止 

    離着陸地点及びその近傍において運航上の障害となるおそれのある範囲には立ち

入らせない。 

②防塵措置 

     表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水等の措置      

を講ずるものとする。 

ホ 艦艇等が使用できる岸壁の準備 

  自衛隊の艦艇等が接岸可能な岸壁等を可能な限り確保する。 

へ 情報等の提供 

  派遣部隊に対し、災害の状況や救援作業の内容、地元機関による応急措置の実施状況など、

速やかに情報の提供を行うものとする。 

ト その他 

  その他必要な事項は、市町村地域防災計画に定めるものとする。 

 

５ 自衛隊の活動内容等 

（１）一般の任務 

 自衛隊の災害派遣部隊は、緊急性、公共性、非代替性を重視して、関係機関と緊密な連携の

下に救助活動等を実施する。 

（２）災害派遣時に実施する救援活動等 

 災害派遣時に実施する救援活動の具体的内容は、災害の状況、他の救援機関等の活動状況等

のほか、知事等の要請内容、現地における部隊等の人員、装備等によって異なるが、通常次の

とおりとする。 

イ 被害状況の把握 

ロ 避難の援助 

ハ 遭難者等の捜索援助 

ニ 水防活動 

ホ 消防活動の支援 

へ 道路又は水路の啓開 

ト 応急医療、救護及び防疫 

チ 人員及び物資の緊急輸送 

リ 炊飯及び給水. 

ヌ 援助物資の無償貸付又は譲与 

ル 危険物の保安及び除去 
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ヲ その他 

（３）災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場

合において、市町村長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の措置をと

ることができる。この場合、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を市町村長に通知する。

なお、当該措置に伴う補償等については、法令に定めるところによる。 

イ 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令 

ロ 他人の土地等の一時使用等 

ハ 現場の被災工作物等の除去等 

ニ 住民等を応急措置の業務に従事させること 

ホ 通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行確保のための措置 

（４）陸上自衛隊の災害派遣主要器材等 
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６ 陸上自衛隊航空機と地上との交信方法 

  陸上自衛隊西部方面隊航空機と地上との交信方法は、次によるものとする。 

  地上からの航空機に対する信号の種類 

 

７ 災害派遣の撤収要請 

（１）派遣の目的を完了し又はその必要がなくなった場合は、知事等は自衛隊に対し撤収の要請を

するものとする。 

（２）撤収の要請は、電話等により報告した後、速やかに文書をもって行うものとする。 

 

８ 経費負担区分 

  派遣部隊が活動した経費のうち次の事項については、通常、派遣を受けた側の負担とする。 

  細部については、その都度災害派遣命令者と知事が協議して定めるものとする。 

（１）派遣部隊の連絡班等のための宿泊施設の借上料、電話の設置費及び通話料金 

（２）派遣部隊の宿舎に必要な土地、建物等の借上料 

（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、汲取料、電話及び入浴料等 

（４）派遣部隊の救援活動に提供する資材、器材等の購入、借上又は修理費 

（５）派遣部隊の活動に伴う故意によらない損害の補償 

（６）その他協議により決定したもの 
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第１０節 他機関に対する応援要請 

 

１ 災害応急対策の実施に必要な協力を求めるため、県が他の都道府県、防災関係機関等と締結し

ている主な応援協定・覚書等は以下のとおりである。 

  県は、必要があると認めるときは、これらの協定等に基づいて応援を要請するものとする。 

（１）全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

（２）九州・山口９県災害時応援協定 

（３）九州・山口９県における災害廃棄物処理等に係る相互応援協定 

（４）九州・山口９県災害時愛護動物救援応援協定 

（５）陸上自衛隊西部方面隊と九州地方知事会との相互協力に関する協定 

（６）関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定 

（７）大分県及び市町村相互間の災害時応援協定 

（８）九州地方における大規模な災害時の応援に関する協定 

（９）防災消防ヘリコプター相互応援協定 

（10）大分県防災ヘリコプター応援協定 

（11）大分県が所有する防災ヘリコプターにおいて撮影した映像の提供及び使用についての覚書 

（12）防災画像情報の相互協定に関する協定 

（13）災害時における放送要請に関する協定 

（14）災害時における円滑な通行の確保等に関する協定 

（15）大規模災害時における相互協力に関する協定 

（16）緊急・救援輸送に関する協定 

（17）大分ＤＭＡＴの派遣に関する協定 

（18）災害時の医療救護に関する協定 

（19）災害時における医薬品等の供給等に関する協定 

（20）災害時における医療用具等の供給等に関する協定 

（21）大分県災害医療コーディネーターの派遣に関する協定 

（22）大分県災害時小児周産期リエゾンの派遣に関する協定 

（23）緊急給水車による支援活動に関する契約書 

（24）災害時における生活必需物資の供給に関する協定 

（25）災害時における食料の調達に関する協定 

（26）災害時における木材物資の調達に関する協定 

（27）災害時における県民生活の安定に関する基本協定 

（28）災害時における被災者の支援及び燃料の優先供給に関する基本協定 

（29）災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 
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（30）災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 

（31）災害時における緊急作業等に関する協定 

（32）土砂災害防止のための活動に関する協定 

（33）大分県産業廃棄物処理の応援に関する協定 

（34）災害時における応急仮設住宅の建設等に関する協定 

（35）災害時における相互連携に関する協定書 

 

２ 広域応援要請に関する事項は、「第３部 第２章 第７節 広域的な応援要請」に記載のとお

りである。 

 

３（１）市町村長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対して自衛隊の

災害派遣を要請するよう求めることができる。 

    この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛大

臣又は最寄りの駐屯地司令の職にある部隊等の長へ通知することができる。 

（２）知事に対して災害派遣の要請を求めることができない場合は、防衛大臣又は最寄りの駐屯

地司令の職にある部隊等の長に通知するものとする。 

（３）市町村長は、（１）・（２）の通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知しなけ

ればならない。 

 

４ 自衛隊の災害派遣に関する事項は、「第３部 第２章 第９節 自衛隊の災害派遣体制の確立」

に記載のとおりである。 

 

５ 知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、必要があると

認めるときは、災害対策基本法第７０条第３項の規程により指定行政機関の長（指定地方行政機

関の長を含む）または指定公共機関（指定地方公共機関を含む）に対し、当該機関が実施すべき

応急対策の実施を要請するものとする。 

 

６ 県公安委員会は、県内において大規模災害が発生した場合において、大分県警察の警備力のみ

では対処することが困難であると認めたときは、警察法に基づき他の都道府県警察に対し、災害

警備活動にあたる警察災害派遣隊等の援助の要請を行うものとする。 

 

７ 県は、災害が発生し、他の都道府県からの緊急消防援助隊、警察の警察災害派遣隊を受け入れ

ることとなった場合に備え、消防庁、代表消防機関及び警察庁との連絡体制を確保し、活動拠点

の確保等受け入れ体制を確保するように努めるものとする。
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第１１節 技術者、技能者及び労働者の確保 

 

 災害応急対策の実施等のため必要な技術者、技能者及び労働者等の確保(大分労働局を通じての確

保及び法に基づく従事命令による確保)は、この節に定めるところによって行うものとする。 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

＊市町村その他の防災関係機関からの人員の確保要請を受け付けた場合、総合調整室情報 

   収集班及び地区災害対策本部庶務班は、総務班へ引き継ぐものとする。 

  ＜総合調整室情報収集班、地区災害対策本部庶務班、総務班、総務部人事課＞ 

 

 

１ 技術者、技能者及び労働者の確保体制 

 災害時に必要な技術者、技能者及び労働者等の確保は、それぞれの防災関係機関において実施

するものとし、県は関係機関からの要請に応じて、これらの者の供給あっせんを行うものとする。 

 

２ 県の技術者、技能者及び労働者の確保対策 

 県による技術者、技能者及び労働者の確保が必要な場合又は市町村その他の防災関係機関から

要請があった場合には、次のように対処する。 

（１）災害応急対策の遂行に必要な人員の確保状況の把握 

イ 災害対策本部各部は、人員の確保が必要な場合、総務班にその旨を連絡する。 

ロ 総合調整室情報収集班及び地区災害対策本部庶務班は、市町村その他の防災関係機関から 

人員の確保要請を受け付けた場合は、総務班へ引き継ぐものとする。 

（２）各部等における人員の確保 

イ 総務部人事課は、庁内職員の応援について調整を行う。 

ロ 総務部人事課は、国、他都道府県、市町村への職員の応援について調整を行う(第 7 節参 

 照。)。 

ハ イ、ロによっても人員の確保が困難な場合、総務部人事課は大分労働局に対して所要人員 

の確保を求める。 

ニ イ、ロ、ハによっても人員の確保が困難な場合又は緊急を要する場合、総務部人事課は災 

害対策基本法、災害救助法に基づく人員の確保((3)及び(4))を行う。 
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（３）技術者、技能者の強制確保 

 知事は、技術者、技能者を確保するため特に必要がある場合は、災害対策基本法第 71 条又

は災害救助法第７条の規定に基づき従事命令等を執行してその確保を図る。 

〔災害対策基本法第71条〕 

（都道府県知事の従事命令等） 

第71条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第

50条第１項第４号から第９号までに掲げる事項について応急措置を実施するた

め特に必要があると認めるときは､災害救助法（昭和22年法律第118号）第７条か

ら第10条までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、

施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収容し又はその職員

に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所

に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ること

ができる。 

２ 前項の規定による都道府県知事の権限は、政令で定めるところにより、その一

部を市町村長に委任することができる。 

〔災害救助法第７条〕 

第７条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土

木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施

するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に

関する業務に従事させることができる。 

２ 地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）は、都道府県知事が第14条の規定に基

づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、

輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。 

３ 前２項に規定する医療､土木建築工事及び輸送関係者の範囲は､政令で定める。 

４ 第５条第２項の規定は、第１項及び第２項の場合に準用する。 

５ 第１項又は第２項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を

弁償しなければならない。 

 
 
 

（４）災害救助法に基づく労働者の雇上げ 

 災害救助法が適用された場合、被災者の救助を実施するため必要な労働者は、知事が次の要

領でこれを確保するものとする。 

ただし、市町村長に業務が委任された場合は、市町村長がこれを行う。 

イ 労働者雇用の範囲 
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種   別 内       容 

被災者の避難 ・災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を安全地帯に避難

させるため雇い上げるもの。 

医療助産のための移送 

 

・救護班では処置できない重症患者又は救護班が到着するまでの間医療措置

を講じなければならない患者を病院、診療所へ運ぶためのもの。 

・救護班によって医療、助産が行われる際の医師、助産師、看護師等の移動

に伴い必要なもの。 

・重傷ではあるが、今後は自宅療養によることとなった患者の輸送のため必

要なもの。 

被災者の救出 

 

・被災者の救出行為に必要なもの。 

・救出に要する機械、器具、その他の資料を操作し、又は後始末をするため

のもの。 

飲料水の供給 ・飲料水を供給するためのもの。 

・飲料水を供給するための機械、器具の運搬、操作を行うためのもの。 

・飲料水を浄水するための医薬品等の配布を行うためのもの。 

救助物資の整理、輸送 

及び配分 

・救済用物資の種別、地区別区分、整理、保管の一切に要するもの。 

・救済用物資を送達するための荷物の積卸、上乗り及び運搬に要するもの。 

・救済用物資の被災者への配布に要するもの。 

（注）他の法令等によりその費用が措置される物資又は各救助を実施するた

め支出できる費用に含まれる資材等はここの賃金職員等雇上費として

は認められない。 

行方不明者の捜索 

 

・行方不明者の捜索行為に必要なもの。 

・行方不明者の捜索に要する機械、器具、その他の資材の操作又は後始末を

行うためのもの。 

遺体の取扱い 

（埋葬を除く） 

・遺体の洗浄、消毒等の処置をするためのもの。 

・遺体を仮安置所等まで輸送するためのもの。 

（注）上記のほか激甚災害等特殊な場合には、内閣総理大臣の承認を得てこれらの例外として、次に

掲げる労働者の雇い上げを実施する。 

（イ）「遺体埋葬のための労働者」 

（ロ）「炊出しのための労働者」 

（ハ）「避難所開設・応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理等の資材を輸送するための労働者」 

ロ 期間 

それぞれの救助の実施が認められている期間とする。ただし、これにより難い場合は、内

閣総理大臣の承認を得て期間を延長するものとする。
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第１２節 ボランティアとの連携 

 

 本節は、被災者・被災地のニーズに最大限に応えられるよう、ボランティアと積極的な連携を図

るための体制等について定める。 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

○組織体制の確立＜災害対策本部＞ 

□被災者救援部ボランティア調整班の設置 

 

○ボランティア・ＮＰＯ等の活動の支援＜被災者救援部ボランティア調整班＞ 

□ボランティア活動に関する総合調整 

□ボランティア活動に必要な情報提供・広報活動 

 

 

１ 基本方針 

 大規模災害発生時には、各種の援護を必要とする被災者が増大することが想定され、県の内外

から参加するボランティア・ＮＰＯによる被災者への積極的な支援活動が求められる。 

 このため、県及び市町村においては、ボランティアの善意を効果的に活かせるよう、ボランテ

ィア活動が持つ独自の領域と役割に留意しながら、受入体制及び活動環境を整備し、相互の信頼

と協力体制を構築する。 

 

２ 県及び県災害ボランティアセンターの体制 

 災害発生時から復旧期までボランティアが円滑かつ効果的に活動できるための総合調整窓口

として、県災害対策本部被災者救援部にボランティア調整班を設置する。ボランティア調整班

は、災害発生後直ちに、大分県社会福祉協議会（以下「県社協」という）事務局内に設置され

る「県災害ボランティアセンター」に班員を派遣のうえ、県社協と一体となって県災害ボラン

ティアセンターを組織し、被災市町村と連携のうえで現地災害ボランティアセンターの設置運

営を支援するとともに、様々な連絡調整や県全体の状況把握、情報発信等を統括的に行う。 

 

３ 県災害ボランティアセンター及び班の役割 

     イ  県内におけるボランティア活動に係る情報の集中化･一元化を行う。     

   ロ 報道機関等への情報提供及びボランティア活動関係の広報を行う。  

   ハ 被災地や被災者のボランティアニーズを把握するとともに、県社協の協力を得ながら県内

外から参加するボランティア･ＮＰＯ等の受入に関する総合調整を行う。 
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     ニ  現地災害ボランティアセンターの機能を強化し効率的な運営を実現するため、社会福祉協

議会、ＮＰＯ等のボランティア団体等との情報共有の場を設定するなど、広域的な応援を迅

速かつ効率的に受け入れる体制を構築する。大規模災害においては、全国災害ボランティア

支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）等による支援の総合調整を行う。 

    ホ  大分県の標準マニュアルである『大分県災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル』

を受けて、各市町村が定めるマニュアルに基づき、市町村社協などが設置する現地災害ボラ

ンティアセンターへ地区災害対策本部被災者救援班員を派遣し、現地活動の支援を行う。 

     へ  公共機関･ライフラインの復旧状況や行政施策の動向など、ボランティア活動に必要な情

報について、適時･的確に現地災害ボランティアセンター等に提供する。 

     ト  被害が甚大で、災害ボランティアセンターの設置が困難な地域については市町村等からの

要請に基づき、県社協が中心となって現地災害ボランティアセンターを設置し、県職員の派

遣も上記ホに準じて行う。 

     チ ボランティア･ＮＰＯ等が被災地もしくはその周辺で独自に活動拠点を設置する場合に

は、現地災害ボランティアセンターと連携の調整を行う。 

     リ 現地災害ボランティアセンターの運営や活動に必要な各種資機材については、被災地及び

被災者の状況等を勘案し、県保有分を速やかに現地災害ボランティアセンターに搬入すると

ともに、その他必要分については、各種支援団体等の協力を得てその調達に努める。 

 

４ 現地災害ボランティアセンターの役割 

イ 被災者ニーズ把握システムを活用し、被災地及び被災者のニーズを迅速、効率的に把握す

るとともに、市町村災害対策本部との協働により、支援の「もれ・むだ」がないよう確実に対

応する。 

ロ 被災地及び被災者の適時・的確な支援を実現するため、ボランティア・ＮＰＯ等の専門性

や特性等を考慮したうえで受入及び配置を調整する。 

○一般ボランティア・ＮＰＯ活動例 

  ・清掃作業及び簡易な防疫作業 

  ・危険を伴わない範囲での片付け作業 

  ・救援物資の搬入、仕分及び配布 

  ・その他被災者の生活支援に関する活動 

○専門ボランティア・ＮＰＯ活動例 

  ・生活支援ニーズの把握 

  ・被災者の健康管理やカウンセリング 

  ・災害応急対策物など資材の輸送 

  ・被災建築物等の復旧作業に係るアドバイス 

  ・外国人に対する通訳 
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  ・歴史資料の救出や修復 

  ・その他災害救助活動等に関して専門的な資格や技術などを要する活動 

ハ ボランティア・ＮＰＯ等の安全確保に努めるとともに、ボランティアの健康管理に十分配

慮する。また、ボランティアにボランティア保険への加入を推奨する。 

なお、県社協が九州社会福祉協議会連合会や全国社会福祉協議会に対し広域応援を要請した

場合は、当該団体との情報共有や連携を図るものとする。 
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第１３節 帰宅困難者対策 

 

 都市部には、通勤・通学、買い物、旅行者等の多くの人が流入、滞在しているが、大規模な災害

が発生した場合、交通機能停止等により自宅に帰ることができない人々（以下「帰宅困難者」とい

う。）が多数発生することが予想される。本節では、このような帰宅困難者への対応等ついて定め

る。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

○交通機能が停止した場合の行動に関する情報提供＜広報・情報発信班、地区災害対策本部庶

務班＞ 

○交通情報の収集・提供、徒歩帰宅者に対する情報提供地点の確保及び誘導 

＜総合調整室情報収集班、治安対策部交通班、地区災害対策本部庶務班・被災者救援班＞ 

 

○帰宅のための支援方針の決定 

                                           ＜総合調整室統括スタッフ会議、市町村＞ 

○バス、海上及び水上輸送等の代替交通手段の確保のための交通事業者との調整 

                                                      ＜通信・輸送部輸送･調整班＞ 

○帰宅途中で救護が必要になった人の救護、避難所等への誘導 

             ＜治安対策部交通班、地区災害対策本部被災者救援班・保健所班、市町村＞  

 

 

１ 基本方針 

 帰宅困難者への対応は、安否確認の支援、被害情報の伝達、避難場所の提供、帰宅のための支

援等、多岐にわたる。 

 このため、事業所や学校などの組織では、災害発生時には、組織の責任において安否確認や交

通情報等の収集を行い、災害状況を十分に見極めたうえで、従業員、学生、顧客等の扱いを検討

する。 

 帰宅困難者対策は、行政のエリアを越え、かつ多岐にわたる分野に課題が及んでいることから、

県や市町村、事業所、防災関係機関が相互に連携・協力し、災害発生時における交通情報や食料

・飲料水の提供、従業員や学生等の保護などについて、支援体制の構築を図っていくものとする。 

 

２ 対策の実施 

（１）県民、事業所等への啓発 
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 県、市町村及び防災関係機関においては、県民・事業所等に対して、各種の手段により、鉄

道運行状況、道路交通情報、徒歩帰宅に必要な装備、家族との連絡手段、徒歩帰宅経路等につ

いて必要な情報を提供するものとする。 

（２）代替交通手段の確保 

 総合調整室統合スタッフ会議及び市町村は、帰宅のための支援方針を決定するとともに、通

信・輸送部輸送･調整班は、鉄道途絶等の際のバス運送海上及び水上交通など、代替交通手段

を確保するため、必要に応じて九州運輸局、隣接する県・市町村及び交通事業者と調整を図る

ものとする。
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第１４節 応急用・復旧用物資及び資機材調達供給 

 

 災害に際し、必要とする応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給は、この節の定めるところに

より実施する。 

＜ ＞内は主に担当する班等 

＊市町村その他の防災関係機関からの応急用・復旧用物資及び資機材の調達確保要請の受付け

＜総合調整室情報収集班、地区対策本部庶務班＞ 

  ＊応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給＜支援物資部支援物資班＞ 

 

 

１ 応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給の基本方針 

 災害時において、必要な応急用・復旧用物資及び資機材は、それぞれの防災関係機関において

調達供給を実施するものとし、県は防災関係機関からの要請等に応じて、当該物資及び資機材の

生産、販売集荷等を行う業者に協力を求めて、調達供給を実施するものとする。ただし、大規模

な災害の発生等により、特に必要があると認めるとき又は緊急に確保する必要があるときは、法

令の規定に基づき関係業者等に対しこれらの物資及び資機材の保管を命じ又は収容のうえ調達供

給する。 

 

２ 県における応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給対策 

 県による応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給が必要と判断される場合又は市町村その他

の防災関係機関から要請があった場合には、次のように対処する。 

（１）備蓄物資の供給 

支援物資部支援物資班は物資及び資機材の供給を行い、又は指定地方行政機関の保有する物

資及び資機材の供給を求める。 

（２）流通在庫又は生産業者からの調達 

県支援物資部支援物資班は、あらかじめ流通業者と締結した協定等に基づき物資及び資機材

の確保を図るとともに、供給計画を作成し、その進行管理を行う。 

（３）県内市町村、九州・山口各県、他都道府県への応援要請 

「第２章第７節 広域的な応援要請」に準ずる。 

（４）応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給順序 

応急用・復旧用物資及び資機材は、県内業者等により調達供給し、さらに不足するものにつ

いては県外業者等から調達供給するものとする。なお、県外業者等から調達供給する場合は、

当該地の都道府県知事又は九州経済産業局長に依頼する。ただし、緊急の場合はこの限りでな

い。 
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３ 指定地方行政機関が実施する物資及び資機材の調達措置 

（１）指定地方行政機関は、県の行う物資及び資機材の調達供給措置に協力する。 

（２）その他の防災関係機関において、応急用・復旧用物資及び資機材の確保が著しく困難である

ために、応急措置の実施に支障をきたすおそれがあると認めるときは、知事又は指定地方行政

機関の長に対し必要な物資及び資機材の調達あっせんを求め、その調達供給を行う。 

（３）九州経済産業局は、防災関係物資及び資機材の適正な価格による円滑な供給の確保を図るた

め必要な措置を行うものとする。 
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第１５節 交通確保・輸送対策 

 

 災害時において、交通施設の被害状況を迅速に把握し、これに対する応急措置の実施等、必要な

応急対策要員の移送、応急対策用資機材、生活必需物資等の輸送は、この節に定めるところによっ

て迅速かつ的確に実施する。 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

＊災害対策要員や、災害応急対策用資機材、生活必需品等の緊急輸送は、当該災害の応急措 

置を実施する防災関係機関がその全機能をあげて実施するものとする。 

 

＊陸上輸送体制 

○道路交通規制の実施及び緊急交通路の確保 

□交通状況についての情報収集・把握＜通信・輸送部輸送・調整班、治安対策部交通班＞ 

□交通規制の実施＜社会基盤対策部公共･土木施設班、治安対策部交通班、地区災害対策本

部社会基盤対策班＞ 

□緊急交通路の確保＜通信・輸送部輸送・調整班、社会基盤対策部公共･土木施設班、農林

水産基盤対策部農林水産基盤対策班、治安対策部交通班、地区災害対策本部社会基盤対策

班＞ 

□県民への交通規制情報の提供＜広報・情報発信班、地区災害対策本部庶務班＞ 

□緊急通行車両の確認と標章及び証明書の交付＜総務班、治安対策部交通班、地区災害対策

本部庶務班＞ 

 

○道路（緊急輸送道路）の応急復旧 

□交通施設の被害状況の把握＜社会基盤対策部公共･土木施設班、地区災害対策本部社会基

盤対策班＞ 

□交通施設の被害状況の警察署や関係機関への連絡＜総合調整室情報収集班、地区災害対策

本部庶務班＞   

□交通施設の応急復旧措置 

＜社会基盤対策部公共･土木施設班、地区災害対策本部社会基盤対策班＞   

□交通施設の被害状況等の一般への周知＜広報・情報発信班、地区災害対策本部庶務班＞ 

 

＊市町村、その他の道路管理者も同様の措置。 
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○輸送手段等の確保 

□車両（県有、県有以外の民間車両）の確保＜通信・輸送部輸送･調整班＞ 

□燃料の確保＜通信・輸送部輸送･調整班＞   

□自衛隊への応援要請＜総務班＞ 

 

＊海上輸送体制 

○船舶交通の制限等の実施＜海上保安部長（港長）＞ 

□船舶交通の制限等の実施＜海上保安部長（港長）＞ 

   

○港湾、漁港の応急復旧＜社会基盤対策部公共・土木施設班、農林水産基盤対策部農林水産基

盤対策班、地区災害対策本部社会基盤対策班＞ 

□港湾・漁港の被害状況の把握及び応急復旧措置 

 

 ＊市町村の漁港管理者も同様の措置。 

 

○輸送手段の確保＜総務班＞ 

□自衛隊や海上保安庁等の艦艇、船舶の協力要請   

   

＊航空その他輸送体制 

○必要に応じて関係機関へ要請＜総務班＞ 

  

＊その他 

 ○高速道路料金の免除措置手続き、（免除証明手続き）＜総務班＞ 
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１ 県と市町村等との役割分担 

（１）市町村の役割 

イ 市町村が災害応急対策を実施するために必要な輸送は、原則として市町村が行う。 

ロ 市町村長は、輸送の応援が必要なときは、県に対して必要な措置を要請する。 

（２）県の役割 

    県は、効率的な輸送を行うために、交通規制・交通量の状況、緊急輸送道路等の応急復旧の

状況等の情報を収集するとともに、緊急輸送ルートに関する情報伝達窓口を一元化（総合調整

室）し、輸送主体からの問い合わせに対して的確な情報伝達を行う。 

（３）国等の役割 

      防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な輸送は、それぞれの機関が行うものと

するが、特に必要な場合は、災害対策本部に必要な措置を要請する。 

 

２ 輸送の基準 

  輸送は、おおむね次の基準により実施するものとする。 

（１）第一段階 

イ 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

ロ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ハ 災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初動の応急対策に必要な要員、

物資等 

ニ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

ホ 輸送に必要な道路や防災上の拠点となる施設の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物

資 

（２）第二段階 

イ 上記（１）の続行 

ロ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ハ 被災地外へ搬送する傷病者及び被災者 

ニ 輪送施設（道路、港湾、漁港、ヘリポート等）の応急復旧等に必要な人員及び物資 

（３）第三段階 

イ 上記（２）の続行 

ロ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ハ 生活必需品 

 

３  市町村の地域内輸送拠点の設置 

予め市町村において選定した緊急輸送基地に、県等からの物資を輸送・集積し、各避難所への

輸送のための拠点とする。なお、被災又は地形等の理由から、隣接市町村の地域内輸送拠点を使

用することが効率的、効果的な場合は、通信・輸送部輸送・調整班が当該市町村に要請し、連携

して行う。 
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４ 災害救助法の規定による輸送 

災害救助法が適用された場合の輸送は、他の部局及び機関の要請を受けて通信・輸送部輸送･

調整班がこれを実施する。ただし、事態が急迫したため、知事の輸送措置を待ついとまがないと

き又は特別な事情があるときは、次の基準により市町村長が知事の委任を受けて、これを実施す

る。 

（１）輸送の範囲とその期間 

 

 

（２）輸送に要する経費の基準 

当該地域における通常の実費とし、おおむね次の経費とする。 

イ 輸送費（運賃） 

ロ 借上料 

ハ 燃料費 

ニ 消耗品器材 

ホ 修繕料 

（３）輸送実施市町村長の措置 

災害救助法に基づく輸送の実施についての必要な帳簿、証拠書類を整理保存する。 

 

５ 陸上輸送体制 

（１）道路交通規制の実施及び緊急交通路の確保 

イ 交通状況の収集・把握 
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通信・輸送部輸送・調整班及び治安対策部交通班は、関係機関の協力を得て、常に県内の

交通事情を収集、把握して総合調整室情報収集班に報告する。 

ロ 交通規制の実施 

（イ）交通規制の法的根拠等 

災害時の交通規制は、次の法令に基づき実施する。 

規制を実施 

す る も の 

規制の内容 

 

規 制 の 理 由 等 

 

規 制 対 象 

 

根 拠 法 令 

 

公安委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通行の禁止 

又 は 制 限 

 

 

 

 

 

道路における危険を防止し、その他交

通の安全と円滑を図り又は交通公害そ

の他の道路交通に起因する障害を防止

するため必要があると認めるとき 

 

 

 

歩 行 者 

車 両 等 

 

 

 

 

 

道路交通法 

第4条第1項 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

 

県内又は隣接若しくは近接する県の地

域に係る災害が発生し又はまさに発生

しようとしている場合において、災害

応急対策が的確かつ円滑に行われるよ

うにするため緊急の必要があると認め

るとき 

緊 急 通 行

車 両 以 外

の 車 両 

 

 

 

災害対策基

本法第7 6条

第 1 項 

 

 

 

警 察 署 長 

 

 

 

 

通行の禁止 

又 は 制 限 

 

 

 

所轄区域内の道路に災害による損壊等

危険な状態が発生した場合において、

その危険を防止し、その他交通の安全

と円滑を図るため必要があるとき 

歩 行 者 

車 両 等 

 

 

 

道路交通法 

第5条第1項 

 

 

 

警 察 官 

 

 

同 上 

 

 

災害発生時において道路の損壊その他

の事情により緊急措置を行う必要があ

るとき 

歩 行 者 

車 両 等 

 

道路交通法 

第6条第4項 

 

道路管理者 

 

同 上 

 

道路の破損、決壊その他の事由により

交通が危険であるとき 

同 上 

 

道 路 法 

第46条第1項 

（ロ）緊急通行車両以外の車両の交通規制 

公安委員会は、大分県又はこれに隣接し若しくは近接する県の地域に係る災害が発生し

又は発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるように

するため緊急の必要があると認めるときは、災害対策基本法第７６条第１項の規定により、

緊急輸送道路等を緊急交通路に指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限す
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る。また、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、道路管理

者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等

の移動等について要請するものとする。 

 

主要な路線 

 

 

主要な交差点等 

 

 

警察署等 

 

 

規 制 内 容 

 

大分自動車道        各IＣ  

高速道路      

交通警察隊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎緊急通行車両以外の 

 車両の通行禁止・制

限 

◎一般車両の迂回、誘 

 導 

 

 

 

 

 

 

東九州自動車道 各IＣ 

大分空港道路        各IＣ 

中九州横断道路 各IＣ 豊後大野      

国道１０号       

 

 

 

 

 

 

 

＊新山国大橋 中   津 

佐野、山下、岩崎、宇佐中入口 宇   佐 

堀 日   出 

九州横断道路入口、富士見通り 別   府 

西生石、大道入口、顕徳町 大 分 中 

央 

宮崎、米良入口 大 分 南      

久原 豊後大野      

番匠、＊大原   佐   伯 

国道５７号       ＊下菅生、天神 竹   田 

国道２１０号 

 

 

 

＊高井町、小ケ瀬 日   田 

新長野 玖   珠 

水分峠、医大挾間入口 大 分 南 

羽屋 大 分 中 

央 

国道２１１号 ＊夜明三叉路 日   田 

国道２１２号 ＊松原ダム入口 日   田 

国道２１３号 ＊山国大橋、豊陽 中   津 

国道３２６号 ＊上小野市 佐   伯 

国道３８６号 ＊夜明大橋北 日   田 

国道３８７号 ＊栃野 日   田 

国道４９６号 ＊山国バイパス 中   津 

県道別府一宮線 ＊長者原 玖   珠 

＊印のある交差点は、県境規制と兼ねる。 
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ハ 緊急交通路確保のための措置 

（イ）交通規制の方法 

緊急交通路における交通規制は、災害対策基本法施行令に基づく標示の設置又は警察官

の指示により行う。 

a．標示を設置して行う場合 

標示の設置位置は、交通規制の区域または区間の道路の入口やこれらと交差する道路と

の交差点付近とし、運転者に対し、緊急交通路における交通規制の内容を通知する。 

b．現場警察官の指示により行う場合 

緊急を要するため上記の標示を設置するいとまがないとき又は標示を設置することが

困難と認めるときは、現場の警察官の指示により規制を行う。 

（ロ）迂回路の指定 

緊急通行路が指定された際は、必要に応じて迂回路を設定する。 

（ハ）警察官の配置 

緊急交通路を確保するための警察官の配置は、主要交差点への重点配置など弾力的に運

用する。 

（ニ）交通検問所の設置 

緊急交通路が指定された際は、必要と認められる場所に交通検問所を設置し、緊急通行

車両の確認事務等を行うこととする。 

（ホ）警察官等の措置命令等 

警察官（警察官がその場にいない場合に限り､自衛官及び消防吏員｡以下「警察官等」と

いう｡）は､通行禁止等に係る区域又は道路の区間（以下「通行禁止区域等」という。）に

おいて、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の

実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、災害対策基本法第 76 条の３第１

項及び第２項の規定により、次の措置をとるものとする。 

a．当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付

近の道路外の場所へ移動し又は必要な措置を命ずること。 

b．上記の措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方

が現場にいないために当該措置をとることができないときは、自ら当該措置をとること。 

c．上記の措置をとる場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において、車両

その他の物件を破損すること。 

（ヘ）道路管理者、臨港管理者、漁港管理者による車両の移動等 

県が管理する道路について放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車

両の通行を確保するための必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う

ものとする。運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行うものとする。 

また、市町村に対し、その管理する道路について、必要に応じて、ネットワークとして

緊急通行車両の通行ルートを確保するために広域的な見地から指示を行うものとする。 

ニ 県民への交通規制情報の提供 

県は、国道、県道、市町村道の全面通行止等の道路規制情報を県ホームページなどにより
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一元的に発信する。また、広報・情報発信班、地区災害対策本部庶務班及び交通規制を実施

した機関（警察、道路管理者）は、交通規制箇所について交通情報板等を活用し、報道機関

に協力を求めるなど、積極的に県民に対し情報を提供する。 

ホ 緊急通行車両の確認と標章及び証明書の交付 

（イ）知事又は公安委員会は、交通規制が実施された場合に災害対策基本法施行令（昭和 37
年政令第 288 号）第 33 条に基づく緊急通行車両の確認を、次の部局において実施する。 

a．知事部局  総務班、地区災害対策本部庶務班 

b．公安委員会 治安対策部交通班、警察署、交通検問所 

（ロ）緊急通行車両の確認を実施する場合、届出済証の交付を受けている車両については他に

優先して行い、確認のために必要な審査は省略する。 

（ハ）緊急通行車両であることの確認を行った場合は、災害対策基本法施行規則（昭和 37 年

総理府令第 52 号）別記様式第３の標章及び第４の緊急通行車両確認証明書を交付する。 

（ニ）確認を行う車両は、国、県、市町村、指定公共機関、指定地方公共機関が災害応急対策

を実施するために必要な車両とする（自己保有、他者保有を問わない。）。 

（２）道路（緊急輸送道路）の応急復旧 

イ 交通施設の被害状況の把握 

  （イ）市町村における措置 

  a. 災害が発生した場合は、速やかに区域内の緊急輸送道路(第１５節交通確保・輸送対策

に定める緊急輸送路線とする。以下同じ)及びその他の主要道路の被災状況(破損、決壊、

流出等)を把握する。 

b. 区域内の緊急輸送路線の被災箇所を発見した場合は、その状況を速やかに 地区害対 

策本部庶務班及び警察署に通報する。この場合、所管する道路において旅客運送を営む

機関がある場合においては、その状況を当該機関に通報するように努めるものとする。

応急措置が完了し交通上支障がなくなった場合もまた同様とする。 

   （ロ）県における措置 

a. 地区災害対策本部における措置 

     災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、所管区域内の緊急輸送道路及びその他

の主要道路について地区災害対策本部社会基盤対策班がパトロール等を実施し、被災箇

所（道路上のがれきの状況、盛土・法面の崩壊の状況、段差の有無、橋梁被災の状況等）

を発見した場合は、その状況を速やかに地区災害対策本部庶務班及び土木建築部その他

の道路管理者並びに所轄の警察署に通報する。この場合、所管する道路において旅客運

送を営む機関がある場合においては、その状況を当該機関に通報するように努めるもの

とする。応急措置が完了し交通上支障がなくなった場合もまた同様とする。 

b. 災害対策本部における措置 

     （a）総合調整室情報収集班に主要道路の交通支障に関する報告又は通報があった場合は、          

これに対する必要な指示又は要請を行う。 
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    （b）把握した情報は、必要に応じ総合調整室情報収集班を通じて、一般にその状況を周

知させるものとする。 

c. 港湾施設の調査 

   災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、道路の調査後、必要に応じ地区災害

対策本部社会基盤対策班は港湾施設の被害状況調査を実施する。調査結果は、地区災害

対策本部庶務班を通じ、総合調整室情報収集班に報告する。 

  （ハ）その他の機関における措置 

    九州地方整備局各事務所、西日本高速道路株式会社等においてもその管理する主要道路

で、災害のため交通上支障が生じた場合、その状況を総合調整室情報収集班に通報し、応

急措置に努めるともに、所轄の警察署に対して通報する。 

  （ニ）九州・山口９県災害時応援協定による広域緊急輸送道路の状況確認  
   受援・市町村支援室広域受援助班は、社会基盤対策部に対し「九州、山口９県災害時

応援協定」に基づいた、「緊急輸送道路の確保についての実施要領」により、九州・山

口広域緊急輸送道路の被災状況や復旧状況を把握し、報告するよう要請する。 

  ロ 総合的な被災状況把握と交通施設の応急復旧方針の策定 

   （イ）交通施設の総合的な被災状況の把握 

   総合調整室応急対策調整班等は、必要に応じ上記（１．交通施設の被災状況の把握）や

第４節（災害情報・被害情報の収集・伝達）により報告を受けた各管理者毎の交通施設の

被災状況を総合的にとりまとめ、輸送計画等の基礎資料とする。 

  （ロ）緊急輸送道路の啓開及び応急復旧方針の策定 

総合調整室応急対策調整班、通信・輸送部通信班、社会基盤対策部公共･土木施設班、

農林水産基盤対策部農林水産基盤対策班等は、必要に応じ、自衛隊、緊急消防援助隊、警

察災害派遣隊等の救助のための緊急輸送や、被災者支援のための輸送拠点への輸送などの

各段階に応じ、上記により取りまとめた道路施設の被災状況を勘案（復旧時間、大型車の

通過可否、通行可能 交通量等）し、大分県道路啓開計画（平成 27 年６月策定）に基づき、

優先して啓開及び復旧する緊急輸送道路や主要道路を選定する。 

  ハ 交通施設の応急復旧 

  （イ）道路啓開及び復旧の体制の把握 

     社会基盤対策部公共･土木施設班は、必要に応じて土木事務所ごとに大分県建設業協会

各支部の会員の被災状況や啓開復旧体制（重機、作業員、運搬車、資材の確保）について、

支部または会員に直接聞き取り調査するなど、道路啓開や応急復旧を行う体制（人員や重

機等の量）を把握する。 

    また、九州地方整備局や西日本高速道路（株）の所管する道路の復旧計画・状況や九州

地方整備局などの資機材の貸与可能数について把握する。 

   （ロ）道路啓開の実施 

     地区災害対策部社会基盤対策班をはじめ各道路管理者は、上記で道路啓開を優先すると

された緊急輸送道路や主要道路をはじめ、所管する道路について早期に啓開を実施し、緊

急車両が円滑に走行できるよう点検を実施する。 
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     また、土木事務所は、必要に応じ他の土木事務所と連携し、道路啓開を実施する。 

   （ハ）応急対策の実施 

        各道路管理者は、所管する道路のなかで、流出した橋梁がある場合は、必要に応じ仮橋

の設置などを実施し、盛土や法面の崩壊がある場合は、必要に応じ仮設防護柵の設置など

を実施し、関係機関の協力を得て出来るだけ早急に応急対策を講じ、安全な輸送道路の確

保に努める。 

   （ニ）自衛隊への応援要請 

 道路管理者は、被害の状況や緊急性などを考慮し、道路啓開や応急対策などについて、

自衛隊の応援が必要な場合は、総合調整室情報収集班又は地区災害対策本部庶務班を通じ

て総務班に出動要請を依頼する。 

（３）災害時における交通マネジメント 

（イ）九州地方整備局は、災害復旧時に、渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経済活動

及び日常生活への交通混乱の影響を最小限に留めることを目的に、交通需要マネジメント

（※１）及び交通システムマネジメント（※２）からなる交通マネジメント施策の包括的

な検討・調整等を行うため、「災害時交通マネジメント検討会（以下、「検討会」という。）」

を設置する。 

  （ロ）県は、市町村の要請があったとき又は自ら必要と認めたときは、九州地方整備局に検討

会の開催を要請することができる。 

  （ハ）検討会において協議・調整を行った交通マネジメント施策の実施にあたり、検討会の構

成員は、自己の業務に支障のない範囲において構成員間の相互協力を行う。 

  （ニ）検討会の構成員は、平時からあらかじめ連携に必要な情報等を共有しておくとともに、

連携強化のための協議等を行うものとする。 

 

  ※１ 交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など、交通

行動の変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整を行うこと

により、道路交通の混雑を緩和していく取組 

  ※２ 交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される箇所において実効性を伴う通

行抑制や通行制限を実現することにより、円滑な交通を維持する取組 

（４）輸送手段等の確保 

  イ 車両の確保・配車 

   車両（県有車両、県有車両以外）の確保は、通信・輸送部輸送･調整班が担当し、災害対策 

本部及び地区災害対策本部各班からの要請に応じて配車を行うものとする。 

      なお、交通規制が実施されている場合、事前届出を行っていない車両も含め総務班、治安

対策部交通班及び地区対策本部庶務班は迅速に緊急通行車両の確認を行うものとする。 

   （イ）県有車両 

     a．車両の確保 

     通信・輸送部輸送調整班は、本庁又は各地区災害対策本部の車両保有状況を考慮し、使

用車両を決定し、配車するものとする。 

     b．輸送方法 

     輸送班を編制し、迅速かつ効率的に輸送するものとする。 

   （ロ）県有車両以外（公益社団法人大分県トラック協会等） 
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     a．車両の確保 

    公益社団法人大分県トラック協会（以下、「県トラック協会」という。）、赤帽大分

県軽自動車運送協同組合（以下、「赤帽県運送組合」という。）、一般社団法人大分県

バス協会（以下、「県バス協会」という。）、一般社団法人大分県タクシー協会（以下、

「県タクシー協会」という。）及び由布市災害ボランティアバイク隊 

（以下、「由布市バイク隊」という。）との間で締結した「緊急・救援輸送に関する協定」

（以下「車両協定」という。）第２条第１項に基づき、緊急・救援輸送を実施するうえで   

応援を必要とするときは、総務班は次に掲げる事項を明示して、文書（別紙１）により

要請するものとする。 

      ただし、文書をもって要請するいとまがない時は、口頭で要請し、その後速やかに文     

書を交付するものとする。 

            ＜明示事項＞ 

              ・災害の状況及び応援を要する事由 

              ・応援を必要とする車両数、車両種類及び人員等 

              ・物資積込み場所及び取り下ろし場所（物資輸送の場合） 

              ・輸送品目（品名及び数量）（物資輸送の場合） 

              ・輸送区間（人員輸送の場合） 

・輸送人員数（人員輸送の場合） 

・その他参考となる事項 

     b．輸送方法 

     a の要請に基づき、県トラック協会、赤帽県運送組合、県バス協会、県タクシー協会及

び由布市バイク隊は協会員等と調整のうえ協会員等の車両により輸送するものとする。 

     c．物資の輸送管理等業務に係る応援要請 

     輸送拠点において、物資の輸送管理等を行ううえで、輸送・物流に関する専門知識を有

する者の応援を必要とするときは、総務班が車両協定第２条第２項に基づき、県トラッ

ク協会及び赤帽県運送組合に必要な人員の派遣を要請するものとする。 

  ロ 燃料の確保 

     輸送に必要な燃料（軽油、ガソリン）については、大分県石油商業組合との間で締結した「災

害時における被災者の支援及び燃料の優先供給等に関する基本協定」（平成２６年５月）に基

づき確保する。この場合の調整窓口は支援物資部・支援物資班とする。 

   ハ 自衛隊への応援要請  

道路が寸断され、陸上輸送では物資輸送に支障を来す場合は、総務班が自衛隊に応援要請

し、ヘリコプター等により輸送する。 

ニ 輸送経路の選定 

輸送・調整班は、交通規制や道路の被害状況等を考慮し、輸送経路を選定する。 

特に、災害発生直後等輸送経路の安全確保が確認できない場合、総合調整室応急対策調整班、 

情報収集班、社会基盤対策部公共・土木施設班、治安対策部交通班、輸送を要請した班等と協

議の上、安全な輸送経路の確認を行う。 
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６ 海上輸送体制 

（１）海上交通規制及び海上輸送路の確保 

  イ 被災区域の交通規制 

   災害により航路障害となる事態が発生し、港内において船舶交通の安全確保のため必要が

ある場合は、海上保安部長（港長）において航路又は区域を指定し、船舶の航泊を禁止し又

は制限する。 

  ロ 交通規制の周知 

 交通規制の伝達方法は、巡視船艇により実施するほか、報道機関に協力を求めるものとす

る。 

  ハ 海上輸送路の確保 

  （イ）港湾及び漁港の管理者（以下「管理者」という。）は、海上保安庁、市町村、自衛隊等

の協力を得て可航水域、港湾等の施設の被害へ復旧の見込み等緊急輸送に必要な情報を把

握し、総合調整室情報収集班又は地区災害対策本部庶務班に報告する。 

  （ロ）通信・輸送部輸送・調整班は、港湾施設等の被害状況の情報に基づき、海上保安部等と

連携を図り、海上輸送ルートを定める。 

  （ハ）管理者は、自衛隊、大分海上保安部の協力を得て、港内の航行可能路を選定するととも

に海上輸送ルートの確保に努める。 

（２）港湾、漁港の応急復旧 

   港湾の応急復旧については、各港の港湾ＢＣＰに従い、航路啓開や応急復旧の体制確保に努

める。 
イ 緊急輸送港啓開の実施 

  管理者は、九州地方整備局及び海上保安庁等関係機関の支援を受け、緊急輸送港の被害状

況、障害物の状況を把握し、警察、自衛隊、消防機関及び占用工作物管理者及び船舶運航者

等の協 力を得て啓開作業を実施する。 

  ロ 復旧作業の実施 

   管理者は、緊急輸送港の被災箇所について、早期に機能回復できるよう、復旧工事を実施  

する。 

  ハ 係留許可 

  管理者は、緊急性・重要性を考慮して、二次災害防止を踏まえて係留許可を行う。 

  ニ 障害物集積場所の確保 

  管理者は、港湾・漁港施設公共用地等を利用して、回収した障害物の集積場所を確保する。 

（３）輸送手段の確保 

海上輸送は、海上自衛隊、海上保安庁、大分海上保安部から派遣要請を受けた大分県水難救

済会、防災関係機関等及び民間の協力を得て次の船舶等により行う。 

  イ 自衛隊の艦艇及び航空機 

  ロ 海上保安庁の船艇及び航空機 

  ハ 大分海上保安部から派遣要請を受けた大分県水難救済会所属救助船 
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  ニ その他防災関係機関及び民間船舶 

（４）集積場所の確保 

管理者は、港湾・漁港施設、公共用地等を利用して物資の集積場所を確保する。 

 

７ 航空輸送体制 

（１）大分空港事務所は、災害により大分空港が被災した場合、平成 25 年 12 月に策定した大分

空港津波早期復旧計画に基づき、航空輸送の拠点としての機能を発揮できるよう、関係機関

と連携し、早期の復旧に努めるものとする。 

また、航空交通の障害が発生した場合、航空機の安全運航の確保及び秩序を維持するため

に必要な措置を講じる。 

（２）大分空港事務所は、防災関係機関から航空輸送についての要請があった場合は、関係航空各

社に要請内容を伝え、輸送に協力するものとする。 

なお、津波の来襲するおそれがある場合、速やかに飛行場の閉鎖を行うとともに、利用者に

対し、その旨を周知するものとする。 

（３）航空輸送に当たっては、自衛隊やその他の航空機保有機関、陸上輸送関係機関等とも調

整・連携を図るとともに、輸送内容や輸送先に応じて、航空機（固定翼、回転翼等）を効

果的・効率的に運航するよう努めるものとする。 

 

８ 輸送実施機関の相互協力 

広範囲にわたる災害時に応急用・復旧用物資及び資機材を輸送する場合は、防災関係機関は相

互に協力するものとし必要に応じてその車両人員等を他の機関の応援のため派遣するものとす

る。 

なお、防災関係機関が輸送を実施する場合は、公安委員会に対しあらかじめ輸送の日時、発着

地、経路、理由、輸送品目等を申し出て当該輸送区間における緊急通行車両以外の車両通行禁止

又は制限を申し出るものとする。 

 

９ 防災関係機関が実施する輸送協力等 

（１）九州運輸局大分運輸支局は、民間輸送車両や船舶の確保を行い、輸送実施機関からの要請に

応じて供給又はあっせんする。 

（２）運送事業を実施する指定公共機関（日本通運㈱大分支店）及び指定地方公共機関（県バス協

会、大分交通㈱、大分バス㈱、日田バス㈱、亀の井バス㈱、県トラック協会）は、輸送実施機

関からの要請に応じて、その輸送業務に積極的に協力するものとする。 

（３）九州旅客鉄道㈱大分支社は、輸送実施機関からの要請に応じて、人員の輸送を実施する。輸

送実施機関は、発駅、着駅人員等の別のほか臨時列車（希望時刻を申し出る）又は定期列車の

別を電話又は書面にて大分支社（運輸課）又は駅に申し込むものとし、15 人以上の場合は所定

の団体割引の運賃により実施する。 

なお、地震発生時、走行路線に津波が来襲する危険度が高いと予想される区間がある場合等

は、運行の停止等の措置を講じるものとする。 

 (４) 日本貨物鉄道株式会社大分支社大分営業支店は、輸送実施機関からの要請に応じて、救援物

資の輸送を実施する。輸送実施機関は、災害発生地域等の事項を大分営業支店に申し出るもの
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とし、災害の程度に応じ一定の条件に従って割引運賃により実施する。 

 

１０ その他（高速道路料金の免除措置手続き） 

災害派遣等従事車両の高速道路料金の免除措置に係る手続きについては、県（総務班）が直接、

各高速道路株式会社と協議し、協議後に所要の事務を実施する。 

また、県（総務班）は、災害派遣等従事車両の申請があれば証明事務を行うことになる。 
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第１６節 広報活動・災害記録活動 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

○広報活動のための活動体制の確立 

□円滑な広報体制の確立と一元的情報提供＜広報・情報発信班＞ 

□報道機関への協力要請＜広報・情報発信班＞ 

□プレスルームの開設＜広報・情報発信班＞ 

□プレスルームの設置作業＜総務班、通信・輸送部通信班＞ 

□庁内の複写機、印刷業者の稼働状況の確認＜総務班＞ 

□多言語による広報体制の確立〈多言語情報センター〉  

 

○広報手段・方針の検討及び周知＜広報・情報発信班＞ 

□迅速、的確な広報方針及び手続を検討し、関係者伝達 

 

○広報する情報の集約及び広報＜広報・情報発信班＞ 

□総合情報室、各部における広報情報の集約 

□広報の実施 

□広聴活動の実施及び重要事項の関係部等への伝達＜情報収集班＞ 

 

○災害記録活動の展開＜総務班＞ 

□災害記録活動 

 

 

１ 広報活動・災害記録活動の基本方針 

 大規模な災害が発生した場合、県民生活の安定のためには、県民のニーズに対応した情報を、

県民が容易に知ることのできる方法で提供することが不可欠である。県では、被災者の情報ニー

ズを的確に把握し、要配慮者へも確実に広報が行われるようボランティア団体とも連携を図りな

がら、貼り紙、チラシ、立て看板、広報誌、広報車、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、

テレビ、新聞、インターネット（県庁ホームページ・SNS 等）、携帯電話事業者が提供する緊急

速報メール（エリアメール等）、ワンセグ放送、アマチュア無線局等多様な方法を用いて積極的

に広報活動を展開することとする。特に避難場所にいる被災者は情報を得る手段が限られている

ことから、被災者生活支援に関する情報については口頭・紙媒体の併用など、適切に情報提供が

なされるよう努めるものとする。 
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 さらに、災害の記録は、応急対策の教訓を見いだしそれを将来への財産とするために極めて重

要であり、きめ細かく記録するものとする。 

 

２ 県の広報活動・災害記録活動の措置 

（１）活動体制の確立 

 災害対策本部を設置した場合、県では迅速かつ的確に広報活動・災害記録活動を行うため、

以下の体制をとる。 

イ 報道機関への協力要請 

  広報・情報発信班は、報道機関に対して協力の要請を行う。 

ロ プレスルーム等の開設 

広報・情報発信班は、プレスルームを開設し、情報を一元的に発信する。 

    プレスルームの設置作業は、総務班及び通信・輸送部通信班が担当する 

ハ 庁内の複写機、印刷機器、印刷業者の稼働状況の確認 

  総務班は、庁内の複写機、印刷機器及び印刷業者の稼働状況の確認を行い、印刷物による

広報活動を迅速に行える体制を整える。 

ニ 多言語情報センターの設置 

    国際政策課内に、多言語情報センターを設置し、多言語による災害情報の発信、外国人か

らの問い合わせに対する電話対応を行う。 

（２）広報手段・方針の検討及び周知 

    広報・情報発信班は、災害の状況を踏まえ、当該災害における最も迅速かつ的確・計画的

な広報の方針及び手段を検討し、関係者へ伝達する。 

（３）広報する情報の集約及び広報 

イ 広報・情報発信班は、その時点で広報すべき情報は何かを検討し、その情報を収集する。 

ロ 広報・情報発信班は、集約した情報を、(2)に基づき広報する。なお、(被害が甚大であり

大量の広報を迅速に行う必要性がある場合等においては、(2)の検討において各部が独自に

対応することも考慮する。） 

ハ 多言語情報センターは、県災害対策本部の情報等を、原則、英語・中国語・韓国語・やさ

しい日本語によりインターネットを通じて広報する。 

（４）広報手段等 

主たる広報手段及び広報先は次によるものとし、多様な手段を活用する。なお、平常時から

活用することにより、災害時においても円滑に利用できるよう努めること。 

 

広 報 手 段 

 

広 報 先 

記者会見・発表、口頭、文書、インターネット（県庁ホームページ・SNS等）  
報 道 機 関 
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電話、庁内放送、各種広報紙、動画、文書、インターネット（県庁ホームペ

ージ・SNS等） 

庁 内 連 絡 

地 方 機 関 
 

広報車、有線放送、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、テレビ、緊

急速報メール、ワンセグ放送、各種広報紙、動画、インターネット（県庁ホ

ームページ・SNS等） 

 
一般住民・被災者 

 

広報車、電話、ラジオ、テレビ、各種広報紙（誌）、動画、文書 、インタ

ーネット（県庁ホームページ・SNS等） 

 

 
公 共 的 団 体 等 

 

口頭、文書、電話、広報紙（誌）、動画、スライド、新聞、スクラッ 

プ、インターネット（県庁ホームページ・SNS等） 

 
中 央 関 係 機 関 

 
 

 

（５）情報、資料の収集及び広報資料の作成 

イ 広報上の情報及びその資料の収集 

 

    ロ 広報資料の作成 

  災害広報資料は、おおむね次の内容により作成する。 

（イ） 日時、場所、主体、対象、理由、状態 

127



事故等災害対策編 第３部 共通する災害応急対策 
第２章 活動体制の確立 

第１６節 広報活動・災害記録活動 
 

 

（ロ） 記事、写真、動画、図表の整備、記事のほか添付資料の整備に留意する。 

（ハ） その他 

  広報内容に食い違い等が生じないよう各機関との情報及び資料の交換を密にする。 

ハ 報道機関に対する情報の提供. 

  報道機関に提供すべき広報資料は、おおむね次に掲げる事項とする。 

（イ） 災害の発生場所及び発生原因 

（ロ） 災害の種別及び発生日時 

（ハ） 被害の状況 

（ニ） 安否情報 

（ホ） 応急対策の状況 

（へ） 住民に対する避難指示及び避難場所等の状況 

（ト） 一般住民並びに被害者に対する協力及び注意事項 

ニ 職員に対する広報措置 

  広報・情報発信班が行った広報のうち必要と認められるものについては、情報共有データ

システム等の手段を用いて一般職員にも周知する。 

（６）各関係機関等に対する連絡 

 各班は、広報・情報発信班と連携し、特に必要がある場合は、県内の公共機関、各種団体、

重要な施設の管理者等に対し災害情報を提供する。 

（７）災害記録活動 

 各班は、現場において可能な限り、災害に関する記録の収集に努める。総務班はそれらを収

集し、記録として残すものとする。 

（８）安否情報の対応 

県及び市町村は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利

益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直

後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努

める。この場合において、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、消防機関、警

察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中に、配偶者からの暴

力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者等が含まれる場合は、その加害者

等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものと

する。 

 

３ 市町村の措置 

市町村における広報活動・災害記録の措置は、市町村地域防災計画の定めるところによるが、

特に要配慮者に対して迅速・的確な広報活動を行うための措置を定めておくものとする。 
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４ その他の主要災害対策機関の災害広報の措置 

その他の防災関係機関においても当該機関が所掌する事務に関し、自ら積極的に広報活動を行

うものとする。特に、九州電力㈱大分支店、西日本電信電話㈱大分支社並びに九州旅客鉄道㈱大

分支社をはじめとする公共交通機関においては、その被害状況、復旧状況、運行状況、利用にあ

たっての留意事項等に関する情報を、県・市町村とも連携を図りながら、以下により迅速・的確

に広報する。 

（１）テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、新聞等報道機関を通じての広報 

（２）広報車による広報 

（３）チラシ、貼り紙、立て看板による広報 

（４）インターネット（自社ホームページ、ツイッター、フェイスブック等のソーシャルメディ

ア等）を活用しての広報 

（５）市町村防災行政無線(同報系)を通じての広報(市町村へ依頼) 

（６）その他適切な広報媒体を通じての広報 
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第３章 生命・財産への被害を 

       最小限とするための活動 

 

 

 

 

 第１節 事故等災害に関する情報の収集･伝達 

  第２節 火災に関する情報の収集・伝達 

 第３節 避難の指示等及び誘導 

 第４節 救出救助 

 第５節 救急医療活動 

 第６節 消防活動 
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第１節 事故等災害に関する情報の住民への伝達 

 

 本節は、事故等災害による生命・財産への被害を最小限に止めるため、被害の未然防止、拡大防止を

住民に呼びかけるための情報の収集・伝達及び災害が発生する恐れがある異常な現象の通報に関する要

領等を定めるものである。 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○被害の未然防止、拡大防止の住民への呼びかけ＜広報・情報発信班＞ 

□報道機関、県民安全・安心メール、インターネット（ホームページ・SNS等）を通じた県

民一般への呼びかけ（必要に応じて、防災ヘリコプターの出動） 

 

＊市町村は、各市町村の防災情報提供メール（県民安全・安心メールを含む）、移動通信事

業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、インターネット（ホームページ・SNS

等）、防災行政無線、広報車等により呼びかける。 

 

 

○災害が発生するおそれがある異常な現象の通報受信・伝達 

□市町村からの通報受信体制の整備＜総合調整室情報収集班、地区災害対策本部庶務班＞ 

□市町村から受信した情報の大分地方気象台への伝達＜総合調整室情報収集班＞ 

□市町村から受信した情報の関係部局への伝達＜総合調整室情報収集班＞ 

＊市町村は、住民等からの通報の受付及び関係機関への伝達を行う。 

＊住民等からの通報を受けた警察官、海上保安官は、その情報を遅滞なく市町村に通報する。 

 

 

 

１ 被害の未然防止、拡大防止のための住民への呼びかけ 

（１）基本方針 

     県内で事故等災害が発生し又は発生することが予想される場合、県及び市町村は、住民に対

して危険箇所からの避難など、被害の未然防止、拡大防止を促す呼びかけを行い、住民に注意

を喚起することとする。 

（２）県の措置 

     県内で事故等災害が発生し又は発生することが予想されると判断した場合(第 2 章第 4 節参

131



事故等災害対策編 第３部 共通する災害応急対策 
第３章 生命・財産への被害を最小限とするための活動 

第１節 事故等災害に関する情報の住民への伝達 
 

 

照)、総合調整室情報収集班は報道機関、県民安全・安心メール、インターネット（ホームペー

ジ・SNS 等）を通じて県民に注意を呼びかけ、被害の未然防止、拡大防止を図る。その際、要

配慮者、帰宅困難者等にも的確に呼びかけができるよう配慮する。 

（３）市町村の措置 

     市町村は、県等から特別警報、警報の発表について伝達を受けた場合(第 2 節第 4 節参照)、

市町村内で災害の発生するおそれがあると判断した場合、市町村防災行政無線、各市町村の防

災情報提供メール（県民安全・安心メールを含む）、移動通信事業者が提供する緊急速報メー

ル（エリアメール等）、広報車、インターネット（ホームページ・SNS 等）を用いて住民に注

意を呼びかけ、被害の未然防止・拡大防止を図る。その際、要配慮者、帰宅困難者等にも的確

に呼びかけができるよう配慮する。 

 

２ 災害が発生するおそれがある異常な現象の通報(災害対策基本法第 54 条) 

（１）基本方針 

     災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、速やかに市町村長、警察官、海上

保安官に通報しなければならない。通報を受けた警察官、海上保安官は、その旨を速やかに市

町村長に通報する（災害対策基本法第 54 条）。 

（２）市町村の措置 

     発見者、警察官、海上保安官から通報を受けた市町村長は、速やかにその概況を把握確認の

うえ、被害を受けるおそれのある地域の住民に周知するとともに、次により関係機関に通報し

必要な措置を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県の措置 

     市町村長からの通報は、総合調整室情報収集班及び地区対策本部庶務班で受信し、関係部に

伝達して必要な措置を求める。 

発
見
者 

市 町 村 長 

地区災害対策本部 
庶務班 

大 分 海 上 保 安 部 
海上保安署・分室 

警 察 署 

第七管区海上保安本部 

警 察 本 部 

その他関係機関 

大 分 地 方 
気 象 台 

警察官 
もしくは 
海上保安官 

総 合 調 整 室 
情 報 収 集 班 
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第２節 火災に関する情報の収集・伝達 

 

 火災による生命・財産への被害を最小限に止めるため、火災に関する情報の収集・伝達は、この

節に定めるところによって実施する。 

○消防法に基づく火災気象通報及び火災警報の収集・伝達 

○被害の未然防止、拡大防止を住民に呼びかける情報の収集・伝達 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○被害の未然防止、拡大防止の住民への呼びかけ＜総合調整室情報収集班＞ 

  □報道機関、県民安全・安心メール、インターネット（ホームページ・SNS等）を通じた県民

一般への呼びかけ 

    （必要に応じて、防災ヘリコプターの出動） 

  ＊市町村は、防災行政無線、各市町村の防災情報提供メール（県民安全・安心メールを含む 

    移動通信事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、インターネット（ホームペ

ージ・SNS等）、広報車等により呼びかける。 

 

○災害が発生するおそれがある異常な現象の通報受信・伝達 

  □市町村からの通報受信体制の整備＜地区災害対策本部庶務班＞ 

  □市町村から受信した情報の大分地方気象台への伝達＜総合調整室情報収集班＞ 

  □市町村から受信した情報の関係部局への伝達＜総合調整室情報収集班＞ 

  ＊市町村は、住民等からの通報の受付及び関係機関への伝達を行う。 

  ＊住民等からの通報を受けた警察官、海上保安官はその情報を遅滞なく市町村に通報する。 
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１ 火災気象通報及び火災警報の収集・伝達 

（１）基本方針 

     火災による県民の生命・財産への被害を最小限とするため、大分地方気象台、県、市町村は

迅速かつ的確に火災気象通報及び火災警報の伝達を行う。 

 

 

 ○火災気象通報：消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに大分

地方気象台が知事に対して通報し、知事は、市町村長や消防本部等に伝達する。 

 ○火 災 警 報：市町村長が知事から火災気象通報を受けたとき、又は気象状況が火災の予防上

危険であると認めるとき、消防法の規定により一般に対して警戒を喚起するた

めに行う警報をいう。 

 

 

（２）火災気象通報及び火災警報の伝達系統 

 

 

 

（３）火災警報の周知方法 

イ 主要公共建物の掲示板に必要な事項を掲示 

ロ 警報信号の使用(消防法施行規則別表第 1 の 3) 

ハ 主要地域における吹流しの掲揚 

ニ 防災行政無線による放送 

ホ その他広報車による巡回宣伝 

  その他必要な事項は、市町村地域防災計画の定めるところによる。 

 

２ 被害の未然防止、拡大防止のための住民への呼びかけ 

（１）基本方針 

     火災気象通報を受けたとき、又は気象状況が火災の予防上危険であると認めるとき、市町村

は、住民に対して火の元の確認など被害の未然防止、拡大防止を促す呼びかけを行い住民に注
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意を喚起することとする。 

（２）県の措置 

      総合調整室情報収集班は、大分地方気象台から火災気象通報を受けた場合、市町村に対して

これを直ちに県防災行政無線一斉ファックスにより伝達し、注意を促す。 

（３）市町村の措置 

     市町村長(市町村の規則により委任を受けた消防長)は、防災行政無線、広報車等を用いて住

民に対して火の元の確認などを呼びかけ、被害の未然防止・拡大防止を図る。その際、聴覚障

がい者、視覚障がい者、外国人にも的確に呼びかけができるよう配慮する。 

 〔呼びかけの例〕 

   こちらは○○市町村です。 

   消防本部からお知らせします。 

   只今、乾燥注意報が発令されています。 

   空気が乾燥し、火災の起こりやすい状態です。 

   たき火やタバコの投げ捨てはやめましょう。 

   お休み前にもう一度、火の元の点検を行いましょう。 

   以上○○市町村でした。 
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第３節 避難の指示等及び誘導 

 

 災害に際し、危険な地域又は危険が予想される地域にある居住者、滞在者等を安全な地域に誘導

し又は安全な場所に収容するなどの身体、生命の保護は、この節の定めるところによって実施する。  

なお、本節では、避難の指示及び避難誘導について定め、避難所の運営に係る活動については第 4

章第 1 節に定める。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

市町村長は、避難の指示及び避難誘導の第一次責任者として警察官、海上保安官、知事及び

自衛官等の協力を求め、常に適切な措置を講ずる。 

警察官及び海上保安官は、市町村が実施する避難の指示及び避難誘導に積極的に協力する。 

なお、市町村長又はその委任を受けた市町村職員等において、避難を指示するいとまがない

とき又は市町村長から要求があったときは、当該現場にある警察官及び海上保安官は、自らの

判断により必要と認める居住者・滞在者・その他の者に対し避難のための立退きを指示する。 

 

○避難誘導 
□市町村が行う避難誘導への支援・応援協力 

 
□県立社会福祉施設、県立学校、その他県立施設の入所者等の避難誘導 

 

○避難状況に関する広報＜広報・情報発信班＞ 
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１ 避難指示・措置の責任体制 

   災害の危険のある場合、必要と認められる地域の居住者、滞在者その他の者に対し、立退きを

指示する等の避難措置は、関係法令に基づきそれぞれの実施責任者が時期を失しないよう必要な

措置をとらなければならない。 

特に市町村長は、避難措置実施の第一次責任者として警察官、海上保安官、知事及び自衛官等

の協力を求め、常に適切な措置を講ずるものとする。また、必要に応じて、対象地域、判断時期

等について、関係機関に対して助言を求めるものとする。 

 

２ 避難指示等の基準 

   避難措置は、おおむね次の方法に基づき、当面する責任者が関係機関の協力を得て実施するも

のとする。 

     特に、避難指示等の発令時には、サイレン音を使用するほか、多種多様な手段を用いて、確実

に住民に情報伝達を行うものとする。 

（１）避難措置の区分 

イ 避難指示 

     火災の延焼等のおそれがあるときは、危険地域の住民等を安全な場所に避難させる。 

     火災の延焼が間近に迫ったり有毒ガスが発生するなど著しく危険が切迫していると認めら

れるときは、危険地域の住民等を速やかに近くの安全な場所に避難させる。 

ロ 警戒区域の設定 

     災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する

危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事

する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し又は当該区域からの退

去を命ずる。 

（２）避難指示等の情報伝達 

    イ 避難指示等の発令時は、従来のアナウンスに加え、水防信号規程に定める第４信号（風水

害編第 3 部 3 章第 3 節 12 参照）により、住民に周知する。 

ロ 災害対応支援システムで入力した避難指示等の情報は、自動的に各種メールで一斉配信を

行うことにより、確実な伝達を行う。 

（３）避難経路及び誘導方法 

イ 突発的災害の場合の避難者については、特に誘導責任者・誘導員が充分な連絡のもとに強

い意思をもって誘導にあたり、住民及び群衆の無秩序な行動を防ぐことに努める。 

ロ 避難者の誘導にあたっては、要配慮者に配慮する。 

ハ 避難者が自力によって立退きが不可能な場合は、車両、船艇等により救出する。 

ニ 避難が遅れた者を救出する場合、市町村において処置出来ないときは、直ちに県又はその

他の機関に援助を要請する。 
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ホ 避難者の誘導の経路はでき得るかぎり危険な橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれの

ある場所を避け、安全な経路を選定する。この場合、なるべく身体壮健者等に依頼して避難

者の誘導監視措置を講ずる。 

へ 危険な地点には、標示、なわ張り等を行うほか、夜間にあっては、特に誘導員を配置して

安全を期する。 

ト 避難誘導は、避難先におけるその他の救助措置等を考慮して、なるべく自治会、町内会単

位で行う。 

チ 避難者の携行品は、貴重品(現金、預金通帳、印鑑、有価証券等)、手拭、チリ紙等とし、

その他は最小限の着替え、日用の身廻り品とする。なお、服装はでき得るかぎり軽装とし、

素足を避け、必ず帽子、頭布等をつけ、雨合羽又は外とう等防雨防寒衣を携行する。 

リ 避難を指示するための信号はおおむね水防信号における避難信号とし、あらかじめ関係者に

周知しておく。 

（４）避難場所の指定 

     避難場所は、あらかじめ指定した場所を原則とするが、次の点に留意する。 

イ 避難場所の開設に当たって、市町村長は、避難場所の管理者、専門技術者等の協力を得て、

二次災害のおそれがないかどうかを確認する。 

ロ 被災市町村の区域内に避難収容施設が得られない場合は、隣接市町村に対し避難収容施設の

提供あっせんを求める。 

（５）避難者に周知すべき事項 

避難の指示等を行う場合は、状況の許す限り、次の事項が避難者に徹底されるように努める。 

イ 避難すべき理由(危険の状況) 

ロ 避難の経路及び避難先 

ハ 避難先の給食及び救助措置 

ニ 避難後における財産保護の措置 

ホ その他 

（６）学校、社会福祉施設等における避難 

イ 児童・生徒の避難措置については、秩序が乱れて混乱することのないよう、管理者が特に 

避難対策について、常に検討し安全な方法を考慮しておく。 

ロ 各学校・施設ごとに次のことを定め、徹底しておく。 

（イ）避難実施責任者 

（ロ）避難の順位 

（ハ）避難誘導責任者及び補助者 

（ニ）避難誘導の要領及び措置 

（７）車両等の乗客の避難措置 

イ 車両等の乗客に対する避難措置は、それぞれの乗務員の指示により迅速かつ的確を期する
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ものとする。 

ロ 天災その他の理由により、輸送の安全を確保できない場合は、当該車両の乗務員は、速や

かに当該車両等を停車させた地域の市町村長に対し、避難措置等について必要な協力の要請

を行うものとする。 

 

３ 市町村の実施する避難措置 

（１）市町村の区域内において災害の危険がある場合、必要と認める地域にある居住者、滞在者そ

の他の者に対し避難措置を実施するとともに、必要に応じてその立退き先を指示する。 

（２）避難措置を実施しようとするときは、当該現場にいる警察官・海上保安官等のほか、指定避

難場所の管理者又は占有者にあらかじめ必要な事項を通報するものとする。 

（３）避難措置を実施したときは、速やかにその内容を総合調整室情報収集班又は所管の地区災害

対策本部庶務班に報告しなければならない。 

（４）避難の必要がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。 

（５）市町村は、避難措置の実施に関し、「市町村地域防災計画」に、次の事項を定めておかなけ

ればならない。 

イ 避難措置に関する関係機関の連絡方法 

ロ 避難措置を実施する区域別責任者(市町村職員等の氏名) 

ハ 避難の伝達方法 

ニ 地域ごとの避難場所及び避難方法 

ホ その他の避難措置上必要な事項 

 

４ 警察官、海上保安官及び自衛官の行う避難措置 

（１）警察官又は海上保安官は、市町村長が避難のための立退きを指示することができないと認め

るとき又は市町村長から要求があったときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者

に対し、避難のための立退きを指示することができる（災害対策基本法第 61 条）。 

   この場合において、当該指示をしたときは、速やかに市町村長に指示した日時、居住者等、

立退き先を通知しなければならない。 

（２）警察官は、(1)の避難の指示のほか、警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）第 4 条の

規定により、極めて危険な状態が切迫するなど特別な状況下においては、被害を受ける者に対

し避難の措置をとることができる。 

   この場合においては、公安委員会に報告しなければならない。 

（３）警察官又は海上保安官は、市町村長若しくはその委任を受けて市町村長の職権を行う市町村

の吏員が現場にいないとき又はこれらの者から要求があったときは、警戒区域の設定を行うこ

とができる（災害対策基本法第 63 条）。 

   この場合において、警察官又は海上保安官は、直ちにその旨を市町村長に通知しなければな
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らない。 

（４）災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市町村長若しくはその委任を受けて市町村長の職

権を行う市町村の吏員、警察官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定

並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令を行うことができる（自衛隊法第 94 条）。 

   この場合において、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちにその旨を市町村長に通

知しなければばらない。 

 

５ 県の実施する避難措置 

（１）知事による避難の指示等の代行 

     知事は、県内で災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部又 は

大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難のための立退きの指示に関する措置の

一全部又は一部を当該市町村長に代わって実施するものとする（災害対策基本 法第 60 条）。 

（２）避難のための立退きの指示 

     災害により、著しく危険が切迫していると認められるときにおいて当該区域の居住者に対す

る避難のための立退きの指示は、第 1 次的には当該区域を管轄する市町村長がこれを実施する

ものとし、県(知事)は、防災上特に重要な地域に、必要な職員を派遣し、市町村長若しくはそ

の委任を受けた市町村職員の実施する避難のための立退きについて指導し、又は自らが実施す

る避難措置について協力させるものとする。（この場合、避難のための立退きを指示した市町

村長は、その内容を速やかに所轄警察署長並びに所轄地方機関を通じて県(知事)に報告するも

のとする。 

（３）市町村が行う避難誘導の指導・応援協力 

      市町村のみでは対応が困難と判断される場合、地区災害対策本部庶務班は市町村の行う避難

誘導が円滑に行われるよう次の措置をとる。 

  イ 管内市町村の避難指示の状況を把握し、総合調整室情報収集班に報告する。 

ロ 市町村から資機材、人員の提供等協力要請があった場合、必要な応援を行う。 

（４）県立社会福祉施設、県立学校、その他県立施設の入所者等の避難誘導 

県立社会福祉施設、県立学校、その他県立施設の管理者は、必要と認める場合、２の（５）

に基づき入所者等を屋外等の安全な場所に避難させる。避難を行った場合、その旨を総合調整

室情報収集班又は、地区災害対策本部庶務班に通報する。地区災害対策本部庶務班は、２の（２）

に準じて避難誘導の指導・応援を行う。 

（５）避難状況に関する広報 

     総合調整室情報収集班は、災害対策本部各部及び地区災害対策本部庶務班から避難に関する

情報を入手し、広報・情報発信班を通じて報道機関に広報を依頼して、一般に広報を行う。 
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６ 避難指示等の解除 

避難指示等を解除する場合は、十分に安全性の確認に努めるものとする。 
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第４節 救出救助 

 

 事故等災害によって被災した者、危険な地域に孤立した者等の救出救助及び医療機関への搬送に

ついては、この節の定めるところによって実施する。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○要救出救助現場の状況把握＜総合調整室応急対策調整班＞ 

＊情報の収集は「第２章第４節 災害情報・被害情報の収集・伝達」に基づく。 

 

○応援の必要性と応援要請先について検討＜総合調整室総括スタッフ会議＞ 

 

 応援が必要と判断された場合 

○応援の受け入れ方法について検討＜消防保安室＞ 

□交通ルートの検討（第２章第４節の情報に基づく） 

□応援隊の集結場所、活動拠点の検討 

 

○応援要請 

□消防庁（緊急消防援助隊等）＜消防保安室＞ 

□自衛隊（第２章第９節に基づく）＜総務班＞ 

□警察庁（警察災害派遣隊）＜警察本部＞ 

□被災地外県内消防本部＜総務班＞ 

 

○活動調整体制の確立 

□連絡調整職員の現場への派遣＜総務班、消防保安室＞ 

□情報の集約・全体活動調整＜総合調整室情報収集班・消防保安室＞ 

□必要な車両、資機材等の確保＜支援物資部支援物資班、通信・輸送部輸送･調達班 

、消防保安室＞ 
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１ 救出救助の実施体制 

   被災者の救出救助及び搬送は、被災地域の市町村長、警察官及び海上保安官が、関係機関に応

援を求めて、速やかに実施するものとする。消防団、自主防災組織、事業所及び県民は、自ら可

能な限りの救出救助活動を行うとともに、防災関係機関の活動に積極的に協力する。県は、市町

村において迅速かつ的確な処理が可能かどうかを速やかに判断し、必要に応じて(市町村からの要

請があった場合等)応援要請及び応援活動を円滑化するための調整等を行う。なお、甚大な被害が

発生した場合、県は最優先課題としてこれに取り組む。 

 

２ 救出の対象者 

災害のために現に生命身体が危険な状態にある者及び被災したことにより救助を求める者 

 

３ 避難所情報に関するサイン 

避難者がいることや避難者の中に重傷者等がいることについての情報を、防災ヘリ等に、容易

に把握させるため、情報伝達用サインを統一する。 

 

○サインの内容 

規格 布(概ね２m×２m) 

 

 

    ①黄色 

 

 

 

 

 

 

避難者がいることを

示す 

 

 

 

 

     

   ②赤色 

 

 

 

 

 

 

避難者の中に、負傷者や

要配慮者等の緊急な救

助を要するがいることを

示す 

 

 

 

 

４ 市町村における救出救助 

（１）救出救助及び搬送は、市町村が、市町村地域防災計画の定めるところにより消防機関との間

で救出班等を編成、警察官及び海上保安官と協力し、救出に必要な車両、船艇その他の資機材

を使用して、それぞれの状況に応じた救出作業を実施する。 

（２）市町村は、外部からの応援が必要と判断される場合、大分県常備消防相互応援協定及び大分

県消防団相互応援協定に基づき応援要請を行う。また、災害の状況により更に応援が必要と判

断された場合には、以下の図に示すとおり、緊急消防援助隊や自衛隊等の応援の要請を行う。 
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５ 警察における救出救助 

（１）関係機関と協力のうえ積極的な被災者の捜索及び救出活動を実施する。 

（２）活動上の必要な事項は、大分県警察における災害警備実施に関する規程又は突発重大事案発

生時における初動措置要領に定めるところによるものとする。 

 

６ 大分海上保安部における救出救助 

（１）関係機関と協力のうえ積極的な被災者の捜索及び救助活動を実施する。 
（２）活動の実施内容については、海上保安庁防災業務計画によるものとする。 
 

７ 県が実施する救出救助 

（１）要救出救助現場の状況把握 

      消防保安室は、要救出救助現場の状況把握を行う。（情報の収集については第２章第４節「災

害情報・被害情報の収集・伝達」参照） 
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（２）応援の必要性と応援要請先について検討 

     総合調整室総括スタッフ会議は、（１）及び市町村からの応援要請を基に、応援の必要性と

応援要請先について検討する。県内の消防力をもって対応が不可能と認める場合は、消防組織

法第 44 条に基づく緊急消防援助隊等の出動を要請するものとする。 

（３）応援の受け入れ方法についての検討 

   緊急消防援助隊の受援計画に記載されている各消防本部管内の進出拠点及び到達ルート、野

営可能地点から災害状況に応じて次により迅速に選定する。 

イ 交通ルートの検討 

    消防保安室は、（２）において応援が必要と判断された場合、「第２章第４節災害情報・

被害情報の収集・伝達」に基づき把握された交通情報から、応援隊の受け入れルートを検討

する。（緊急消防援助隊等受入に伴うルート確保（国、県道等の損壊状況及び通行可能状況

の収集）について検討） 

ロ 応援隊の集結場所、活動拠点の検討 

    消防保安室は、応援隊の現地での集結場所や活動拠点、消防保安室について市町村等と協

議するなどして検討を行う。 

なお、宿営場所について、できる限り被災者の避難施設と共用しない場所を選定し、被災

者と隊員の心理的負担感軽減に配慮する。 

（４）応援(派遣)要請 

   （１）～（３）を踏まえ、総務班は、総務班はロ、消防保安室はイ及びハ、県警本部はニの関

係機関に対して応援(派遣)要請を行う。なお、応援(派遣)要請の通信手段は、「第２章第３節

通信連絡手段の確保」による。 

イ 被災地外県内消防本部（県内応援隊） 

ロ 自衛隊（第２章第９節に基づく） 

ハ 消防庁(緊急消防援助隊等) 

ニ 他の都道府県警察警察災害派遣隊等 

（５）活動調整体制の確立 

総合調整室各班及び支援物資部支援物資班、通信・輸送部輸送、地区災害対策本部は、現地

での関係機関相互の活動が円滑になされるよう、次の措置を講じる。 

イ 地区災害対策本部は情報連絡員を、総務班は災害時緊急支援隊を現地へ派遣する。なお情

報連絡員は、地域防災監が、災害時緊急支援隊の隊長・副隊長は防災局長が総務部長と調

整の上、事前に選任する。 

ロ 総務班は、現地対策本部に関係機関協議の場を設定する。 

ハ 総合調整部応急対策調整班は、現地対策本部(地区災害対策本部庶務班)からの情報の集約

及び全体の活動の調整を行う。 

ニ 資機材運搬等の車両の確保は通信・輸送部輸送・調整班が、資機材の確保は支援物資部支
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援物資班が担当し、両部が連携し必要な車両、資機材等の確保及び輸送を行う。 

 

８ 災害救助法の適用 

  福祉保健部福祉保健企画課は災害救助法が適用された場合に、知事の委任に基づき市町村長が

実施する次の範囲内の被災者の救出について必要な措置を行うものとする。 

（１）救出を実施する者の範囲 

      災害にかかった原因のいかんにかかわらず、また、災害にかかった者の住家の被害に関係な

く、災害のため現に生命、身体が危険な状態にある者及び災害のため生死不明の状態にある者。 

（２）救出のための費用の負担 

     以下に係る費用を負担する。 

イ 船艇その他救出のため必要な機械、器具の借上費用（直接捜索及び救出作業に使用したも

のに限り、その使用期間における借上費又は購入費が認められる） 

ロ 救出のため使用した機械、器具の修繕費用 

ハ 機械、器具を使用する場合に必要な燃料費及び救出作業を行う場合の照明に使用する燃料

費 

（３）救出費用の限度額 

     必要やむを得ない経費で、当該地域における通常の実費の範囲内とする。 

（４）救出実施期間 

   救出実施期間は、災害発生の日から 3 日以内とする。 

（５）市町村長は、知事の委任に基づき災害救助法の規定による被災者の救助を実施した場合は、

次の帳簿等を備え、必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計票 

ロ 被災者救出用器具燃料受払簿 

ハ 被災者救出状況記録簿 

ニ 被災者救出関係支払証拠書類 
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第５節 救急医療活動 

 

 事故等災害により負傷者が多数発生し、一方で医療機関の被災、ライフラインの停止により被災

地域の医療機能が低下した場合の緊急医療活動については、この節の定めるところによって実施す

る(本節では、災害発生からおおむね 72 時間を目処とした活動について定め、それ以降の被災者の

保護・救援を中心とした活動については、第 4 章第 6 節に定める)。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

  ○医療情報の収集及び提供 

□医療情報の収集＜福祉保健医療部医療活動支援班、地区災害対策本部保健所班＞ 

□医療情報の提供＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

  ○救急医療活動の実施 

□災害医療対策本部の設置〈福祉保健医療部医療活動支援班〉 

    □医療救護所の設置＜市町村＞ 

   □災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班等の派遣 

                  ＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

□災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の派遣 

＜福祉保健医療部福祉保健衛生班＞ 

 

   □医薬品・医療資器材等の供給＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

   □被災地内における救急医療活動の調整＜市町村、地区災害対策本部保健所班＞ 

   □広域的な救急医療活動の調整＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

  ○地域医療搬送及び広域医療搬送 

   □地域医療搬送 

    ＜総務班、福祉保健医療部医療活動支援班、通信・輸送部輸送･調整班、 

       市町村＞ 

   □広域医療搬送 

   ＜総務班、福祉保健医療部医療活動支援班、通信・輸送部輸送･調整班＞ 
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１ 救急医療活動の基本方針 

   事故等災害により負傷者が多数発生し、一方で医療機関の被災、ライフラインの停止により被

災地域の医療機能が低下した場合の救急医療活動については、限られた医療スタッフや医薬品・

医療資機材等を最大限活用し、１人でも多くの命を救う(あるいは「防ぐことのできた死」

preventable death を避ける)ため、県、市町村、消防機関、日本赤十字社大分県支部、大分県医師

会、災害拠点病院、大分ＤＭＡＴ指定病院、大分県歯科医師会、大分県薬剤師会、大分県看護協

会等が密接な連携を図りながら、その他の災害対応活動の状況に応じて実施する。 

 

２ 主な機関の救急医療活動 

機関名 発災         （緊急対策）         72 時間   （応急対策） 

県 

福

祉

保

健

部 

○災害医療対策本部（ＤＭＡＴ調整本部、必要に応じてＤＭ

ＡＴ・ＳＣＵ本部等）の設置 

○医療情報の収集及び提供 

○大分ＤＭＡＴ及び医療救護班への出動要請 

○災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネータ

ーの災害医療対策本部（ＤＭＡＴ調整本部、必要に応じ

てＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部等）への出動要請 

○災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）隊員への出動要請

及び厚生労働省への他県ＤＰＡＴ派遣要請（必要に応じ

て） 

○災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の地区対

策本部保健所班への派遣 

○災害時小児周産期リエゾンの災害医療対策本部への出動

要請（必要に応じて） 

○医薬品・医療資器材等の確保 

○県外のＤＭＡＴ及び医療救護班の出動要請 

○県外の医療機関に負傷者等の受入要請 

○広域医療搬送のためのＳＣＵの設置 

 

保 

健 

所 

○医療情報の収集及び提供 

 

○医療機関の被災状況等の現地確認 

 

○被災地内における医療救護活動の調整 

 

市町村 

○医療救護所の設置 

○地域の医療提供体制の確保 

○医療救護班の受入・調整 
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○医薬品・医療資器材等の確保 

日本赤十字社 

大分県支部 
○医療救護活動の実施 

 

災害拠点病院 ○重症患者等の受入・地域医療搬送  

大分 DMAT 

指定病院 

○被災地でのＤＭＡＴ活動 

○災害医療対策本部での活動 

 

大分県医師会 ○医療救護活動の実施  

大分大学医学部 

附属病院 

○医療救護活動の実施  

大分県看護協会 ○災害看護活動の実施  

大分県薬剤師会 ○医療救護活動の実施  

大分県 

歯科医師会 

○医療救護活動の実施  

大分災害リハ 

ビリテーショ 

ン推進協議会 

○リハビリテーション支援活動の実施 

（※ 活動開始時期（→）は 72 時間以降） 

 

 

３ 医療情報の収集及び提供 

（１）医療情報の収集 

   福祉保健医療部医療活動支援班及び地区災害対策本部保健所班は、総合調整室情報収集班及

び地区災害対策本部庶務班と連携し、また、おおいた医療情報ほっとネット（広域災害・救急

医療情報システム：EMIS）を活用して、救急医療活動に必要な医療情報を収集する。保健所及

び地区災害対策本部保健所班は、EMIS への医療情報未入力の病院に対し入力を要請するとと

もに、必要に応じて電話又は訪問確認等を行い代行入力する。 

   収集する情報は、おおむね次のとおりである。 

イ 医療機関の被災状況（電気、水道、医療ガスの確保状況）及び稼働状況（手術の可否、人

工透析が必要な患者の受入の可否、現在受け入れている重症・中等症患者数等） 

ロ 医療機関から転送が必要な入院患者数 

ハ 透析患者等難病患者が受診可能な医療機関の稼働状況 

ニ 負傷者の発生状況 

ホ 被災地及び近隣地域における医療機関の状況（手術、透析等の診療情報及び受入可能患者

数等） 

へ 近隣県における受入可能医療機関 

ト 道路交通状況 

チ 医療救護活動に必要な医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等の保健医療活動従事者
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の数及び不足数 

リ 不足する医薬品・医療資器材等の種類・量及び調達可能量 

ヌ 医療救護班、医薬品等医療資器材、負傷者を搬送する緊急車両及びヘリコプター等の確保

状況 

ル 市町村が開設する臨時救護所及び避難所の所在地及び収容人数等の規模 

（２）医療情報の提供 

   福祉保健医療部医療活動支援班は、（１）で収集した情報を整理し、総合調整室情報収集班

及び地区災害対策本部庶務班を通じて、市町村、消防機関、日本赤十字社大分県支部、大分県

医師会等医療関係団体、医療機関、消防機関、県民、難病患者等へ情報提供する。 

なお、おおいた医療情報ほっとネット（広域災害・救急医療情報システム：EMIS）を活用し

て収集する情報については、医療機関に情報の随時更新を要請し、災害活動中の関係機関に対

しインターネット上で継続的に情報提供する。 

 

４ 救急医療活動の実施 

（１）災害医療対策本部の設置 

福祉保健医療部医療活動支援班は、県庁内に災害医療対策本部（ＤＭＡＴ調整本部、必要に

応じてＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部、ＤＰＡＴ調整本部等）を設置し、収集した医療情報を活用し、

医療救護活動の調整等を行う。 

（２）医療救護所の設置 

イ 市町村は、管内の医療機関では負傷者を受け入れできない場合、避難所内あるいは避難所

の近くに医療救護所を設置する。 

ロ 市町村は、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会等に対して協力を求め、医療提供体制の

確保に努める。 

（３）災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班等の派遣 

イ 福祉保健医療部医療活動支援班は、市町村から要請があったとき又は医療救護活動上効果

的であると判断したときは、大分ＤＭＡＴ指定病院に大分ＤＭＡＴの派遣を要請する。大分

ＤＭＡＴは、被災地での現場活動、病院支援、広域医療搬送の支援等を行う。 

ロ 福祉保健医療部医療活動支援班及び福祉保健衛生班は、市町村から要請があったとき又は

医療救護活動上効果的であると判断したとき、日本赤十字社大分県支部、大分県医師会、大

分県歯科医師会及び大分大学医学部附属病院に対し医療救護班の派遣を、大分県看護協会に

対し災害支援ナースの派遣を、大分県薬剤師会に対し薬剤師班の派遣を、大分災害リハビリ

テーション推進協議会に対しＪＲＡＴの派遣を要請する。 

医療救護班、災害支援ナース、薬剤師班及びＪＲＡＴは互いに連携し、被災地内での現場

活動や医療救護所及び避難所等において医療救護活動を行う。 

ハ 福祉保健医療部医療活動支援班は、大分ＤＭＡＴ指定病院に対し、予め登録した超急性
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期の医療救護活動を統括する災害医療コーディネーターの、また、大分県薬剤師会に対

し、予め登録した災害薬事コーディネーターの、県庁（災害医療対策本部（ＤＭＡＴ調整本

部、必要に応じてＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部等））への派遣を要請する。 

ニ 福祉保健医療部医療活動支援班は、必要に応じて、予め登録した災害時小児周産期リエゾ

ンの所属する病院に対し、災害時小児周産期リエゾンの県庁（災害医療対策本部（ＤＭＡＴ

調整本部））への派遣を要請する。 

ホ 福祉保健部医療活動支援班は、市町村等からの要請があったとき、ＤＰＡＴ統括者と協

議のうえ派遣の有無を決定し、医療機関等に精神科医、看護師等からなる災害派遣精神医

療チーム（ＤＰＡＴ）の編成・派遣を要請する。必要時は他県からの応援要請を図る。ま

た、ＤＰＡＴ調整本部を設置し活動の指揮・調整を行う。 

（４）医薬品・医療資器材等の供給 

イ 市町村は、避難所及び医療救護所で必要な医薬品・医療資器材等を、最寄りの販売業者等

から調達する。 

ロ 福祉保健医療部医療活動支援班は、市町村又は医療機関から、医薬品・医療資器材等につ

いて調達の要請を受けた場合もしくは県が必要と判断した場合、備蓄している緊急医薬品等

医療セットを供給するとともに、大分県薬剤師会に対し、災害用備蓄医薬品の供給を要請す

る。また、医薬品卸売業者と連携し、流通在庫の有効活用を図る。 

ハ 医薬品・医療資器材等の搬送・保管・分類には、多くの人員を必要とし、また、専門的知

識が必要となる場合もあることから、福祉保健医療部医療活動支援班は薬剤師会、医薬品卸

業協会、医療機器協会及び日本産業・医療ガス協会の協力を得て医薬品・医療ガス・医療資

器材等の供給を実施する。 

（５）被災地内における救急医療活動の調整 

イ 被災地内の市町村は、大分ＤＭＡＴ、医療救護班及び災害支援ナースの受け入れ及び医療

救護活動を実施するために必要な調整を行う。 

ロ 地区災害対策本部保健所班は、管内市町村毎の医療救護活動の実施について必要な連絡調

整を行う。必要に応じ、市町村災害対策本部に職員を派遣し、災害対応状況及び医療救護活

動のニーズを把握する。 

（６）広域的な緊急救急医療活動の調整 

イ 県外のＤＭＡＴ及び医療救護班の派遣 

福祉保健医療部医療活動支援班は、県独自では十分な医療救護活動が実施できないと判断

した場合、他県及び厚生労働省に対しＤＭＡＴの派遣を要請するとともに、九州・山口各県

に対し「九州・山口９県災害時応援協定」に基づく医療救護班の派遣を要請する。 

また、県内外及び県内被災地間におけるＤＭＡＴ等の受け入れ及び医療救護活動を実施す

るために必要な調整を行う。 

ロ 福祉保健医療部医療活動支援班は、県内において医薬品・医療資器材等を調達できない場
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合、九州・山口各県及び厚生労働省の協力を得て調達する。 

ハ 福祉保健医療部医療活動支援班は、県内において重症患者等を受け入れる医療機関が不足

する場合、九州・山口各県や厚生労働省に対し受け入れを要請する。 

 

５ 地域医療搬送及び広域医療搬送 

（１）地域医療搬送（被災地で対応困難な重症患者等を被災地域外に搬送する活動、広域医療搬送

以外のもの） 

イ 災害現場から救出された重症な負傷者又は医療機関から転送が必要な重症入院患者等は、

被災地内の災害拠点病院に優先的に搬送し、同病院を地域医療搬送の拠点とする。 

ロ 搬送は、原則として、被災地内及び応援消防機関の救急車両等及び防災ヘリコプター等の

航空機により行う。 

ハ 福祉保健医療部医療活動支援班は、救急車両又はヘリコプター等が不足する場合は、他県

又は自衛隊に協力要請し、確保する（総務班経由「第２章第９節自衛隊の災害派遣体制の確

立」「第２章第１５節 交通確保・輸送対策」参照）。 

ニ 福祉保健医療部医療活動支援班及び市町村は、消防機関が災害拠点病院の近隣に選定する

ヘリコプター離発着場で、円滑な搬送が実施できるよう支援する。 

（２）広域医療搬送（国の調整により、被災地で対応困難な重症患者を航空機を用いて被災地域外

に搬送する活動） 

イ 福祉保健医療部医療活動支援班は、広域医療搬送を実施するため、予め選定した候補地へ

の航空搬送拠点臨時医療施設（Staging Care Unit：SCU）の設置を要請する。 

ロ 被災地内の医療機関では対応困難な広域医療搬送基準に該当する重症患者等は、国と連携

を図りながら、救急車両又はヘリコプター等により SCU に搬送する。 

ハ 福祉保健医療部医療活動支援班は、国と連携を図りながら、他県又は自衛隊に協力要請し、

SCU から県外に搬送するために必要なヘリコプター等の航空機を確保する（総務班経由「第

２章第９節自衛隊の災害派遣体制の確立」「第２章第１５節 交通確保・輸送対策」参照）。 

ニ 消防機関、大分ＤＭＡＴ、日本赤十字社大分県支部、医師会、空港等の関係者は、SCU

の運営について、県に協力するものとする。 

 

６ 関係機関が実施する措置 

（１）日本赤十字社大分県支部の措置 

     日本赤十字社大分県支部は「日本赤十字社大分県支部災害救護計画」及び災害救助に関する

委託契約に基づき、医療救護を実施するとともに、県の実施するその他の医療救護について援

助協力するものとする。 

     なお、近隣各県支部からの応援救護班等も当県支部と同様の取扱いとする。 

イ 医療及び助産の実施基準は、おおむね県が実施する災害救助法の規定による医療及び助産
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に準じて実施し、また援助協力するものとする。 

ロ 医療救護体制（常備救護班の編成） 

（イ）救護班の編成 

      医師 1 人 看護師長 1 人 看護師 2 人 主事 2 人  計 6 人 

  （ロ）救護班数 8 個班 

ハ 災害時に赤十字の医療救護活動等を支援する赤十字防災ボランティアを養成し、災害時に

赤十字防災ボランティアセンターを開設した上で、その活動を支援する。 

（２）災害拠点病院の措置 

   災害拠点病院は、被災地からの重症患者等の受入拠点及び地域医療搬送の拠点となる。  

（３）大分ＤＭＡＴ指定病院の措置 

イ 大分ＤＭＡＴ指定病院は、福祉保健医療部医療活動支援班からの要請に基づき、大分ＤＭ

ＡＴを被災地又はＳＣＵに派遣する。また、予め登録している災害医療コーディネーターを

災害医療対策本部（ＤＭＡＴ調整本部、必要に応じてＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部等）に派遣する。 

ロ 大分ＤＭＡＴは、被災地での現場活動、病院支援、広域医療搬送の支援等を行う。 

  ハ 予め登録され、災害医療対策本部（ＤＭＡＴ調整本部、必要に応じてＤＭＡＴ・ＳＣＵ本    

部等）に派遣された災害医療コーディネーターは、県とともに超急性期における医療救護    

活動を統括し、医療救護活動を実施するために必要な調整を行う。 
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   表：災害拠点病院及び大分ＤＭＡＴ指定病院の指定状況 

 

                                                         平成３１年４月１日現在 

 

（４）大分県医師会の措置 

  イ 大分県医師会は、福祉保健医療部医療活動支援班からの要請に基づき、積極的に医療救護

活動に協力する。 

  ロ 郡市医師会は、大分県医師会又は市町村からの要請に基づき、積極的に医療救護活動に協

力する。 

医 療 圏 病   院   名 

災害拠点病

院 
大分ＤＭＡＴ 

基

幹

災

害 

拠

点

病

院 

地 域 災

害   

拠 点 病

院 

指定病院 

東  国  東 国東市民病院 
 

○ ○ 

別 府 速 見 国家公務員共済組合連合会新別

府病院  
○ ○ 

国立病院機構別府医療センター 
  

○ 

大分県厚生連鶴見病院 
  

○ 

大  分 大分県立病院 ○ 
 

○ 

大分市医師会立アルメイダ病院 
 

○ ○ 

大分赤十字病院 
 

○ ○ 

大分中村病院 
  

○ 

大分三愛メディカルセンター 
  

○ 

大分大学医学部附属病院 
 

○ ○ 

大分岡病院 
  

○ 

天心堂へつぎ病院 
  

○ 

国立病院機構大分医療センター 
  

○ 

佐賀関病院 
  

○ 

臼  津 臼杵市医師会立コスモス病院 
 

○ ○ 

佐  伯 南海医療センター 
 

○ ○ 

豊 後 大 野 豊後大野市民病院 
 

○ ○ 

竹  田 竹田医師会病院 
 

○ ○ 

大久保病院  ○ ○ 

日 田 玖 珠 大分県済生会日田病院 
 

○ ○ 

中  津 中津市立中津市民病院 
 

○ ○ 

宇佐豊後高田 宇佐高田医師会病院 
 

○ ○ 

計 1 13 22 
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（５）大分県看護協会の措置 

大分県看護協会は、福祉保健医療部医療活動支援班からの要請に基づき、積極的に災害看護

活動に協力する。 

（６）大分県薬剤師会の措置 

大分県薬剤師会は、福祉保健医療部医療活動支援班からの要請に基づき、積極的に医療救護

活動に協力するとともに、市町村が行う医療救護活動に対する地域薬剤師会の協力について、

必要な調整を行う。 
（７）大分県歯科医師会の措置 

イ 大分県歯科医師会は、福祉保健医療部福祉保健衛生班からの要請に基づき、 

積極的に医療救護活動に協力する。 

ロ 郡市歯科医師会は、大分県歯科医師会又は市町村からの要請に基づき、積極 

的に医療救護活動に協力する。 

（８）大分災害リハビリテーション推進協議会の措置 

大分災害リハビリテーション推進協議会は、福祉保健医療部福祉保健衛生班か 

らの要請に基づき、積極的に医療救護活動に協力する。 

 

７ 災害救助法の規定による医療又は助産 

（１）医療の実施基準 

イ 医療の実施範囲 

（イ）診察（疾病の状態を判断するもの） 

（ロ）薬剤又は治療材料の支給（傷病に伴う治療のため直接又は間接に必要なほう帯、ガーゼ

等の消耗品材料及び輸血用の血液等を支給するもの） 

（ハ）処置、手術、その他の治療及び施術 

（ニ）病院又は診療所への収容（病院、診療所等患者収容の設備を有する施設に入院させ、治

療を施すことになれば、平時のとおり医療保険で対応すべきである） 

（ホ）看護（傷病者に対する治療及び養生のために必要な医学的世話ないし介護をすること） 

ロ 医療救護の対象者 

（イ）災害のため医療の途を失った者（被災者の有無を問わない） 

（ロ）応急的な医療をほどこす必要のある者 

ハ 医療の実施期間 

医療の実施期間は、特別な事情のない限り災害発生の日から 14 日以内の期間とする。 

ニ 医療のため負担する費用の範囲 

（イ）医療救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料及び医療器具破損の実費 

（ロ）病院又は診療所に収容した場合は、国民健康保険診療報酬の額以内 

（ハ）施術者による場合には、当該地域における協定料金の額以内 

（ニ）従事命令により､医療に従事するものに対しては､必要に応じ日当・超過勤務手当・旅費
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が支給される。また、医療活動において負傷した場合には療養扶助金が支給され、その他

に休業扶助金・障害扶助金・打切扶助金・遺族扶助金・葬祭扶助金の制度がある。 

（２）助産実施の基準 

イ 助産の範囲 

（イ）分べんの介助（陣痛の開始から胎盤排出までの間の必要な介助をいう。） 

（ロ）分べん前、分べん後の処置（出産前の準備及び処置並びに出産後の新生児に対するもく

浴を含む事後処理をいう。） 

（ハ）脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料 

ロ 助産の対象者 

（イ）災害のため助産の途を失った者 

（ロ）災害発生の日の前後７日以内に分べんした者 

ハ 助産の期間 

助産を実施する期間は、特別な事情のない限り分べんの日から７日以内の期間とする。た

だし災害発生の日前に分娩した者は、分べんの日から７日以内の期間が災害発生の日から７

日以内の期間と重複する期間の範囲とする。 

ニ 助産のための費用の負担の範囲 

（イ）医療救護班による場合は、使用した材料の実費 

   （ロ）助産所その他の医療機関による場合は､それぞれの地域における慣行料金の８割以内の額
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第６節 消防活動 
 

 火災等に的確に対処し、生命・財産への被害を最小限に止めるための活動については、この節の

定めるところによって実施する。 

 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

○消防現場の状況把握＜総合調整室情報収集班＞ 

＊「第２章第４節災害情報・災害情報の収集・伝達」に基づく。 

 

○応援の必要性と応援要請先について検討＜総合調整室総括スタッフ会議＞ 

 

応援が必要と判断された場合 

○応援の受け入れ方法について検討＜消防保安室＞ 

□交通ルートの検討〔第２章第４節の情報に基づく〕 

□応援隊の集結場所、活動拠点の検討 

 

○応援要請 

□消防庁（緊急消防援助隊等）＜消防保安室＞ 

□自衛隊（第２章第９節に基づく）＜総務班＞ 

□被災地外県内消防本部・消防団＜総務班＞ 

 

○活動調整体制の確立 

□連絡調整職員の現地への派遣＜総務班、消防保安室＞ 

□情報の集約・全体活動調整＜総合調整室情報収集班・ 

総合調整室応急対策調整班、消防保安室＞ 
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１ 消防活動の実施体制 

  市町村(常備消防及び消防団（以下「消防機関」という。)は、消防活動の第一次責任者として、

迅速かつ的確な消防活動を展開する。自主防災組織、事業所及びその他の県民は、自ら可能な限

りの消防活動(主として初期消火活動)を行うとともに、市町村(消防機関)の活動に積極的に協力

する。県は、市町村(消防機関)において迅速かつ的確な処理が可能かどうかを速やかに判断し、

必要に応じて(市町村から要請があった場合等)応援要請及び応援活動を円滑化するための調整等

を行う。なお、甚大な被害が発生した場合、県は最優先課題としてこれに取り組む。 

 

２ 市町村における消防活動 

（１）消防活動は、市町村(消防機関)が、市町村地域防災計画及び消防計画の定めるところにより

実施する。 

（２）市町村(消防機関)は、外部からの応援が必要と判断される場合、「大分県常備消防相互応援

協定」及び「大分県消防団相互応援協定」により県内の市及び消防組合に応援を求める。又は、

総合調整室情報収集班若しくは地区災害対策本部庶務班を経由して消防保安室に対して、緊急

消防援助隊や自衛隊等の応援要請を依頼する。また要請体系図については、「第３章 第４節 

救出救助 ４市町村における救助活助（２）」を参照のこと。 

 

３ 県における措置 

（１）消防現場の状況把握 

   総合調整室応急対策調整班は、要消防現場の状況把握を行う。情報の収集については第２章

第４節「災害情報・被害情報の収集・伝達」参照）。 

（２）応援の必要性と応援要請先について検討 

   総合調整室総括スタッフ会議は、(1)及び市町村(消防機関)からの応援要請を基に応援の必要

性と応援要請先について検討する。県内の消防力をもって対応が不可能と認める場合は、知事

は消防組織法（昭和 22 年第 226 号）第 44 条に基づき緊急消防援助隊の出動を要請するものと

する。 

（３）応援の受け入れ方法についての検討 

   緊急消防援助隊の受援計画に記載されている各消防本部管内の進出拠点及び到達ルート、野

営可能地点から災害状況に応じて次により迅速に選定する。 

イ 交通ルートの検討 

総合調整室応急対策調整班は、（２）において応援が必要と判断された場合、「第２章 第

４節 災害情報・被害情報の収集・伝達」に基づき把握された交通情報から、応援隊の受け

入れルートを検討する。（緊急消防援助隊等受入に伴うルート確保（国、県道等の損壊状況

及び通行可能状況の収集）について検討） 

ロ 応援隊の集結場所、活動拠点の検討 
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    総合調整室応急対策調整班は、応援隊の現地での集結場所、活動拠点について、市町村等

とも協議するなどして検討を行う。 

（４）応援(派遣)要請 

 (1)～(3)を踏まえ、総務班は、次のイ及びロ、受援・市町村支援室広域受援班はハ、総合調

整室応急対策調整班はニ、県警本部はホの関係機関に対して応援(派遣)要請を行う。なお、応

援要請の通信手段は、「第 2 章第 3 節通信手段の確保計画」による。 

イ 被災地外県内消防本部（県内応援隊） 

ロ 自衛隊（第 2 章第９節に基づく） 

ハ 九州・山口各県 

ニ 消防庁（緊急消防援助隊等） 

ホ 他の都道府県警察警察災害派遣隊等 

（５）活動調整体制の確立 

   総合調整室各班及び支援物資部物資班、通信・輸送部輸送･調整班は、現地での関係機関相互

の活動が円滑になされるよう、次の措置を講じる。 

イ 連絡調整のための職員(総合調整室)を指名し現地へ派遣 

ロ 現地対策本部に関係機関協議の場の設定 

ハ 現地対策本部（地区災害対策本部庶務班）からの情報の集約及び全体の活動の調整 

ニ 必要な車両、資機材等の確保及び輸送(車両の確保は通信・輸送部輸送･調整班が、資機材

の確保は支援物資部支援物資班が、総合調整室応急対策調整班からの指示で実施する。 

      なお、総合調整室情報収集班は、消防活動に関する情報を速やかに国(消防庁)、市町村及

び防災関係機関に通報する。 
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第４章 被災者の保護・救護のための活動 

 

 

 第1節  避難所運営活動 

 第2節  避難所外被災者の支援 

  第3節  食料供給 

  第4節  給水 

 第5節  被服寝具その他生活必需品給与 

 第6節  医療活動 

 第7節  保健衛生活動 

 第8節  廃棄物処理 

 第9節  行方不明者の捜索、遺体の取扱及び埋葬 

 第10節 住宅の供給確保 

 第11節 文教対策 

 第12節 社会秩序の維持・物価の安定等 

 第13節 義援物資の取扱い 

 第14節 被災動物対策 
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第１節 避難所運営活動 

 

  本節は、避難所が開設された場合、その適切な運営管理を行うための活動事項等を定めるもので

ある(避難の指示及び避難誘導については、第 3 章第 3 節に、また、避難情報に関するサインにつ

いては、第 3 章第 4 節に定める。)。 

 

 

〔避難所が開設された場合の、本節に基づく各防災関係機関の主要な活動〕 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○避難所の開設＜市町村＞ 

□避難所開設の被災者への周知 

□避難者名簿の作成及び公表 

＊地区災害対策本部は市町村を支援する。 

 

○要配慮者の広域避難等の措置＜受援・市町村支援室広域受援助班、被災者救援部避難所対策

班、福祉保健医療部福祉保健衛生班、地区災害対策本部被災者救援班・保健所班＞ 

 

○避難所の運営管理＜市町村＞ 

□運営管理体制の確立 

□避難所のニーズの把握 

＊避難所となった各学校及び防災関係機関は避難所の運営・管理を支援する。 

 

○避難生活者の保護・救援 

□医療救護班等の派遣・調整＜市町村、福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

□保健活動チームの派遣・調整＜市町村、福祉保健医療部福祉保健衛生班＞ 

□災害派遣福祉チームの派遣・調整＜市町村、福祉保健医療部福祉保健衛生班＞ 

□し尿・ごみ処理＜市町村＞ 

 

○広域一時滞在の措置＜被災者救援部避難所対策班、受援・市町村支援室広域受援助班＞ 

 

 

１ 避難所運営の責任体制 
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   避難所の運営は、第一順位としては市町村が行う(災害救助法適用の場合は知事からの委任に基

づく。)。市町村は避難所等に避難してきた者は住民票の有無等に関わらず適切に受け入れを行う

県は、市町村の活動状況を把握し適切な支援を行う。その他の防災関係機関は、避難所の適切な

運営管理のため、市町村及び県から要請があった場合には、積極的に協力する。 

  市町村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難

所の開設状況等を適切に県に報告し、県は、その情報を国（内閣府等）に共有するよう努め

るものとする。 

 

２ 避難所の開設 

（１）避難所の開設 

 避難者を収容し保護する施設は、あらかじめ市町村の地域防災計画に定める施設を主として

使用するものである。市町村は、公民館等の集会施設、学校、福祉センター、スポーツセンタ

ー、図書館等の公共施設を利用するが、これらの適切な施設を得難いときは、野外にプレハブ

を仮設し、又は天幕を借り上げて設置する。この場合、当該市町村内の被害が激甚であるため、

当該市町村で避難所を設置できない場合には、隣接市町村に自市町村民の収容を要請し、又は

隣接市町村の建物・土地等を借り上げて、避難所を設置する。なお、必要があれば、あらかじ

め指定された施設以外についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難

所として開設する。 

     なお、これらの措置の実施について、県は必要があると認める場合、県立施設を積極的に開

放する。 

     また、知事は、災害対策基本法第 71 条又は災害救助法第９条の規定に基づき、市町村長を通

じて、避難者を収容・保護するために適切と思われる旅館その他の施設又は家屋の管理使用を

実施する。 

（２）避難所に収容する被災者 

     避難所に収容する者は、災害によって被害を受けるおそれのある者及び現に災害によって被

害を受けた者とする。 

なお、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、災害対策基本法第 86

条の 14 の規定に基づき、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、運送

すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請するものとする。 

（３）避難所開設の場合の手続 

     市町村において避難所を開設した場合は、おおむね次の措置をとる。 

イ 避難所開設の周知 

      市町村は、速やかに被災者及び警察官、消防、防災組織等関係者にその場所等を周知し、

避難所に収容すべき者を誘導し保護する。その際、必要に応じて地区災害対策本部の応援を

求める。 
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ロ 避難者名簿の作成及び公表 

       市町村は、速やかに避難所ごとの避難者名簿を作成し、報道機関等を通じて公表する。そ

の際、避難者名簿の作成にあたっては、必要に応じて地区災害対策本部や地元住民の協力を

求め、迅速かつ的確な避難者名簿の作成・公表に努める。 

ハ 避難所開設に関する報告 

      市町村は、避難所の開設に関する情報(日時、場所、箇所数、避難者数、ライフラインの状

況、疾病別人数、ニーズ)を避難所開設後直ちに総合調整室情報収集班又は地区災害対策本部

庶務班に報告する第 2 章第 4 節参照)。 

      また、市町村は上記の報告の後速やかに次の事項を整理し、総合調整室情報収集班又は地

区災害対策本部庶務班に報告する。 

（イ） 避難所開設の日時及び場所 

 （ロ） 施設箇所数及び収容人員 

 （ハ） 避難者名簿 

  （ニ） 開設見込期間 

ニ 避難所の設置に要する経費 

      災害救助法が適用された場合の避難所の設置に要する経費は、内閣総理大臣が定める基準

の範囲内とする。 

この場合、支出できる費用の内容は、おおむね次のとおりとする。 

（イ） 賃金職員雇上費 

（ロ） 消耗器材費 

（ハ） 建物の使用謝金 

（ニ） 器物の使用謝金 

（ホ） 借上費又は購入費 

（へ） 光熱水費  

（ト） 仮設便所等の設置費 

ホ 避難所の開設期間 

      災害救助法が適用された場合の避難所の開設は、災害発生の日から 7 日以内の期間に限る

ものとし、当該期間を越えて開設しなければならない特別な事情がある場合は、市町村はあ

らかじめその理由を福祉保健部福祉保健企画課に申し出て承認を受ける。 

    へ 帳簿等の整備 

    災害救助法が適用された場合、市町村はおおむね次の帳簿等を備え必要な事項について記

録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

  （イ）避難者名簿 

  （ロ）救助実施記録日計票 

  （ハ）避難所用物資受払簿 
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  （ニ）避難所設置及び収容状況 

  （ホ）避難所設置に要した支払証拠書類 

  （へ）避難所設置に要した物品受払証拠書類 

 

３ 避難所における感染症対策 

  市町村は、避難所の開設にあたり、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な限り   

 多くの避難所を開設するなど、感染症対策に必要な措置を講じるものとする。 

  また、県は市町村のみで十分な措置を講じることが困難な場合には、積極的に協力する。 

 

（１）住民への周知 

   県及び市町村は、住民に対しハザードマップ等を活用し、災害時の避難行動を確認する  

  とともに、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合には、親戚や友人の家等  

  への避難を検討するよう周知する。 

   また、避難時に備え、非常用持出袋の防災用品について、感染症対策を念頭においた物  

  資を追加するよう周知する。 

（２）避難先の検討・確保 

市町村は、指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの

避難所の開設を検討するとともに、ホテルや旅館等の活用も検討する。 

また、発熱や咳等の有症者や濃厚接触者の避難を想定し、避難者ごとの個室スペースを確保した

指定避難所以外の避難所を開設するなど、それぞれに専用の避難所を確保する。 

併せて、平常時から、避難所のレイアウトや動線等を確認し、感染症患者が発生した場合の対応

を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じる。 

県は、避難所の確保にあたり、県立施設を積極的に開放するほか、ホテルや旅館等の借上げにつ

いて、市町村のみでは対応が困難な場合には、借上げに係る調整を実施する。 

（３）感染症対策に必要な備蓄品の確保 

   市町村は、マスクやアルコール消毒液など、避難所内での感染症対策に必要な物資を確  

  保する。 

   県は、市町村において必要な物資が確保できない場合には、市町村ごとのニーズを的確  

  に把握し、用品調達先の調整を行う。 

（４）避難者の受入れ体制の確立 

   市町村は、避難者の受入れにおいて、検温や体調確認、換気・消毒などの業務が発生す  

  るため、部局を超えた市町村職員の協力体制を構築するなど避難者の受入れ体制を強化す  

  る。 

   県は、市町村からの要請に応じて、保健師等で構成する保健活動チームを派遣するとと  

  もに、各種団体等から参集する保健活動チームが円滑に活動できるよう調整する。 

（５）避難所内での感染予防 
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   市町村は、避難所内での感染予防策として、次のような対策を講じることとする。 

 イ 避難所の受付では、健康チェックを兼ねた受付名簿を作成する。なお、受付を行う職員  

   等はマスク・ゴム手袋を着用する。 

 ロ 避難者に対し、マスクの着用、手指消毒を呼びかける。 

 ハ 検温、風邪症状の有無、感染が確認されている者の濃厚接触者かどうかを確認し、その  

   結果に応じた対応を行う。 

 ニ 避難所内の居住スペースでは１人あたり４㎡を確保するよう努める。 

 ホ 避難者同士の距離を十分に確保できない場合は、簡易間仕切りなどを用いて区分する。 

 ヘ アルコール消毒薬を出入り口やトイレなど、多くの人が使用する箇所に複数設置する。 

 ト ドアノブや手すり、テーブルなど不特定多数の人が触れる場所は定期的に消毒を行う。 

 チ 定期的に窓あるいはドアを開け、換気を行う。 

 リ 避難生活開始後も、定期的に健康状態を確認し、発熱、咳等の症状が出現した場合は、 

   職員等に報告するよう避難者に周知する。 

（６）感染症対策に配慮した避難所運営訓練の実施 

   県は、市町村や自主防災組織が感染症対策に配慮した避難所の開設・運営が円滑にでき  

  るよう、市町村との共同により、市町村職員や自主防災組織を対象とした避難所運営訓練  

  等を実施する。 

（７）感染症患者に関する情報共有等 

新型コロナウイルス感染症等の行動制限を要する感染症の自宅療養者やその濃厚接触者の避難

に関して、防災担当部局や衛生担当部局、保健所、市町村と連携の下、平時から避難先の確保や

避難行動について具体的な調整、確認を行う。 

併せて、保健所は自宅療養者や濃厚接触者に対し、避難先や避難方法について情報提供を行う。 

 

４ 要配慮者の避難等の措置 

市町村は、避難所に要配慮者用の窓口や重度障がい者等のためのスペースを確保するなどの措置

を講じるとともに、福祉避難所の開設が必要と判断する場合は、速やかに開設するものとする。 

また、避難所での集団生活が困難な要配慮者のために必要に応じて、旅館・ホテル等を福祉避難

所に指定する。 

なお、要配慮者の避難等の措置について当該市町村のみでは対応できない場合、当該市町村は総

合調整室情報収集班又は地区災害対策本部庶務班及び関係機関へ要配慮者の受け入れ先の確保に

ついて協力を要請し、当該市町村外の福祉避難所の指定を受けた施設や社会福祉施設その他の適切

な場所（以下「広域避難施設」という。）へ避難させる。 

市町村から要配慮者を他の市町村へ避難させるための協力要請を受けた場合、受援・市町村支援

室広域受援助班は他の市町村との連絡調整等を行う。 

（１）広域避難を必要とする要配慮者等の把握 

 市町村は、救助にあたり特別な配慮を要する者の状況等を把握し、保健福祉サービスの提供
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や福祉避難所への避難等を行うための連絡調整を行うとともに、他市町村の広域避難施設への

避難を必要とする者の状況について総合調整室情報収集班又は地区災害対策本部庶務班へ報告

する。 

     報告を受けた地区災害対策本部庶務班は、総合調整室情報収集班を経由して被災者救援部避

難所対策班及び福祉保健医療部福祉保健衛生班に伝達する。 

（２）広域避難施設の選定 

 （１）の報告内容を踏まえ、福祉保健医療部福祉保健衛生班は、必要に応じて受援・市町村支

援室広域受援助班、被災者救援部避難所対策班及び厚生労働省とも協議しながら、県内外の社

会福祉施設等の中から適切な広域避難施設を選定する。 

（３）広域避難施設への移送 

     広域避難施設への移送については、受援・市町村支援室広域受援助班は必要に応じて、自衛

隊（総合調整室総務班）、輸送関係指定地方公共機関等（通信・輸送部）に応援を要請する。 

（４）広域避難施設への応援措置 

     受援・市町村支援室広域受援助班は、要配慮者の広域避難施設への移送が円滑に行われるよ

う、移送元の市町村及び受援・市町村支援室広域受援助班、地区災害対策本部被災者支援班・

保健所班と連携して受入れ可能な広域避難施設を把握し、移送する。 

また、その際、必要に応じて、広域避難施設の所在県、厚生労働省その他関係機関の協力を

求める。 

 

５ 避難所の運営管理 

 避難所の運営管理は、市町村長の責任の下で行う(災害救助法適用の場合は知事からの委任に基 
づく。) が、住民や民間の力を活かすことが望ましいため、市町村は、「避難所運営マニュアル」

を策定し、発災時の迅速な避難所の立ち上げと円滑な運営に努める。 

  また、県は、「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」を策定し、各市町村のマニュア

ル策定を支援する。 

学校その他が避難所となった場合、学校長等の施設責任者は、避難所が円滑に運営管理されるよ

う市町村に協力する。 

（１）避難所の運営管理体制の確立 

     市町村は、避難所の開設後早期に、避難施設の施設責任者、避難住民代表者(町内会・自治会

長等)と協議して、避難所の運営管理チームを設け、運営管理への協力を依頼する。 

避難者は、先ず隣保班や居住域等により自主的に「班」をつくり、各班で話し合って「班長」

を決めていくことが、その後の食料や水等の配給・分配をスムーズに行い、避難所内でのトラ

ブルを防ぐもととなる。 

（２）避難所での情報伝達 

     避難所で生活している避難者に対する生活情報等の提供は、口頭での説明のほか、掲示板の

設置、チラシの配付等により、聴覚障がいや視覚障がい等のため情報伝達に障がいのある避難
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者にも配慮した方法を用いる。また、必要に応じて、テレビ、ラジオ等を避難所に設置する。 

（３）避難所での食料・水・生活必需品の配付 

 県は、支援物資が避難所までスムーズに行き届くよう、国、県、市町村及び民間事業者等の

役割分担を明確化する。 

   また、避難所ごとのニーズを的確に把握し、タブレット端末を利用してスムーズな集計を行

うなど、市町村と連携を図りながら物資調達・輸送調整等支援システムを活用して備蓄する物

資・資機材の供給・調達・輸送に関し情報共有を図る。 

   市町村は、避難所での食料、水、生活必需品の配付について、運営管理チームの協力を得て

行う。食料の配布にあたっては、栄養士の指導を受けて避難者の適切な栄養管理に努めるとと

もに、食物アレルギーを有する避難者のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギー

に配慮した食料の確保・配付等に努めるものとする。 

      また、女性用品の取扱い、配布等は女性が行うなど配慮する。 

（４）避難所のニーズの把握 

     市町村は、常に避難所のニーズを把握し、迅速かつ的確に対応する。 

（５）避難住民の健康への配慮 

県及び市町村は、避難者の健康管理のため、保健活動チームを派遣し、常に避難住民の健康 

管理を行うとともに、公衆衛生ニーズを把握する。 

   また、避難生活の長期化等により、二次的な健康被害を及ぼさないようエコノミークラス症

候群の予防や熱中症への注意喚起等の対策を講じる。 

（６）避難所の生活環境への配慮 

     市町村は、災害に備えて簡易トイレ（洋式）の備蓄やマンホールトイレの導入など、避難所

におけるトイレを確保するとともに、清掃等生活環境の面に注意を払い、常に良好なものとな

るよう努める。特に避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保や、暑さ寒さ対策、身体

の負担軽減等につながる段ボールベッド等の確保、入浴及び洗濯の機会の確保、男女のニーズ

の違い等男女双方の視点等に配慮する。 

県は、市町村からの要請に応じて、避難所における保健衛生ニーズの有無を把握するため、

保健師等で構成するよる保健活動チームを派遣するとともに、各種団体等から参集する保健活

動チームが円滑に活動できるよう調整する。 

（７）女性の視点からの避難所運営 

避難所の運営、レイアウト等にあたっては、次のような工夫を図り、女性の特性等に 配 慮

する。  

イ 避難所運営には、男性と女性の責任者を配置する。 

ロ 一人暮らしの女性や高齢者・障がい者、乳幼児のいる家族等の被災者の状況に応じ、間

仕切りをするなどの配慮を行い、快適な居住スペースの確保に努める。 

ハ 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保に努める。 
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ニ 男女別のトイレや更衣（又は化粧）スペース及び女性用洗濯物の干し場の確保に努める。 

ホ 仮設トイレの設置等の避難所のレイアウトにおいては、女性や子どもの安全・安心に配慮

した場所や通路、夜間の照明の確保に努める。また、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザー

の配布も努める。 

 へ 女性や子どもへの暴力を防止し、心身の健康を守るために、専用の相談窓口の設置に努

める。 

ト 家事や育児などの家庭的責任は男女が共同して負担するよう努める。 

（８）避難所運営訓練の実施 

   県は、市町村や自主防災組織が円滑に避難所を開設・運営できるよう、市町村との共同によ

り、市町村職員や自主防災組織等を対象とした避難所運営訓練等を実施する。 

（９）避難所での外国人への配慮 

   市町村は、日本語の理解できない外国人に対し、情報や配給などが行き渡るようボランティア

通訳等の手配により配慮する。ボランティア通訳者や災害時外国人支援情報コーディネーターの

要請が必要な場合、県災害対策本部被災者救援部外国人救援班と連携して配慮を行う。 

 

６ 避難生活者の保護・救援 

（１）医療救護班等の派遣・調整 

     県は、避難所における医療ニーズの有無を把握し、市町村からの要請に応じて、速やかに医療

救護班を派遣するとともに、各種団体等から参集する医療支援チームが円滑に活動できるよう調

整する。 

（２）保健活動チームの派遣・調整 

   県は、市町村からの要請に応じて、避難所における保健衛生ニーズの有無を把握するため保健

活動チームを派遣するとともに、各種団体等から参集する保健活動チームが円滑に活動できるよ

う調整する。 

（３）災害派遣福祉チームの派遣・調整 

   県は、大規模災害の発生時、市町村からの要請に応じて、避難者の福祉ニーズの把握や

要配慮者の支援等を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を派遣する。 

   また、県は派遣した災害派遣福祉チームが円滑に活動できるよう被災市町村との連絡調

整を行う。 

 

７ 広域避難 

○市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、当該市町村の区域外への広域的な避難、

指定避難所及び指定緊急避難場所の確保が必要であると判断した場合は、県や受入先の市町村

と以下のとおり調整を行うものとする。 

・県内の他の市町村への避難については、受入先の市町村に直接協議することを原則とするが、

必要に応じて県が調整する。 
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・他の都道府県の市町村への避難については、県に対し、受入先の都道府県との協議を求める

ほか、事態に照らし緊急を 要すると認めるときは、知事に報告した上で、市町村自ら受入

先の都道府県内の市町村に協議することができる。 

○県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。 

○市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供するこ

とについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等をあらか

じめ決定しておくよう努めるものとする。 

〇県、市町村、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基

づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

〇県、市町村及び事業者は、避難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をとりあい、

放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できる

ように努めるものとする。 

 

８ 広域一時滞在 

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等により、区域外への

広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した時は、県や受入先の市町村と

以下のとおり調整を行うものとする。 

・県内の他の市町村への避難については、受入先の市町村に直接協議することを原則とするが、

必要に応じて県が調整する。 

・他の都道府県の市町村への避難については、県に対し、受入先の都道府県との協議を求めるほ

か、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、知事に報告した上で、市町村自ら受入先の都

道府県内の市町村に協議することができる。 
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第２節 避難所外被災者の支援 
  

様々な事情により避難所以外の場所で生活する被災者、あるいは、自宅の使用はできるものの、

ライフラインの途絶等により食料や情報を得ることが困難になった被災者に対しても、避難所で生

活する被災者と同様に、食料・物資等の提供、情報の提供、避難所への移送、巡回健康相談など、

必要な支援を行う。（避難所情報に関するサインについては、第 3 章第 4 節に定める。) 

 

 

〔避難所が開設された場合の、本節に基づく各防災関係機関の主要な活動〕 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○避難所外被災者の状況把握＜市町村、被災者救援部避難所対策班及び外国人救援班、地

区災害対策本部被災者救援班＞ 

 

○食料・物資の供給＜市町村、地区災害対策本部支援物資班、通信・輸送班＞ 

 

○避難所への移送＜市町村、地区災害対策本部被災者救援班、通信・輸送班＞ 

 

○避難所外被災者の巡回健康相談＜市町村、地区災害対策本部保健所班＞ 

 

 

 １ 避難所外被災者の状況把握 

   市町村は、車中泊等の避難所外被災者の実態把握や指定避難所への誘導等の対応について具体

的な手法を明確にし、必要な支援を行う。 

避難所外被災者の状況把握を迅速に行うため、地区災害対策本部被災者救援班は、市町村が行う

避難所外被災者の状況調査に協力するとともに、必要に応じて関係機関に支援を要請する。 

なお、県は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、災害対策基本法第

86 条の 14 の規定に基づき、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、運

送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請するものとする。 

  

２ 避難所外の要配慮者 

   市町村は、避難所外の要配慮者について、早期に福祉避難所や医療機関等に移送するよう努め

る。地区災害対策本部庶務班は総合調整室情報収集班に報告し、必要に応じて支援を要請する。 

また、被災者救援部外国人救援班及び市町村は、避難所外の外国人について、必要に応じてボ 

ランティア通訳者や災害時外国人支援情報コーディネーターを配置して、適切な支援を行うもの  

とする。 
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３ 避難所外被災者への情報伝達活動 

県及び市町村は、被災者のニーズを十分把握し、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、

ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関等の生活関連情報、それぞれの機

関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立

つ正確、かつ、きめ細やかな情報を適切に提供するように努める。 

なお、その際、高齢者、障がい者等の要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与さ

れる賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者等に対して、紙媒体で情報提供を行うな

ど、適切な手段により情報提供に努める。 

 

４ 食料・物資の供給 

県及び市町村は、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、早期に孤立状態の解

消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需品等の物資の円滑な供給に努める。また、在宅での避

難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者に対しても物

資等が提供されるよう努める。 

 

５ 巡回健康相談の実施 

県及び市町村は、避難所外被災者に対しても、健康管理のため、保健活動チームを派遣し、巡

回して健康相談を行うとともに、保健衛生ニーズを把握する。 

また、避難生活の長期化等により、二次的な健康被害を及ぼさないようエコノミークラス症候

群の予防や熱中症への注意喚起等の対策を講じる。 
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第３節 食料供給 

 

 本節は、食料の供給、販売機能が麻痺し、又は住家の被害により自宅で炊飯等ができない被災者

又は応急対策等に従事する者に対する一時的な炊出しや必要な食料品の供給に関する事項について

定めるものである。 

 

 

〔食料の供給が必要となった場合の、本節に基づく各防災関係機関の主要な活動〕 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

○被災者・応急対策等従事者に対する食料供給の必要性の判断＜市町村＞ 

□避難者の状況把握 

□医療機関・社会福祉施設等の状況把握 

□応急対策等従事者の状況把握 

□電気、ガス、水道の状況把握 

○食料供給（炊出し等）の実施 

 

市町村で食料供給が困難な場合 

○備蓄物資などの支援物資を供給する基本計画の作成＜支援物資部支援物資班＞ 

○具体的な供給内容、供給方法の決定、調整＜支援物資部支援物資班＞ 

○政府所有米穀の緊急引渡し＜支援物資部食糧班＞ 

＊農林水産省農産局長 

○農業団体等が保有する食料の供給及びあっせん＜支援物資部食糧班＞ 

○流通在庫による食料の供給及びあっせん＜支援物資部支援物資班＞ 

○自衛隊の派遣要請＜総務班＞ 

 

 

１ 食料の供給責任体制 

   食料供給は、第一順位としては市町村が行う(災害救助法適用の場合は知事からの委任に基づ

く)。地区災害対策本部は、市町村の活動状況を把握し適切な支援を行うほか、市町村による食料

供給が困難な場合は速やかに災害対策本部に物資の確保及び配送を要請し、直接これを配布する。 

   また、その他の防災関係機関は、市町村及び県から食料供給に関する要請があった場合には、

積極的に協力する。 
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２ 食料供給活動の流れ 

（１）被災者、応急対策等への従事者に対する食料供給の必要性の判断 

 市町村は、以下の情報を収集し、被災者、応急対策等への従事者に対する食料供給の必要性

を判断する。 

イ 避難者の状況 

ロ 医療機関、社会福祉施設等の状況 

ハ 応急対策等への従事者の状況 

ニ 電気、ガス、水道の状況 

（２）市町村による食料供給の実施 

     市町村は、食料供給が必要と判断された場合、食料の供給を行う。その際、要配慮者及び医

療機関の入院患者、社会福祉施設の入所者に配慮する。また、県の支援が必要と判断される場

合は、県に支援を要請する。 

（３）県における食料供給の実施 

  イ 所要品目、量、運搬ルート等の情報管理 

      支援物資部支援物資班は、備蓄物資などの支援物資を供給する基本計画を作成する。また、

支援物資班は、総合調整応急対策調整班、通信輸送部通信・輸送班との情報共有を図りなが

ら、具体的な供給内容や供給方法を決定・調整する。 

    なお、情報の集約に当たっては自衛隊、消防、避難所、ボランティア、運送業者等と連携

して被災者のニーズを迅速に把握するよう努めるとともに、集約した情報は関係機関で行う。 

ロ  食料の供給等 

食料の供給は、支援物資部の指示の下で行う。 

（イ）政府所有米穀の緊急引渡し 

農林水産省農産局長あてに要請する。 

（ロ）（イ）以外の食料の供給及びあっせん 

（イ）以外の食料については、あらかじめ流通業者と締結した協定等に基づき、供給及び

あっせん並びに現地への輸送を行う。 

なお、必要に応じて第４章第 13 節に定める義援物資の受け入れ及び民間団体が行う支援 

との調整を図る。 

①  農漁業団体等が保有する農水産物の供給及びあっせん 

②  流通在庫による食料の供給及びあっせん 

ハ 自衛隊への派遣要請 

      自衛隊の派遣が必要な場合、総務班が派遣要請を行う。 

ニ 県内市町村、九州・山口各県、他都道府県への応援要請 

「第２章第７節 広域的な応援要請」に準ずる。 
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３ 政府所有米穀の緊急引渡し 

（１）市町村の手続 

市町村長は、農林水産省の定める「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（災害救助法

及び国民保護法が発動された場合の特例）により、災害救助用米穀の緊急引渡しの要請を行う。 

イ 通常の手続きによる緊急引渡し等 

市町村長は、所管の地区災害対策本部を経由して県に対し、災害救助用米穀の緊急引渡しの

要請を行い、引渡しを受けた後、被災者に対する供給又は給食を実施する。 

ロ 災害地が孤立した場合等における緊急引渡し 

交通、通信の途絶等の重大な災害の発生により、災害救助用米穀等の引渡しについて知事の

指示を受け得ない場合であって、緊急に災害救助用米穀を必要とするときは、市町村長は、「米

穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づき、農林水産省農産局長（以下「農産局長」と

いう。）に対して災害救助用米穀の引渡しを要請する。市町村長が農産局長に直接要請を行っ

た場合、市町村長は、知事との通信体制が復旧した後、必ずその旨を連絡することとし、支援

物資部食糧班は様式（巻末資料編参照）により農産局長へ要請書を送付する。 

（２）支援物資部食糧班の手続 

（１）により、市町村長から災害救助用米穀の緊急引渡しの要請を受け、支援物資部食糧班は

以下の手続きを行う。 

イ 市町村の申請に基づき、緊急引渡しを行う際、給食又は供給を行わせることを適当と認める

者を引取人として指定する。 

ロ 指定した引取人に対し、緊急引渡しを実施させる。 

（３）応急供給系統図 

イ 知事に対する応急食糧の直接売却 

   

 

 

 

 

 

ロ 市町村長と県が連絡の取れない場合の現物引渡 

 

 

 

 

 

ハ  知事が自衛隊に運送を依頼する場合 

知事   知事の指定 
する引取人 被災者 

引渡要請 
売買契約 引渡指示 

現品取引 

農産局長 受託事業体 

荷渡指図書呈示 
受領証提出 

市町村長   市町村長 被災者 

売買契約 受領証提出 引渡指示 

現品取引 

受託事業体 農産局長 

知事 
連絡 
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交通の途絶等により、政府運送では緊急に間に合わない場合、知事は、自衛隊に災害地まで

運送を要請することができる。 

 

４ 災害救助法の規定による炊出しその他による食品の給与 

災害救助法の適用については、災害対策本部本部会議において決定する。 

災害救助法の規定に基づく炊出し、その他による食品の給与は市町村からの要請に基づき、地

区災害対策本部被災者救援班・支援物資班が実施する。 

また、地区災害対策本部被災者救援班は、所管区域市町村が実施する炊出しその他による食品

の給与を指導し、地区災害対策本部庶務班は、市町村において食品の給与が困難な場合は、臨時

的な救助班等を編成して現地に派遣するなど、その円滑な実施を図るものとする。 

（１）炊出し、その他による食品の給与基準 

イ 給与を受ける被害者の範囲 

（イ）避難所に収容された者 

（ロ）住家の被害が全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水等である場合又は社会基

盤の被災により炊事のできない者 

（ハ）被災市町村内の旅館の宿泊人及び一般家庭の来訪客で(イ)又は(ロ)と同一の状態にある

者 

（ニ）被災を受け、一時縁故先に避難する者で食料品をそう失した者 

（ホ） 流通の途絶により食品が確保できない者 

ロ 炊出しその他による食品給与の方法 

（イ）炊き出しは、避難所内又はその近くの適当な場所を選んで実施し、適当な場所がないと

きは、飲食店又は旅館等を使用する。 

（ロ）食品の給与に当たっては、現に食し得る状態にある物を給すること（原材料（小麦粉、

米穀、醤油等）及び現金食券を支給することは災害救助法の趣旨に反し認められない。 

（ハ）食品の給与は産業給食（弁当等）によっても差し支えない。 

（ニ）乳幼児に対する食品の給与は、ミルク等によっても差し支えない。 

（ホ）炊出しの実施に支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として１人１日当たり

内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

    ハ 炊出し及び食品の給与の期間 

特別な事情のない限り、災害の発生の日から７日以内の間とする。 

ニ 費用の負担 

福祉保健部福祉保健企画課はイからハの基準に基づき、市町村にその実施を委任した炊出し

その他による食品の給与について、おおむね次の範囲内の費用を負担するものとする。 

    （イ）主食費 

① 知事が一括売却を受け配分した場合の主食 
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       ② 供給食料のほか一般の食品店その他から炊出し等のため購入したパン、麺類等 

    （ロ） 副食費及び調味料費 

    （ハ） 炊出し用の燃料費 

    （ニ） 雑費 器物の使用謝金、又は借上料等 

（２）市町村の措置 

  イ 県への情報提供等 

        知事の委任に基づく災害救助法の規定による炊出しその他の食品の給与に着手した場合

は、市町村長は速やかにその概要を福祉保健部福祉保健企画課に情報提供し、必要な指示を

受けるものとする。 

    ロ 帳簿等の備え付け等 

      市町村長が知事の委任に基づき炊出しその他の食品を給与する場合は、その責任者を指定

するとともに、炊出し等の各現場に実施責任者を定め、おおむね次の帳簿等を備え必要な事

項について記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

（イ）救助実記録日計表 

（ロ）炊出しその他による食品給与物品受払簿 

   （ハ）炊出し給与状況 

   （ニ）炊出しその他による食品給与に関する証拠書類 

 

５ その他の機関が実施する食料の供給措置 

（１）自衛隊 

      特に緊急を要する場合は、部隊が管理する「乾パン」等の管理換えに応ずる。 

（２）日本赤十字社大分県支部 

所管の赤十字奉仕団等を通じて、被災者等に対する炊出しその他の食品等の給与の応援協力

を実施する。 

（３）九州農政局（大分県拠点） 

知事又は政府の要請に基づき、農林水産省が実施する応急用食料(精米、パン、おにぎり、弁

当、即席めん、育児用調整粉乳、缶詰、レトルト食品、乾パン及び水の供給可能量把握、供給

団体等への出荷要請に連携し、職員の派遣等により応急用食料の供給支援を実施する。
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第４節 給水 

 

 本節は、災害による断水のため、現に飲料水及び生活用水を得ることができない者に対する給水

に関する事項について定めるものである。 

 

 

〔給水活動が必要となった場合の、本節に基づく県の主要な活動〕 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

○被災者に対する給水の必要性の判断＜市町村＞ 

□被災者の状況把握＜市町村＞ 

□医療機関、社会福祉施設等の状況把握＜市町村＞ 

□通水状況把握＜市町村＞ 

□衛生状況の把握＜地区災害対策本部保健所班＞ 

 

○給水の実施＜市町村＞ 

□衛生の確認＜地区災害対策本部保健所班＞ 

 

市町村で給水が困難な場合 

○所要量、運搬ルート等の情報管理＜支援物資部、通信輸送部通信・輸送班＞ 

○給水班の総合調整＜支援物資部＞ 

○流通在庫による飲料水の供給及びあっせん＜支援物資部支援物資班＞ 

○自衛隊の派遣要請＜市町村、総務班＞ 

○厚生労働省、日本水道協会等への応援要請＜総務班＞ 
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１ 給水の責任体制 

   給水は、第一順位としては市町村が行う(災害救助法適用の場合は知事からの委任に基づく。)。

地区災害対策本部は、市町村の活動状況を把握し適切な支援を行うほか、市町村による給水が困

難な場合には速やかに災害対策本部に水の確保及び配送を要請し、直接これを配布する。 

また、その他の防災関係機関は、市町村が及び県から給水に関する要請があった場合には、積

極的に協力する。 

 

２ 給水活動の流れ 

（１）被災者に対する給水の必要性の判断 

     市町村は、以下の情報を収集し、被災者に対する給水の必要性を判断する。 

 なお、飲料水の衛生状況の把握は、地区災害対策本部保健所班に協力を求める。 

イ 被災者の状況 

ロ 医療機関、社会福祉施設等の状況 

ハ 通水状況 

ニ 飲料水の衛生状況 

（２）市町村による給水の実施 

     市町村は、(１)で給水が必要と判断された場合、次の点に留意して給水活動を行う(県が実施

する場合も同様)。 

なお、この節に定める事項のほか必要な給水措置は、市町村地域防災計画の定めるところに

よる。 

イ 給水場所、給水方法、給水時間等について防災行政無線等を用いてきめ細かく住民に広報

する。 

ロ 医療機関、社会福祉施設については、臨時の活動班を編成するなどして、迅速かつ的確な

対応を図る。 

ハ 自力で給水を受けることが困難な要配慮者を支援するため、可能な限りボランティアとの

連携を図る。 

（３）県における給水の実施 

     市町村のみでは給水が困難と判断された場合、県は以下の措置をとる。 

    支援物資部は、被災地域への応急給水について、総合的な調整及び指導を行う。 

    また、地区災害対策本部保健所班は、災害所管区域の補給水源の汚染衛生状況の調査を行う。 

イ 所要量、運搬ルート等の情報管理 

    支援物資部食糧班は、給水に関する情報を集約し、飲料水・生活用水の供給計画を作成し、

その進行管理を行うとともに、必要に応じて関係機関に協力を要請し、飲料水・生活用水を

調達する。 

     なお、情報の集約に当たっては、自衛隊、消防、避難所、ボランティア、運送業者等と連
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携して被災者のニーズを迅速に把握するよう努めるとともに、集約した情報は関係機関で共

有する。 

ロ 給水等 

（イ）給水の総合調整 

          支援物資部は給水班を編成し、被災地に派遣する。 

（ロ）流通在庫によるボトル水等水入り容器の供給及びあっせん 

あらかじめ流通業者と締結した協定等に基づき、支援物資部支援物資班が実施する。 

なお、必要に応じて第４章第１３節に定める義援物資の受け入れ及び民間団体が行

う支援との調整を図る。 

（ハ）自衛隊への派遣要請 

          自衛隊の派遣が必要な場合、総務班は派遣要請を行う。 

（ニ）県内市町村、九州・山口各県、他都道府県への応援要請 

          「第２章第７節 広域的な応援要請」に準ずる。 

（ホ）厚生労働省、日本水道協会、大分県薬剤師会等への応援要請 

          総務班が行う。 

 

３ 給水の方法 

（１）飲料水 

イ 給水車による給水 

ロ ろ水器による給水 

ハ ボトル水等水入り容器を運搬して行う給水 

（２）生活用水 

イ 学校プールその他適当な場所への貯水 

ロ 災害時協力井戸による給水 

ハ 浄水剤の支給による給水 

 

４ 災害救助法に基づく措置 

（１）県の措置 

     福祉保健部福祉保健企画課は、災害救助法が適用された場合、知事の委任に基づき市町村長

が実施する次の範囲内の給水について、必要な措置をとるものとする。 

イ 給水の基準 

（イ）飲料水を受ける者 

       災害のため現に飲料水を得ることができない者 

（ロ）飲料水の供給方法 

① 水道法による水道用水の緊急応援 
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② ろ水器等による浄水の供給 

③ ボトル水等水入り容器の支給 

（ハ）飲料水の供給期間 

     特別の事情のない限り、災害発生の日から 7 日以内の期間とする。 

（ニ）飲料水の供給量 

     最小限度必要な量を供給する。 

ロ 給水のための費用 

（イ）水の購入費（但し、真にやむを得ない場合に限る） 

（ロ）ろ水器その他給水に必要な機械、器具の借上げ費、修繕費及び燃料費 

（ハ）浄水用の薬品及び資材費 

（ニ）ボトル水の購入費等特に必要と認める費用 

（２）市町村の措置 

   市町村長は、知事の委任に基づく飲料水の供給を実施した場合は、次の帳簿等を備え、必要

な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計表 

ロ 飲料水の供給簿 

ハ 給水用機械器具燃料、ボトル水及び浄水用薬品資材受払簿 

ニ 飲料水供給のための支払証拠書類 
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第５節 被服寝具その他生活必需品給与 

 

 本節は、被災者に対する日常生活に欠くことのできない被服、寝具、その他の生活必需品の一時

的な給与又は貸与に関する事項について定めるものである。 

 

 

〔給与・貸与が必要となった場合の、本計画に基づく各防災関係機関の主要な活動〕 

＜ ＞内は主に担当する班等  

災害救助法適用の場合 

○災害救助法適否の判断＜災害対策本部本部会議＞ 

○給与又は貸与の必要品目及び必要量の判断＜市町村、総合調整室応急対策調整班＞ 

○被災者の状況把握＜市町村、総合調整室情報収集班＞ 

○医療機関、社会福祉施設等の状況把握＜市町村、総合調整室情報収集班＞ 

○給与又は貸与の実施 

□備蓄物資の開放＜福祉保健部福祉保健企画課、地区災害対策本部支援物資班＞ 

□給与又は貸与物資の調達＜支援物資部支援物資班＞ 

□物資の確保協力要請＜総務班＞ 

＊日本赤十字社大分県支部、自衛隊等への要請 

□物資集積場所の設定＜市町村、地区災害対策本部輸送･調整班＞ 

□給与又は貸与物資の輸送＜通信・輸送部輸送･調整班、地区災害対策本部通信輸送班＞ 

□給与又は貸与物資の交付等＜市町村、地区災害対策本部支援物資班＞ 

  

市町村で給与又は貸与が困難な場合 

○所要品目、量、運搬ルート等の情報管理  

＜支援物資部支援物資班、通信輸送部通信・輸送班＞ 

○流通在庫による物資の給与又は貸与＜支援物資部支援物資班＞ 
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１ 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与の責任体制 

  被災者に対する被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、第一順位としては市町村が行う

（災害救助法適用の場合は知事からの委任に基づく）。県は、市町村の活動状況を把握し適切な

支援を行うほか、市町村が実施困難な場合に直接これを実施する。その他の防災関係機関は、市

町村及び県から要請があった場合には、積極的に協力する。 

 

２ 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与の流れ 

（１）被災者に対する給与又は貸与の必要品目及び必要量の判断 

   市町村は、以下の情報を収集し、被災者に対する給与又は貸与の必要品目及び必要量の判断

を行う。 

イ 被災者の状況 

ロ 医療機関、社会福祉施設の状況 

（２）被災者に対する給与又は貸与の実施 

市町村は、(１)で必要とされた被服寝具その他の生活必需品を、備蓄物資又は流通在庫か

ら調達確保し給与又は貸与を実施する。 

（３）県における給与又は貸与の実施 

市町村のみでは被服寝具その他の生活必需品の給与又は貸与が困難と判断される場合は、県

は以下の措置をとる。 

イ 所要品目、量、運搬ルート等の情報管理 

支援物資部支援物資班は、被服寝具その他の生活必需品の給与又は貸与に関する情報を集

約し、必要に応じて関係課に協力を求めるとともに供給計画を作成し、その進行管理を行う。 

なお、情報の集約に当たっては、自衛隊、消防、避難所、ボランティア、運送業者等と連

携して被災者のニーズを迅速に把握するよう努めるとともに、集約した情報は関係機関で共

有する。 

ロ 給与又は貸与 

（イ）備蓄物資による給与又は貸与 

地区災害対策本部支援物資班が、備蓄している物資により実施する。 

（ロ）（イ）以外の物資の給与又は貸与 

以下により実施するものとし、必要に応じて第４章第１１節に定める義援物資の受け入

れ及び日本赤十字社又は民間団体が行う支援との調整を図る。 

①  流通在庫による給与又は貸与 

県が、県があらかじめ流通業者と締結した協定等に基づき、支援物資部支援物資班が実

施する。 

②  県内市町村、九州・山口各県、他都道府県への応援要請 

「第２章第７節 広域的な応援要請」に準ずる。 
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ハ 給与又は貸与の体制（集積・輸送・交付） 

救助物資の給与又は貸与活動は、おおむね次の基準により実施する。 

（イ） 支援物資部支援物資班、通信・輸送部輸送･調整班 

①  救助物資の給与又は貸与活動の総合的な連絡調整及び指導を行うこと。 

②  救助物資の配分及び輸送に関すること。 

③  備蓄救助物資の放出と物資集積場（輸送計画による場所）までの輸送を行うこと。 

④ 調達した物資の物資集積場までの輸送を行うこと。 

（ロ）地区災害対策本部被災者救援班・支援物資班、通信・輸送班 

①  指示に基づく不足物資の調達を行うこと。 

②  救助物資の配分及び輸送に関すること。 

③ 備蓄救助物資の放出、所管物資調達地における救助物資の調達及び物資集積場までの      

輸送を行うこと。 

④  所管町村の要請により、救援物資の給与及び貸与について支援を行うこと。 

 

３ 災害救助法が適用された場合の措置 

（１）実施体制 

イ 災害救助法が適用された場合、地区災害対策本部は市町村と連携して、被災者に対する給

与又は貸与の必要品目及び必要量を把握し、福祉保健部福祉保健企画課に情報提供する。 

ロ 福祉保健部福祉保健企画課は、２(２)に基づく給与又は貸与を実施する。 

（２）給与又は貸与の基準 

     救助物資の給与又は貸与の基準は、おおむね次のとおりとする。 

イ 給与又は貸与の対象者 

（イ）災害により住家に被害を受けた者(住家の被害は全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上

浸水をいう。) 

（ロ）被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財をそう失した者 

（ハ）被服、寝具、その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

ロ 給与又は貸与品目 

（イ）被服、寝具及び身の回り品 

洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル、靴下、サンダル、傘等 

（ロ）日用品 

石けん、歯みがき、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等 

（ハ）炊事用具及び食器 

炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸等 

（ニ）光熱材料 

マッチ、プロパンガス等 
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ハ 給与物資の配分基準 

    それぞれの物資の価格に応じて定めるものとする。 

ニ 給与又は貸与の限度額 

    1 世帯あたりの救助物資の給与又は貸与額は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

ホ 給与又は貸与の期限 

    特別な事情のない限り災害発生の日から 10 日以内に給与又は貸与を終るものとする。 

 

４ その他災害時の救助物資の給与又は貸与 

   災害救助法の適用を受けない災害の発生時においては、おおむね次の基準により被災者に対し

救助物資を給与する。 

（１）給与の対象者 

     災害により住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水の被害を受けた者 

（２）給与実施基準 

 イの災害を受けた世帯が市町村の人口に応じて、次の数に達する場合とする。 

 

（３）給与の限度額 

 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」（平成 25 年度内閣府

告示第 228 号）第 1 章第 4 条 3 のイ及び口に定める支出できる費用の範囲内とする。 

（４）その他必要な事項は、災害救助法の規定による救助物資の給与又は貸与の基準に準ずる。 

 

５ 市町村が実施する救助物資の給与又は貸与 

  市町村が実施する救助物資の給与又は貸与は、市町村地域防災計画に定めるところにより実施す

るが、特に災害救助法の規定による救助物資の給与又は貸与については、市町村長は知事の委任に

基づき次の活動を行うものとする。 

（１）知事の示す基準に従い、救助物資を被災者に給与又は貸与すること。 

（２）交通途絶等特別な事情のため、知事において救助物資を輸送することができない場合は、知

事の指示する範囲で被災者に救助物資を給与又は貸与すること。 

 

６ その他の防災関係機関が実施する救助物資の給与又は貸与 
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（１）日本赤十字社大分県支部は、その保管する救援物資を被災者に対して配付するものとする。 

イ 保管場所 

      大分市千代町 2 丁目 3 番 31 号 日本赤十字社大分県支部倉庫 

ロ 対象者 

（イ）災害により住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水等の被害を受けた被災者 

（ロ）避難所に避難した被災者 

ハ 保管品名 

毛布、タオル、作業服、タオルケット（夏期）、バスタオル、緊急セット、ブルーシート 

（２）陸上自衛隊は、知事の要請に基づき、その保管し、管理する次の救助物資を緊急事態の場合、

被災者に貸与し、知事による救助物資の給与又は貸与が実施されるまでの間の被災者の保護を

図るものとする。 

   寝具(毛布)  外衣(作業服上下) 

（３）その他の防災関係機関においても、当該機関が保管し、管理する救助物資を積極的に放出し

て県又は市町村が実施する被災者の保護に協力するものとする。 
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第６節 医療活動 

 

 避難生活や医療機関の機能麻痺が長期化した場合、県をはじめとする防災関係機関は被災地住民

の医療の確保に万全を期す必要がある。その場合、「第 3 章第 5 節救急医療活動」に基づく超急性

期の医療活動から、それ以降の急性期や慢性期（おおむね発災から 72 時間以降）の活動にスムーズ

に移行できる体制を講じるとともに、以下の点に留意した対策を講じる。 

避難生活や医療機関の機能麻痺が発生し、発災直後からの救急医療活動が実施された場合

の、本節に基づく県の主要な活動］ 

 

＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○被災地における医療ニーズのきめ細かな把握＜福祉保健医療部医療活動 

支援班、地区災害対策本部保健所班＞ 

 

○医療救護活動の実施 

□災害医療対策本部の設置＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

□医療救護班等の派遣・調整＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

□災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

 

○医療救護活動情報の集約及び広報・相談活動の実施 

□医療救護活動情報を収集し、報道機関に広報を依頼＜福祉保健医療部医療活動支援班、

広報・情報発信班＞ 

 

□相談専用電話の設置＜福祉保健医療部医療活動支援班＞ 

 

 

１ 被災地における医療ニーズのきめ細かな把握 

  福祉保健医療部医療活動支援班は、次の情報を地区災害対策本部保健所班から得て、医療救護

活動を迅速・的確に推進する。 

（１）避難所及び被災地域における医療ニーズ 

（２）医療機関、薬局の状況 

（３）電気、水道の被害状況、復旧状況(第 2 章第 4 節参照) 

（４）交通確保の状況(第 2 章第 4 節、第 2 章第 15 節参照) 

 

２ 医療救護活動の実施 

（１）災害医療対策本部 

福祉保健医療部医療活動支援班は、超急性期からの医療活動を必要に応じ継続させる。また、

急性期や慢性期における医療活動にスムーズに移行させるため、大分県医師会に対し、予め登

録した急性期から慢性期の医療救護活動を統括する災害医療コーディネーターの県庁（災害医
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療対策本部（ＤＭＡＴ調整本部、必要に応じてＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部等））への派遣を要請し、

超急性期の医療救護活動を統括する災害医療コーディネーターの調整業務等を引き継ぐ。なお、

必要に応じて災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネーターから医療救護活動につ

いて助言を得る。 

（２）医療救護班等の派遣・調整 

福祉保健医療部医療活動支援班は、市町村から要請があったとき、又は、市町村が確保した

医療支援チームでは十分な医療活動が実施できないと判断したときには、日本赤十字社大分県

支部、大分県医師会、大分県歯科医師会及び大分大学医学部附属病院へ医療救護班の派遣を要

請するほか、大分県看護協会、及び大分県薬剤師会及び大分災害リハビリテーション推進協議

会等に対し支援チームの編成・派遣を要請する。 

（３）医療救護班の調整 

災害医療対策本部に派遣された災害医療コーディネーターは被災地内の圏域間等における医

療救護班の派遣調整等を行う。 

地区対策本部保健所班、郡市医師会及び市町村は、連携して被災地内の医療救護班の調整等

を行う。 

（４）災害派遣精神医療チームの派遣 

福祉保健医療部医療活動支援班は、市町村からの要請があったとき、ＤＰＡＴ統括者と協議

のうえ派遣の有無を決定し、医療機関等に精神科医、看護師等からなる災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）の編成・派遣を要請する。必要時は他県からの応援要請を図る。また、ＤＰＡ

Ｔ調整本部を設置し活動の指揮・調整を行う。 

 

３ 医療救護活動情報の集約及び広報・相談活動の実施 

  福祉保健医療部医療活動支援班は、以下の情報を集約の上、広報・情報発信班を通じて報道機

関に広報を依頼し、一般に広報する。また、相談専用電話を設置し、県民からの問い合わせに応

じる。 

（１）医療機関の被災状況、稼働状況 

（２）医療救護班の派遣及び医療救護拠点の設置状況 

（３）現地での医薬品、人員等の確保状況 

（４）医療救護活動に関連した緊急輸送ルート及び輸送手段の状況 

（５）負傷者の発生状況 

（６）移送が必要な入院患者の発生状況 

（７）透析患者、人工呼吸器患者及び在宅酸素患者等難病患者への医療体制確立状況 
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第７節 保健衛生活動 

 

 本節は、災害後の生活環境等の急変・悪化による疾病予防に関する事項について定めるものであ

る。 

 

〔保健衛生活動が必要となった場合の、本節に基づく県の主要な活動〕 

＜ ＞内は主に担当する班等 

○被災地での公衆衛生ニーズの把握  

□避難所等を含む被災地における公衆衛生ニーズの把握 

                       ＜福祉保健医療部福祉保健衛生班、地区災害対策本部保健所班＞ 

□災害時健康危機管理支援チームの派遣＜福祉保健医療部福祉保健衛生班＞ 

 

○保健衛生活動の実施＜地区災害対策本部保健所班＞ 

□各種支援チームの受入れ及び活動調整 

 

○防疫活動の実施＜福祉保健医療部福祉保健衛生班、地区災害対策本部保健所班＞ 

 

○保健衛生活動情報の集約及び公表 

□保健衛生活動情報の集約＜福祉保健医療部福祉保健衛生班＞ 

□保健衛生活動情報の広報＜広報・情報発信班＞ 

□保健衛生活動情報の市町村、厚生労働省等への報告＜福祉保健医療部福祉保健衛生班＞ 

○市町村が実施する防疫及び清掃 

 

○その他の防災関係機関が実施する防疫及び清掃 
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１ 保健衛生活動の責任体制 

  災害後の生活環境等の改善に関する活動は、市町村が実施するものとする。県は、市町村の活

動状況を把握し適切な支援を行うほか、感染症予防に関する防疫措置を市町村に指示する。また、

市町村のみでは対応が困難な場合、あるいは市町村から要請があった場合に代行等の措置をとる。 

 

２ 保健衛生活動の実施体制 

（１）被災地での公衆衛生ニーズの把握 

県は、必要に応じて市町村災害対策本部に職員を派遣する等、市町村と連携して以下の保健

衛生二一ズを把握する。 

また、福祉保健医療部福祉保健衛生班は、被災状況により必要と判断した場合は、被災地で

地区災害対策本部保健所班が行う公衆衛生活動の支援のため、被災地域外から人員を選定し、

災害時健康危機管理支援チームを編成し、被災地域に派遣する。 

【把握する公衆衛生ニーズ】 

イ 被災者の身体的（栄養状態含む）・精神的健康状態 

ロ 避難所における医療ニーズ 

ハ 避難所にいる要配慮者の数 

ニ 食料や飲料水の供給状態 

ホ 医薬品や衛生物品、生活必需品の供給状態 

へ 避難所における廃棄物処理、し尿処理の実施状況 

ト 飲料水や電気、ガス等のライフラインの復旧状況 

チ 有害昆虫（ハエ等）の発生状況 

リ トイレ等の衛生状態 

（２）保健衛生活動の体制整備 

地区災害対策本部保健所班及び災害時健康危機管理支援チームは、以下のような保健衛生活

動の体制整備を行う。 

  イ 被災地域における医療・保健衛生ニーズ等の状況把握とアセスメント 

   ロ 市町村が実施する保健衛生活動のプランニング 

  ハ 時期に応じた保健衛生活動に必要な技術職員の職種と人員数の判断 

  ニ 県主管課に対しての必要人員の派遣要請 

  ホ  厚生労働省防災業務計画に基づき、同省が行う同省が行う公衆衛生医師、保健師、管理栄

養士等派遣活動との情報共有 

 

３ 保健衛生活動の実施 

市町村は、被災地域において、以下の保健衛生活動を実施するが、被災市町村のみでは対応が

困難と判断された場合あるいは市町村から県へ要請があった場合は、福祉保健医療部医療活動支
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援班及び福祉保健衛生班は、地区災害対策本部保健所班の職員を市町村保健衛生部局へ派遣し、

市町村支援活動を実施する。 

（１）地区災害対策本部保健所班が実施する市町村支援活動は以下のとおりとする。 

イ 各種支援チーム（保健活動チーム、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等の専門職）の

派遣要請 

ロ 派遣された各種支援チーム等の受入れ調整及び活動調整 

ハ 災害対策に必要とされる情報の収集及び整理 

二 厚生労働省防災業務計画に基づき、同省が行う公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等派遣

活動との相互連携 

（２）派遣された各種支援チーム（専門職種）の業務は以下のとおりとする。 

イ 要配慮者への保健指導及び情報提供 

要配慮者に対し必要な保健・医療・福祉の情報提供や保健指導を行う。 

ロ 健康相談 

被災地域（仮設住宅等を含む）における健康相談を行う。 

ハ 栄養指導対策 

避難所等を巡回し、市町村等の栄養士とともに、食品取扱者や被災地域住民に対し栄養管

理指導及び栄養に関する相談への応対を行う。 

ニ 健康教育（普及啓発） 

感染症予防、食中毒予防、口腔ケア、栄養指導、エコノミークラス症候群、生活不活発病

予防等の健康教育を実施する。 

ホ 家庭訪問 

被災地域（仮設住宅等を含む）における家庭訪問を行う。 

 

４ 防疫活動の実施 

（１）防疫活動の実施 

   福祉保健医療部福祉保健衛生班は、２の（１）で把握した情報から判断し、防疫活動が必要 

と認めるときは、適切な防疫活動の実施を市町村に指導する。市町村において実施が困難な場 

合は、福祉保健医療部福祉保健衛生班が関係機関と協力して実施する。 

（２）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、予防接種法に基づく対応 

入院が必要な感染症が発生した場合、地区災害対策本部保健所班は、以下のとおり対処する。 

イ 入院が必要な感染症患者等（感染症患者又は無症状病原体保有者）に対し、速やかに入院

措置を行う。 

ロ 交通途絶等のため、感染症指定医療機関に収容することが困難な場合、災害を免れた地域

内の適当な医療機関へ収容する。 

  ハ 濃厚接触者（感染症患者等と飲食をともにした者及び頻繁に接触した者）に対し、病気    
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に対する知識、消毒方法等の保健指導を実施する。 

（３）臨時予防接種が必要となった場合 

臨時予防接種が必要となった場合は、地区災害対策本部保健所班は予防接種法第 6 条及び予

防接種施行令第 3 条第 1 項第 3 号に基づき実施する。 

 

５ 保健衛生活動情報の集約及び公表 

  福祉保健医療部福祉保健衛生班は、保健衛生活動に係る情報(以下「保健衛生活動情報」という)

をそれぞれ集約した上で、以下の活動を行う。 

 （１）広報 

    保健衛生活動情報の広報を、広報・情報発信班を通じて報道機関に依頼し、一般に広報す

る。 

 （２）市町村及び厚生労働省等への報告 

    収集した保健衛生活動情報を、関係市町村、厚生労働省等必要な機関へ報告する。 

 

６ 市町村が実施する防疫及び清掃 

  市町村は、市町村地域防災計画の定めるところにより、被災地域の防疫及び清掃を実施するも

のとする。 

  特にこの節に基づき、知事が疾病のまん延予防上必要と認めて予防接種を受ける者の範囲及び

期日を指定し要請した場合、緊急な臨時予防接種を実施するものとする。 

 

７ その他の防災関係機関が実施する防疫及び清掃 

（１）日本赤十字社大分県支部は、その業務を通じて防疫及び清掃の実施の推進に側面的な援助を

行うとともに、知事又は市町村長の要請に応じて必要な防疫班を編成してこれに協力するもの

とする。 

（２）県内に所在する国立の医療機関及び公立の医療機関は、大規模な感染症が発生、又は重大な

災害が発生した時、知事の要請に応じて必要な専門係員をその防疫班に参加させ防疫実施にあ

たらせるものとする。 
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第８節 廃棄物処理 

 

本節は、災害廃棄物の処理に関する事項について定めるものである。 

 

〔廃棄物の処理が必要となった場合の、本節に基づく県及び市町村の主要な活動〕 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

  ○「市町村災害廃棄物処理計画」に基づく災害廃棄物処理＜被災市町村＞ 

  ○災害廃棄物処理に関する市町村への助言及び情報提供＜生活環境部循環社会推進課、 

県内市町村、民間関係団体、国＞ 

○広域処理体制の構築＜生活環境部循環社会推進課、国＞ 

 

 

１ 災害廃棄物処理の基本方針  

  早期の復旧・復興を図るため、次の基本方針に基づき災害廃棄物を処理する。 

（１）国、県、市町村、関係事業者及び県民が一体となって災害廃棄物の処理を推進する。  

（２）大分県災害廃棄物処理計画に示す役割分担に基づき、各主体が責任を持って役割を果たすこ 

とにより迅速な処理を行う。  

（３）災害廃棄物の処理は、発災から概ね３年間で終了することを目標とする。  

（４）災害廃棄物は、各種法令、制度に基づき適正に処理する。  

（５）災害廃棄物の処理にあたっては、極力再資源化に努めるとともに、中間処理による減量化な 

どを推進し、最終処分量の削減に努める。  

（６）処理のため使用する施設については、既存の廃棄物処理施設の活用など圏域内、県内処理を 

原則とするが、被災状況や災害廃棄物の発生量など災害の状況に応じ、県外への広域処理や仮 

設処理施設の設置なども視野に入れ対応する。  

 

２ 役割分担  

  災害廃棄物は一般廃棄物であることから、一義的な処理主体は市町村となる。 

 県においては、単なる連絡、調整など側面的な支援という立場だけでなく、全体的な処理を推進

する中で、必要に応じ地方自治法による廃棄物の処理事務の受託など直接的な役割を果たすこと

とする。 

※「組織・推進体制」、「処理実行計画の策定等」、「処理の実施」、「平時の取組等」の災害

廃棄 物の処理に関する事項の詳細は、大分県災害廃棄物処理計画に定めるものとする。 

また、県は、県単独では十分な対策が実施できない場合、「九州・山口９県における災害廃棄

物処理等に係る相互応援協定」に基づく広域的な応援を要請するものとする。 
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第９節 行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬 

 

 本節は、災害により行方不明になった者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬を的確に実施するための

活動について定めるものである。 

 

 

〔本節に基づく県及び防災関係機関の主要な活動〕 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

災害により行方不明になった者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬については、市町村、警察

機関、県及びその他の防災関係機関が、相互に緊密な連絡と、迅速な措置によって行う。 

 

○行方不明者の捜索 

□行方不明者の届出の受理及び市町村等への通報＜警察本部、海上保安部＞ 

□行方不明者の捜索＜市町村（消防機関）、警察本部、海上保安部＞ 

 

○遺体の取扱い 

□遺体の安置＜市町村＞ 

□遺体の検視及び検案＜警察本部、海上保安部＞ 

□遺体の搬送及び安置＜市町村＞ 

 

○遺体の埋葬 

□埋・火葬許可書の発行＜市町村＞ 

□遺体の埋葬・火葬＜市町村＞ 

□防災関係機関への応援要請＜総務班＞ 

 

○行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬に関する情報の集約・広報 

                       ＜総合調整室応急対策調整班、広報・情報発信班、警察本部＞         
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１ 行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬実施の責任体制 

  行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬については、市町村、警察機関、県及びその他の防

災関係機関が相互に緊密な連絡と迅速な措置によって行う。 

 

２ 行方不明者の捜索 

（１）行方不明者の届出の受理及び市町村等への通報 

   警察官及び海上保安官は、行方不明者の届出の受理又は通報を受けたのち、市町村及び関係

機関への通報連絡にあたる。 

（２）行方不明者の捜索 

   市町村、消防本部、警察機関、海上保安部は、相互に協力し、行方不明者の捜索にあたる。 

 

３ 遺体の取扱い 

（１）遺体の安置(検視前) 

   発見された遺体は、市町村が警察官、海上保安官と協議して適切な場所に安置する。身元不

明人については、人相、所持品、着衣等の特徴を写真撮影するとともに、遺品を保存し身元の

発見に努める。 

（２）遺体の検視及び検案 

イ 遺体は、死体取扱規則又は検視規則等に基づき、速やかに警察官、海上保安官の検視に付

す。 

ロ 医療救護班（ＪＭＡＴ）又は医師は、遺体の検案を行うとともに、必要な取扱いを行う。 

ハ 市町村は、遺体の検視及び検案に必要な医療関係者等の確保に努め、確保が困難な場合は、

県に通報し協力を求める。 

（３）遺体の安置(検視後) 

イ 市町村は、遺体の安置所を設置する。 

ロ 市町村は、検視及び検案が終了した遺体を安置所に移送し納棺する。 

ハ 市町村は、納棺した遺体についての死体処理票及び遺留品処理票を作成するとともに、「氏

名札」を貼付する。 

ニ 市町村は、遺体引取の申し出があったときは、死体処理票によって整理の上引き渡すとと

もに、埋・火葬許可書を発行する。 

 

４ 遺体の埋・火葬 

（１）遺体の埋・火葬は、市町村が実施する。自市町村のみで対応が困難な場合は、大分県広域火

葬計画（平成 27 年１月策定）に基づき、地区災害対策本部保健所班を経由して福祉保健医療部

福祉保健衛生班に通報し協力を求める。 
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（２）市町村から（１）に係る協力を求められた場合、福祉保健医療部福祉保健衛生班は県内他市

町村、近隣県等での受入れ可能地を選定し協力を求める。また、遺体の移送については総務班

が関係機関に協力を求める。 

 

５ 行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬に関する情報の集約・広報 

（１）行方不明者の捜索、遺体の取扱いに関する情報の集約・広報 

   警察本部は、遺体、行方不明者に関する情報を集約し、広報・情報発信班を通じて広報する。 

（２）埋葬に関する情報の集約・広報 

   福祉保健医療部福祉保健衛生班は、埋葬に関する情報を集約し、広報・情報発信班を通じて

広報する。 

（３）安否不明者や行方不明者、死者の氏名等の公表 

   県や市町村、防災関係機関が緊密に連携し、人命を最優先とした迅速かつ効率的な災害対応

を実施するため、災害発生時における安否不明者や行方不明者、死者の氏名等の公表について

は、「災害時における安否不明者の氏名等の公表に関する方針（令和４年３月３１日伺定）」

に基づいて行うものとする。 

 

６ 災害救助法適用に関する事項 

（１）災害救助法が適用された場合、福祉保健部福祉保健企画課は、知事の委任に基づき市町村長が

実施する以下の業務について必要な措置を行うものとする。 

  イ 遺体の捜索 

（イ）捜索する遺体の範囲 

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情によりすでに死亡していると推

定される者(死亡した者の住家の被害状況及び死亡の原因を問わない。) 

（ロ）支出する費用 

 ① 船艇その他捜索のために必要な機械器具の借上費（直接捜索作業に使用したものに限り、

その使用期間における借上費又は購入費が認められる） 

    ② 捜索のため使用した機械器具の修繕費 

   ③ 捜索のため機械器具を使用する場合に必要な燃料費 

   ④ 捜索作業のため必要な照明器具等の燃料費 

（ハ）支出費用の限度額 

    当該捜索地における実費 

（ニ）捜索の期間 

    特別な事情のない限り災害発生の日から 10 日以内とする。 

 ロ 遺体の取扱い 

（イ）取り扱う遺体の範囲 

 災害に際し死亡した者 
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（ロ）遺体の処理内容 

① 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

② 遺体の一時保存 

③ 遺体の検案 

（ハ）支出する費用の限度 

①  遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲

内とする。 

②  遺体の一時保存のための費用は、既存建物を利用する場合は当該建物の借上費の通常

の実費とし、既存建物を利用できない場合は、毎年度、内閣総理大臣が定める基準の範

囲内とする。 

③  検案は、医療救護班によって行うことを原則としているため特別に費用を必要としな

いと思われるが、医療救護班が検案を行うことができないような場合に一般開業医等が

検案を実施した場合の費用は、当該地域の慣行料金の範囲内とする。 

（ニ）遺体の処理期間 

     遺体の処理期間は、災害発生の日から 10 日以内とする。 

    ハ 遺体の埋葬 

（イ）埋葬を行う範囲 

     ① 災害時の混乱の際に死亡した者 

② 災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

（ロ）埋葬の方法 

       応急的な仮葬とし、土葬又は火葬の別を問わない。なお、棺又は骨つぼ等埋葬に必要な物

資の支給あるいは火葬、土葬又は納骨等の役務の提供により行う。 

（ハ）埋葬費の限度額 

       埋葬による経費は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

（ニ）埋葬の期間 

       埋葬の期間は、災害発生の日から 10 日以内とする。 

（２）市町村における事項 

     市町村において、知事の委任に基づき市町村長が遺体の捜索、取扱い及び埋葬を実施した場

合は、次の帳簿等を備え、必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計票 

ロ 遺体の捜索状況記録簿 

ハ 捜索機械器具燃料受払簿 

ニ 埋葬台帳 

ホ 死体処理台帳 

へ 死体捜索用関係費、死体処理費、埋葬費支出証拠書類 
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第１０節 住宅の供給確保等 

 

 本節は、災害により住宅を失い、又は破損等のため居住することができない者のうち、主として

みずからの資力により住宅を確保できない者に対して行う住宅の供給等に関して定めるものであ

る。 

 

〔本節に基づく県の主要な活動〕 

 

＜＞内は主に担当する班等  

 

○住宅ニーズの把握＜福祉保健部福祉保健企画課、社会基盤対策部応急住宅対策班、地区災

害対策本部被災者救援班・社会基盤対策班＞ 

□り災世帯の住宅ニーズの把握 

□住宅ニーズへの対応方針の決定 

 

○応急仮設住宅の建設 

□建設用地・資機材、技術者等の確保＜社会基盤対策部応急住宅対策班、地区災害対策本

部社会基盤対策班＞ 

□入居世帯の決定＜福祉保健部福祉保健企画課＞ 

 

○応急仮設住宅の管理 

        ＜社会基盤対策部応急住宅対策班、地区災害対策本部社会基盤対策班＞ 

○その他の住宅対策の実施 

        ＜社会基盤対策部応急住宅対策班、地区災害対策本部社会基盤対策班＞ 

□公営住宅の空き部屋調査 

 

○その他 

□被災住宅の被害認定調査の対応＜市町村、防災対策企画課＞  
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１ 住宅の供給及び居住の確保措置の実施責任体制 

   り災世帯に対する住宅の供給及び居住確保措置は、第一順位としては市町村が市町村地域防災

計画の定めるところによりこれを実施する。ただし、次の場合は主として知事が市町村長その他

の関係機関に協力を求めてこれを実施するものとする。 

（１）災害救助法の適用による応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理及び障害物の応急的な除去。 

（２）次の各号に該当する場合における災害公営住宅の建設 

イ 被害地全域において住宅 500 戸以上が滅失した場合、若しくは 200 戸以上が焼失した場合 

ロ １市町村の区域内で住宅 200 戸以上又は住宅戸数の 1 割以上が滅失した場合 

 

２ 住宅の供給及び居住の確保の方法 

   住宅の供給及び居住の応急確保措置は、おおむね次の方法により実施する。 

（１）住宅の滅失した世帯に対する応急仮設住宅の設置及び災害公営住宅(以下「災害公営住宅」と

いう。)の建設 

（２）住宅が半壊又は半焼の被害を受け、居住できない世帯に対する破損箇所の応急修理 

（３）住宅の日常生活に欠くことのできない場所に土石、竹木等の障害物が流入したため居住ので

きない世帯に対する障害物の応急的な除去 

 

３ 県が実施する住宅の供給及び居住の確保措置 

   県が実施する住宅の供給及び居住確保措置は、次の方法により実施する。 

（１）住宅の供給方針 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整

備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び

賃貸型応急仮設住宅の提供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

 また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急仮設住宅を速やかに

設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

（２）住宅ニーズの把握 

イ 社会基盤対策部応急住宅対策班及び地区災害対策本部被災者救援班・社会基盤対策班は、

市町村と協力して住宅を失った世帯の住宅ニーズを把握する。 

ロ 社会基盤対策部応急住宅対策班は、把握した住宅ニーズへの対応方針を決定する。 

（３）災害救助法の規定による住宅の供給及び確保 

イ 応急仮設住宅の供与 

（イ） 設置の基準 

    構造及び規模等の概要は次のとおりとし、一戸建、長屋建又はアパート式のいずれかによ

り応急仮設住宅を建設する。 

①  1 戸当たり、建面積 29.7m2(9 坪)を基準とする。 
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②  あらかじめ備蓄しているパイプ式組立住宅資材によることができる。 

③  1 戸当たりの費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

④  設置場所 

         応急仮設住宅の設置場所は、事前に住環境等を考慮し、市町村が選択した場所とする。 な

お、公共用地等なるべく借地料等を必要としない場所を選択する。 

また、学校の敷地を設置場所とする場合は、学校の教育活動に十分配慮するものとする。 

⑤  設置の方法 

         請負工事又はリース・買い取りにより実施する。 

⑥  着工期日 

         応急仮設住宅の設置は、おそくとも災害発生の日から 20 日以内に着工するものとし、で

きる限り速やかに完了させるものとする。 

（ロ） 入居世帯の決定 

     福祉保健部福祉保健企画課は、次の各号に該当する世帯のうちから市町村長及び民生・児

童委員等の意見を聞いて、応急仮設住宅の入居世帯を決定する。 

①  住家が全壊、全焼又は流失した世帯 

②  居住する住家がない世帯 

③  自らの資力で住宅を確保することができない世帯 

     また、応急仮設住宅の入居者の決定にあたっては、地域コミュニティの維持及び構築に配慮 

する。 

     なお、仮設住宅の建設にはある程度の期間を要することから、健康面に不安がある人や、高

齢者、障がい者等避難所での生活が困難な方に対しては、入居者の意思を十分に尊重した上で、

仮設住宅か借上民間賃貸住宅への入居の決定を判断する必要がある。例えば、まず借上民間賃

貸住宅へ一時入居し、仮設住宅完成後に元のコミュニティに戻るといった提案をするなどの配

慮も必要である。 

 ※借上民間賃貸住宅への入居についてのメリット・デメリット 

  ・メリット：仮設住宅よりも速やかに避難所から退去することができる。 

  ・デメリット：地域コミュニティの維持が困難、孤立化のおそれがある。 

（ハ）福祉仮設住宅の供与 

要配慮者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場合、次のように老人居宅介

護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置する。 

①  段差解消のためのスロープ及び手すりの設置等、高齢者、障がい者等の安全及び利便に配

慮する。 

②  老人居宅介護等支援事業等による生活援助員等の支援や入居者の互助を図られ易くする

ため、生活援助員室や共同利用を前提とした仕様とすることができる。 

③ 被災者に供給される部屋数をもって応急仮設住宅の設置戸数とする。 
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（ニ）応急仮設住宅の管理 

    社会基盤対策部応急住宅対策班及び地区災害対策本部社会基盤対策班は、応急仮設住宅の管

理を実施するが、状況に応じて市町村に委託することができる。 

（ホ）応急仮設住宅の供与期間 

    設置工事が完了した日から 2 か年以内とする。 

ロ 住宅の応急修理 

  社会基盤対策部応急住宅対策班及び地区災害対策本部社会基盤対策班は、住宅の応急修理を以

下により実施する。 

（イ） 応急修理の基準 

① 応急修理の面積については特にその制限はないが、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠 

くことのできない最小限の部分とする。 

② 応急修理は、大工又は技術者等による修理若しくは請負工事によって実施する。 

③ 応急修理は、災害発生の日から 1 か月以内に完了するものとする。 

④ 応急修理に要する 1 戸あたりの費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

（ロ）  応急修理を受ける世帯の決定 

     福祉保健部福祉保健企画課は、次の各号に該当する世帯のうちから市町村長及び民生・児

童委員等の意見を聞いて、応急修理を受ける世帯を決定する。 

①  災害のため住家が半焼又は半壊した世帯又は半壊に準ずる程度の損傷（準半壊）を受けた

世帯 

②  当面の日常生活が営み得ない世帯 

③ 自らの資力で応急修理ができない世帯 

ハ 住居又はその周辺の障害物の応急的な除去 

  社会基盤対策部応急住宅対策班及び地区災害対策本部社会基盤対策班は、災害救助法が適用さ

れた場合、知事の委任に基づき、市町村が実施する住居又はその周辺に運ばれた土石・竹木等で

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの応急的な除去について必要な措置を行うものとす

る。 

（イ）  障害物の除去の基準 

①  日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれた障害物の応急的な除去とする。 

②  1 戸当たりの除去費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

③ 除去の方法は、技術者又は人夫等による除去若しくは請負工事による除去とする。 

④ 除去の実施は、災害発生の日から 10 日以内に完了するものとする。 

（ロ） 障害物の除去を受ける世帯の決定 

     福祉保健部福祉保健企画課は、障害物の除去を受ける世帯を次の各号に該当する世帯のう

ちから市町村長及び民生委員・児童委員等の意見を聞いて決定する。 

①  災害のため住家が半壊又は床上浸水した世帯 
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②  当面の日常生活が営み得ない世帯 

③  自らの資力で障害物の除去ができない世帯 

（３）災害公営住宅の建設 

   災害公営住宅の建設は、社会基盤対策部応急住宅対策班及び地区災害対策本部社会基盤対策

班が次により実施する。 

イ 建設戸数の基準 

（イ） 住家の滅失又は焼失が 200（激甚災害の場合は 100 戸）戸を越える市町村については、

その滅失又は焼失戸数の 30% 以内の戸数。ただし当該市町村において建設する場合は

この限りでない。 

（ロ）その他の被災市町村については、知事が特に必要と認める戸数。 

ロ 建設仕様等の基準 

    建設のための仕様等の基準は、公営住宅等整備基準(平成 23 年国土交通省令第 103 号)等に

基づくものとする。 

ハ 入居世帯の決定 

    災害公営住宅の入居世帯は、おおむね次の各号に該当する世帯のうちから知事が関係法令

に基づき決定する。この場合、知事は、建設地の市町村長の意見を聞くことができる。 

（イ）住家が全壊、全焼又は流出した世帯であること 

（ロ）居住する住家がない世帯か又はあっても著しく不便、不衛生な状態にある世帯である こ

と。 

（ハ）自らの資力で住宅を確保することができない世帯であること。 

（ニ）応急仮設住宅に入居できなかった世帯であること。 

（ホ）規定の賃借料を納入できる世帯であること。 

（４）その他住宅の供給あっせん措置 

イ その他県有財産のうち、被災者に対する住宅の供給及び確保対策上、貸付その他必要な措

置の講ぜられるものは、できる限り貸付その他必要な措置をとるものとする。 

ロ 市町村が実施する住宅の供給及び確保対策に対する県の措置 

    県は、市町村が被災者に対する住宅の供給及び確保対策の実施上必要なときは、おおむね次の

事項について協力する。 

（イ）住宅の建設又は仮設上、不足する資機材の供給あっせん 

（ロ）建設技術者及び建設技能者の派遣又はあっせん 

（ハ）県有地の優先的な貸付及び払下げ又は県有林の立木の払下げ 

（ニ）その他特に必要と認める事項 

ハ 県が災害救助法の規定による住宅の供給及び確保を実施する場合は、市町村はその実施を

応援し、協力するものとし、その実施について指示を受けた事項は、その責任においてこれ

を処理するものとする。 
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ニ その他、被災者の住宅の確保のため必要に応じて次の対策を講じる。社会基盤対策部応急

住宅対策班及び地区災害対策本部社会基盤対策班はその総合調整を行う。 

（イ）公営住宅の空き部屋調査 

（ロ）緊急家賃調査の実施 

（ハ）総合住宅相談所の開設・運営 

（５）応急仮設住宅の確保及び住宅の応急修理のため、次の団体との応援協定の締結等を推進する

とともに、災害時に必要な場合には、社会基盤対策部応急住宅対策班は当該団体の協力を得る

ものとする。 

・(一社)プレハブ建築協会 

・(一社)大分県建設業協会 

・(一社)大分県建築士事務所協会 

・大分県電気工事協同組合 

・大分県管工事協同組合連合会   等 

 

４ 市町村が実施する住宅の供給及び確保措置 

（１）この節に定める事項のほか、必要な住宅の供給確保措置は、市町村地域防災計画に定めると

ころによって実施するものとするが、特に県が実施する住宅の供給確保措置については、用地

の確保並びにあっせん、技能者、技術者の供給について、必要な事項を計画しておくものとす

る。 

（２）市町村において、県の委託に基づき、災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石竹木等

で日常生活に著しい障害を及ぼしているものの除去を実施した場合は、次の帳簿等を備え必要

な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計票 

ロ 障害物除去の状況 

ハ 障害物除去費支出関係証拠書類 

 

５ その他の防災関係機関が実施する住宅の供給及び確保措置 

   県、市町村以外の防災関係機関は、県、市町村が実施する住宅の供給及び確保措置について、

所有し備蓄する資機材の提供、技術者・技能者の派遣等それぞれの要請又は申請に基づき積極的

な応援協力を行うものとする。その内容はおおむね次のとおりとする。 

（１）資機材・技術者及び技能者の緊急輸送(陸上自衛隊、九州運輸局大分運輸支局) 

（２）国有林の立木の供給(森林管理局が指定した森林管理署等) 

（３）国有財産の売払又は貸付(大分財務事務所) 

（４）建設用資機材の供給あっせん(九州経済産業局) 
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６ 被災住宅の被害調査の対応 

被災住宅の被害調査は、住宅の早期復旧・復興の観点から迅速着手し、実施していく必要があ

る。 

    そのため、被災した市町村は、「大分県及び市町村相互間の災害時応援協定書」に基づき応援   

を要請する。また、それ以外の市町村は、応援を行うための体制を整えておく必要がある。 

市町村は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被 害認定調査

など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性

や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明するものとす

る。    

また、県は、市町村の活動の支援に努めるとともに、県単独では迅速・円滑な被害調査ができ

ない場合、「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づく広域的な応援を要請することとする。 
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第１１節 文教対策 

 

 本節は、教育施設及び設備が被災し、通常の教育が行えない場合における応急教育の実施に関し

て定めるものである。 

 

 

〔本節に基づく県の主要な活動〕 

 

＜ ＞内は主に担当する班等  

 

○被災状況・避難状況の把握 

□市町村教育委員会からの連絡の受付＜教育事務所地区対策本部庶務班＞ 

□県立学校からの連絡の受付＜児童・生徒対策部児童・生徒対策班＞ 

□私立学校からの連絡の受付＜児童・生徒対策部児童・生徒対策班＞ 

 

○応急措置の実施 

□教室の確保（学校、市町村で対応できない場合）＜児童・生徒対策部児童・生徒対策班＞ 

□応急授業の実施（学校、市町村で対応できない場合）＜児童・生徒対策部児童・生徒対策

班＞ 

□教材学用品の供給＜児童・生徒対策部児童・生徒対策班＞（災害救助法が適用された場合

福祉保健部福祉保健企画課と連携） 

□児童、生徒等の保健衛生管理＜児童・生徒対策部児童・生徒対策班＞（福祉保健医療部福

祉保健衛生班、地区対策本部保健所班と連携）  

□授業料等の減免＜教育庁教育財務課、市町村＞ 

□被災児童生徒就学支援措置＜教育庁教育財務課、市町村＞ 

□幼児、児童、生徒のこころのケア（県立学校、市町村で対応できない場合） 

＜児童・生徒対策部児童・生徒対策班＞（福祉保健医療部福祉保健衛生班と連携） 

□その他の文教対策 

＊学校等の教育施設が避難所として使用される場合は、当面避難者の生活確保を考慮しつ

つ、市町村教育委員会と被災者救援部避難所対策班及び児童・生徒対策部児童・生徒対

策班が協議して適切な教育の確保に努めるものとする。 

＊避難所となった学校等の対応については、第４章第１節及び本節４を参照。 
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１ 応急措置実施上の責任体制 

   教育施設及び設備の被災は、直接幼児、児童、生徒の教育上に重大な影響を及ぼすので、その

応急措置は第一順位としては学校長等が保護者をはじめとするＰＴＡなど関係機関等の協力を求

めて実施し、第二順位として市町村立の学校等にあっては市町村教育委員会が、県立学校にあっ

ては児童・生徒対策部児童・生徒対策班がこれにあたるものとする。 

   また、市町村長及び知事は、それぞれの教育委員会や私立学校設置者の実施する応急措置の実

施を援助し、調整しその他必要と認める措置を講ずるものとする。なお、児童・生徒対策部児童

・生徒対策班は、地区災害対策本部各班を通じて市町村教育委員会が実施する応急措置について

必要な援助協力を行うものとする。 

   なお、学校等の教育施設が避難所として使用される場合は、避難者の生活確保を考慮しつつ、

市町村教育委員会と児童・生徒対策部児童・生徒対策班が協議して適切な教育の確保に努めるも

のとする。 

 

２ 応急措置の実施基準 

（１）被災状況等の把握 

 児童・生徒対策部班児童・生徒対策班は、以下により県内の教育施設の被災状況、幼児・児

童・生徒の被災状況、教職員の被災状況、避難所としての使用状況等を把握する。 

 

＜被災状況等の連絡経路図＞ 

   

 

 

 

 

 

（２）教室の確保 

     各学校等は、必要な教育等を確保するため、所管施設又は設備の被災箇所を迅速に調査把握

し、関係機関に通報するとともに次の措置を講ずる。各学校等での措置が困難な場合は、被災

状況等の連絡経路図にしたがって応援を求める。 

イ 簡単な修理により使用可能な教室は、速やかに応急修理を行う。 

ロ 災害のため使用できない教室に代えて、特別教室、体育館、講堂等の利用を考慮する。 

ハ 必要に応じて 2 部授業を実施する。 

ニ 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合は、公民館、集会場等公共施設の利用又は隣接学

校の校舎等を利用し、必要に応じた分散授業等を実施する。 

ホ 広範囲にわたる激甚な被害のため、前記諸措置を実施しがたい場合は、応急仮校舎を建設

市町村立学校 

県立学校 

その他の県立教育施設 

私立学校 

市町村教育委員会 教育事務所、地区対策本部庶務班 

児童・生徒対策部児童・生徒対策班 

総合調整室情報収集班 
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する。 

（３）応急授業等の実施 

イ 各学校等は、災害発生の状況により授業が不可能なときは、取りあえず臨時休業の措置を

とるとともに、正規の授業が困難なときも、速やかに応急授業等を開始し、授業時間数の確

保に努める。 

ロ 災害に伴い教職員に欠損を生じたときは、学校内又は学校間等において相互に応援・協力

する。 

ハ 市町村教育委員会、児童・生徒対策部児童・生徒対策班は応急授業等の実施状況を把握し、

必要な支援を行う。 

（４）教材学用品の供給措置 

     教材学用品等の滅失、き損の状況を十分把握し、これらの負担を軽減する方向で供給措置を

講ずるものとする。 

     災害救助法が適用された場合、市町村長は知事からの委任に基づき学用品の給与を行う。そ

の際の給与の基準及びその他必要な措置は次のとおりとする。 

イ 給与の基準 

（イ）給与の対象 

      学用品の給与は、住家の全壊・全焼・流失・半壊・半焼又は床上浸水により学用品をそ

う失、又はき損し、就学上支障のある小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。以

下同じ）、中学校生徒（中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。

以下同じ）、 及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、

特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。）

に対して行う。 

（ロ）給与の品目 

     学用品の給与は、被害の実情に応じ教科書、文房具、通学用品とし、おおむね次のとおり

とする。 

① 教科書及び教材 

a 小学校児童及び中学校生徒 

        教科書の発行に関する臨時措置法(昭和 23 年法律第 132 号)第 2 条第 1 項に規定する

教科書及び教科書以外の教材で所管教育委員会に届出又はその承認を受けて使用して

いる教材。 

b 高等学校等生徒 

       正規の授業で使用している教材 

② 文房具(ノート、鉛筆、画用紙、定規、消しゴム、クレヨン、絵具、筆、下敷等) 

③ 通学用品(運動靴、傘、カバン、長靴等) 

（ハ）給与費用 
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       学用品の給与費用は次の範囲内とする。 

区   分 小 学 校 中 学 校 高等学校 

教科書及び教材 実 費 実 費 実 費 

文房具通学用品 

 

 生徒又は児童１人当たりの学用品の給与に要する経費

は、内閣総理大臣の定める基準の範囲内とする。 

（ニ）給与期間及び給与の方法 

     学用品の給与期間及び給与の方法は、特別な事情のない限り次のとおりとする。 

教科書及び教材・・・災害発生の日から 1 箇月以内に現物を支給するものとする。 

学用品通学用品・・・災害発生の日から 15 日以内に現物を給与するものとする。 

ロ その他必要な措置 

    市町村長が知事の委任に基づく学用品の給与を実施した場合は、次の帳簿等を備え必要な

記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

（イ）救助実施記録日計表 

（ロ）学用品の給与状況 

（ハ）学用品購入関係支払証拠書類 

（ニ）備蓄物資払出証拠書類 

（５）転校・転園措置及び進路指導 

イ 各学校等は、転校・転園を必要とする幼児・児童・生徒の状況を速やかに把握し、市町村

教育委員会及び大分県教育委員会と協力して速やかな転校・転園措置を講ずる。 

ロ 各学校等は、被災幼児・児童・生徒の進級、卒業認定及び進学、就職並びに入学選抜に関

して幼児・児童・生徒の状況を十分把握し、市町村教育委員会及び大分県教育委員会と協力

し、速やかな措置を講ずる。 

（６）幼児・児童・生徒の安全対策 

   各学校等は、災害時における幼児・児童・生徒の安全対策について、警察署、消防署、医療

機関等の関係機関及び保護者と密接な連携のうえ、次の措置をとる。 

イ 避難を行い安全を確保した後、被災状況を勘案して、保護者への引渡しを行うか学校等の

管理下での避難を継続するかの判断を行う。 

ロ 負傷者の確認と応急措置を行い、必要に応じ医療機関に要請し、安全を図る。 

ハ 通学路等の被災危険箇所の把握に努めるとともに、必要に応じて立入禁止の表示、監視員

の配置、集団登下校などの措置を行う。 

ニ 災害発生時に在校・在園していなかった幼児・児童・生徒については、その被災状況の把

握に努めるとともに、学校からの情報を保護者へ伝達する。 

（７）学校等保健衛生措置 

   各学校等は、幼児・児童・生徒に感染症、食中毒等の集団的な発生の防止を図るため、必要

に応じて次の措置をとる。各学校等での措置が困難な場合は、被災状況等の連絡経路にしたが
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って応援を求める。福祉保健医療部福祉保健衛生班及び地区災害対策本部保健所班は、児童・

生徒対策部児童・生徒対策班、及び各私立学校設置者から求めがあった場合には、積極的にこ

れに応じる。 

イ 幼児・児童・生徒の保健衛生の管理を関係法令に基づき十分に実施する。 

ロ 給食の調理従事者に対しては、健康診断、検便を実施するなどのほか、身体、衣服の清潔

保持に努めさせる。 

ハ 校舎内外の清掃、消毒を関係法令に準じて実施する。 

ニ 飲料水の取扱について必要な監視を行う。 

    また、必要に応じて、幼児・児童・生徒のこころの相談を行うため、保健室におけるカウ

ンセリング体制を確立する。 

 

３ その他の応急措置 

（１）授業料の減免措置 

イ 減免の対象 

  県立高校生徒の保護者が被災したため、家計困難となりかつ他に学資の援助をするものが

ない者 

ロ 減免等の区分 

    授業料の減免等は、授業料の減免及び徴収猶予とする。 

ハ 減免等の実施 

    県立学校は、減免の申請状況をとりまとめて、大分県教育委員会へ報告する。県立学校長

は、被災状況を確認のうえ減免を決定する。私立学校の設置者は、生徒からの申請に基づき

減免を決定し、県へ報告する。県は、私立学校設置者が実施した減免事業に要した経費の一

部を補助する。 

（２）奨学補助措置 

 奨学資金の貸与に関しては、（公財）大分県奨学会に特別措置を要請する。 

（３）就園奨励措置 

   幼稚園児の保護者が被災したため、所得が減少した場合等において、市町村が幼稚園の入園

料・保育料を軽減する。 

（４）市町村内の教育施設のほとんどが被災し、使用困難な場合における措置 

   大規模な災害のため、市町村内の教育施設のほとんどが被災し、使用困難な場合、次の措置

等をとる。 

イ 児童・生徒の集団的な移動教育 

ロ 応急仮設校舎の設置 

（５）その他応急教育上必要な措置 

大分県教育委員会は、教育職員が確保できない場合に講師等の採用、教育職員の派遣等臨時
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的に補充する措置をとる。 

 

４ 学校等が避難所となった場合の学校等の措置 

  学校等の教育施設において避難所が開設される場合、学校長等は避難所の開設等に協力し次の

ような措置を講じる。 

（１）在校・在園中に災害が発生した場合においては、幼児・児童・生徒の安全確保を最優先とし

た上で、学校施設等の使用方法について市町村と協議する。 

（２）避難所の運営については積極的に協力するとともに、できるだけ早い時期に授業等が再開で

きるよう市町村、県教育委員会、被災者救援部避難所対策班、児童・生徒対策部児童・生徒対

策班等との間で必要な協議を行う。 

 

５ 市町村が実施する文教対策 

  市町村が実施する災害時の教育対策は、市町村地域防災計画の定めるところにより実施するが、こ

の節の定めるところに準じ必要な事項を処理する。 

 

６ 文化財の応急対策 

 被災した文化財は、その価値を最大限に維持するよう所有者又は管理者が措置するものとする。 

（１）文化財の被害状況の調査 

   大分県教育委員会は、国及び県指定等の文化財の毀損届けを速やかに提出させ、可能な限り

詳細な現状を把握する。 

（２）文化財の被災状況の調査、連絡体制は次のとおりとする。 

所有者又は管理者   市町村教育委員会   大分県教育委員会  文化庁 

                                                          

                                                    国指定文化財等 

 

（３）文化財保護のための指導等 

イ 大分県教育委員会は、国指定等の文化財について、文化庁と連絡を取りながら、搬出後の

保管方法や応急措置等について指導を行うとともに、国庫補助事業等による災害復旧に努め

る。 

ロ 大分県教育委員会は、県指定等の文化財について、市町村教育委員会と連携を取りながら

搬出後の保管方法や応急措置等について指導を行うとともに、県費補助事業等による災害復

旧に努める。 

（４）被災者の心の救済活動（地域に残る遺産の保全） 

県・市町村・教育委員会は、歴史資料ネットワーク（神戸大学文学部地域連携センター内）

などの協力を得ながら、被災した地域に残る遺産（歴史資料等）の救出・修復・保全に努める。 
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第１２節 社会秩序の維持・物価の安定等 

 

 本節は、災害後の住民の生活を安定したものとするために行う社会秩序の維持及び物価の安定等

に関する活動について定めるものである。 

 

〔本節に基づく県の主要な活動〕 

 

                            ＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○社会秩序の維持のための活動 

□困りごと相談所の開設＜治安対策部警備班＞ 

□臨時交番等の設置＜治安対策部警備班＞ 

□防犯パトロールの実施＜治安対策部警備班＞ 

□犯罪の取締り＜治安対策部警備班＞ 

□地域安全情報等の広報＜広報・情報発信班、地区災害対策本部庶務班＞ 

○物価の安定等に関する活動 

□生活関連物資の価格及び需給動向調査・監視の実施＜被災者救援部、地区災害対策本部

支援物資班＞ 

□消費生活相談所の開設＜被災者救援部、地区災害対策本部支援物資班、地区災害対策本

部総務班＞ 

□大規模小売店及びガソリンスタンド等の営業状況の把握＜支援物資部食糧班・救援物資

班、地区災害対策本部支援物資班＞ 

□物価の安定等に関する情報の提供＜総合調整室情報収集班、地区災害対策本部庶務班＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210



事故等災害対策編 第３部 共通する災害応急対策 
第４章 被災者の保護・救護のための活動 
第１２節 社会秩序の維持・物価の安定等 

 

 

 

１ 社会秩序の維持・物価の安定等に関する活動の責任体制 

災害後の社会秩序の維持に関する活動は、治安対策部警備班が市町村その他の関係機関の協力

を得て実施する。 
物価の安定等に関する活動は、支援物資部食糧班・支援物資班及び地区災害対策本部各班が市

町村その他の関係機関の協力を得て実施する。 
 
２ 社会秩序の維持のための活動 

  治安対策部警備班は、災害後の被災地の社会秩序を維持するため、次のような活動を実施する。 
（１）困りごと相談所の開設 

   警察本部及び警察署に、困りごと相談所(外国人コーナーを含む。)を設置して、住民の心配

や要望等の相談に応じ、事案によっては市町村その他関係機関との連絡調整を行う等当該事案

の解決に努めるものとする。 
（２）臨時交番等の設置 

   犯罪の予防その他被災地の治安を維持するため、臨時交番を設置し、又は移動交番車を配置

する。 
（３）防犯パトロールの実施 

   被災地域、避難所、仮設住宅、避難場所、食料倉庫、生活必需物資の貯蔵庫、金融機関、公

共施設等の重点的な防犯パトロールを実施する。 
（４）犯罪の取締り 

   災害の発生に伴う暴利販売、買占め、売り惜しみ等を企図する悪質業者等の経済事犯、凶悪

事犯、粗暴事犯、暴力団の民事介入暴力事犯、窃盗事犯等の取締りを行い、住民の不安を軽減

するとともに、社会秩序の混乱を防止する。 
（５）地域安全情報等の広報 

   広報・情報発信班及び地区対策本部庶務班を通じて、地域住民に対し、地域安全情報の提供

を行うとともに、流言飛語等が横行した場合は、正しい情報の伝達等を適宜行い、被災者が安

心して生活できるように努める。なお、その際には、視聴覚障がい者や外国人にも適切に広報

できるよう配慮する。 
 
３ 物価の安定等に関する活動 

災害後の物価の高騰、悪質商法等を抑え、被災者が安心して生活できるよう次のような対策を

実施する。 
（１）生活関連物資の価格及び需給動向調査・監視の実施 

   被災者救援部及び地区災害対策本部支援物資班は、定期的に物価を監視するため、生活関連

物資の価格及び需給動向調査・監視を実施する。 
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（２）消費生活相談所の開設 

   被災者救援部及び地区災害対策本部総務班は、被災地内に消費生活相談所を開設し、消費生

活に関する相談に応じる。 
（３）大規模小売店及びガソリンスタンド等の営業状況の把握 

   支援物資部食糧班・支援物資班及び地区災害対策本部支援物資班は、大規模小売店及びガソ

リンスタンド等生活に密着した店舗等の営業状況を、できる限り毎日把握する。 
（４）物価の安定等に関する情報の提供 

総合調整室情報収集班及び地区災害対策本部庶務班は、（１）～（３）で得た情報を、報道機

関、チラシ、広報誌等で提供する。なお、その際には、視覚障がい者、聴覚障がい者、外国人

にも適切に提供できるよう配慮する。
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第１３節 義援物資の取扱い 
 

 本節は、災害後に県に対して送付される義援物資の取扱いについて定めるものである。 

 

〔義援物資の取扱いに関する県の主要な活動〕 

 

                         ＜ ＞内は主に担当する班等 

 

○義援物資の取扱いに関する広報 

□受け付け品目、目標量、送付場所等の決定＜支援物資部食糧班・支援物資班＞ 

（第４章第５節の活動状況を考慮する。） 

□受け付け品目、目標量、送付場所等の報道機関を通じての広報＜広報・情報発信班＞ 

 

○義援物資の集積＜支援物資部食糧班・支援物資班・輸送調整班＞ 

 

○義援物資の輸送＜通信・輸送部輸送･調整班＞ 

 

○義援物資の配分＜地区災害対策本部支援物資班、通信・輸送班＞ 

 

 

１ 県に送付される義援物資の取扱いに関する基本方針 

  県は、次の方針により義援物資について取り扱う。 

（１）県は、企業や自治体等からの義援物資について、被災者が必要とする物資の内容を把握し、報道

機関等を通じて迅速に公表すること等により、受入れの調整に努める。 
   なお、個人等からの小口義援物資については、仕分け作業や公平な配布が可能かどうかを検討し、

受入れの方針を決定のうえ周知する。 

（２）県は、義援物資の受入、仕分け等に関して、必要に応じて被災者救援部ボランティア調整班を通

じてボランティアの協力を得る。 

 

２ 県に送付される義援物資の取扱い 

（１）義援物資の取扱いに関する広報 

イ 受け付ける品目、目標量、送付場所等の決定 

    支援物資部食糧班・支援物資班は地区災害対策本部庶務班からの報告により被災地での物資の

過不足の状況を把握し、物資の受入れ品目、目標量、送付場所を決定する。 

ロ 受け付ける品目、目標量、送付場所等の広報 

広報・情報発信班は、イで決定した事項を、報道機関を通じて広報する。 

（２）義援物資の集積・輸送・配分 

義援物資の集積・輸送・配分については、「第４章 第５節 被服寝具その他生活必需品給与 ２

－（３）－ハ」での取扱いと同様に実施する。
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第１４節 被災動物対策 
 

大規模災害時には、所有者不明動物や負傷動物が多数生じるとともに、避難所における動物同伴

者等への対処方法など様々な課題が発生することが予想されるため、県は動物愛護の観点から動物

の保護や適正な飼育に関し、市町村、獣医師会及び関係機関・団体との協力体制を確立するととも

に、県単独では十分な対策が実施できない場合、「九州・山口９県災害時愛護動物救援応援協定」

に基づく広域的な応援を要請するものとする。 

 

〔災害時における動物管理の主要な活動〕 

 

                          ＜ ＞内は主に担当する班等 

○被災動物救護対策指針の策定及び市町村への支援 ＜生活環境部食品・生活衛生課＞ 

○被災地域及び避難所における動物の保護 

 ＜市町村、生活環境部食品・生活衛生課、動物愛護センター、地区対策本部保健所班＞ 

 

 

１ 被災地域における動物の保護 

飼い主不明の負傷又は放浪状態の動物等の保護については、迅速かつ広域的な対応が求められ

ることから、地区対策本部保健所班は市町村、県獣医師会等関係団体を始め、動物愛護推進員、

動物愛護ボランティア等と協力し動物の保護を行う。 

 

２ 危険動物の逸走対策 

  危険動物が、災害時に逸走し、人及びその財産に危害を及ぼすおそれがあるときには、警察署

等の関係機関へ通報し、人の生命や財産等への侵害を未然に防止する。 

 

３ 避難所における動物の保護 

被災者救援部避難所対策班及び地区対策本部保健所班は、避難所を設置する市町村と協力して

飼い主に対し避難した動物の飼育について適正な飼育指導を行うなど、動物の愛護及び衛生管理

を含めた環境衛生の維持に努めるため以下の措置を行う。 

（１）各地域の被害状況、避難所での動物の飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の派遣等市町

村への支援 

（２）避難所から保護施設への動物の受け入れ及び譲渡等の調整 

（３）他自治体との連絡調整及び要請 

 

４ 被災動物救護対策指針 

県は、「大分県被災動物救護対策指針」を市町村や関係機関に周知するとともに、市町村等と

連携したペット同行避難訓練の実施など、市町村におけるペット対策の取組を支援する。 

 

５ 応急仮設住宅等での対応 

  市町村及び県は、応急仮設住宅等における家庭動物の適正飼養の指導を行う。 
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      第５章 社会基盤の応急対策 

 

 

 第１節 電気・ガス・上下水道・電話の応急対策 

  第２節 道路・河川・都市公園・港湾・漁港・空港・鉄道 

     の応急対策 
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第１節 電気・ガス・上下水道・通信の応急対策 
 

 

第１節 電気・ガス・上下水道・通信の応急対策 
 

 本節は、社会生活に欠かせない電気、ガス、上下水道、通信の災害時の応急対策について定める

ものである。 

 

１ 応急対策の基本方針 

  電気、ガス、上下水道、通信に係る各事業者は、各々の災害時対応計画にしたがい、災害発生

時には二次災害の防止及び早期復旧に努める。県及び市町村その他の防災関係機関は、事業者か

ら要請があった場合、その応急対策に可能な限り協力する。 

 

２ 災害発生時の連絡体制の確立 

（１）九州電力㈱大分支社、西日本電信電話㈱大分支店及び被災地の応急対策に関連するガス、上

・下水道事業者は、県が災害対策本部を設置した場合には、県との連絡担当者を指定し逐次連

絡が確保できる体制をとる。 

（２）人身に係わる二次災害が発生するおそれのある場合、また、発生した場合は、県のほか、市

町村、警察機関、消防機関、海上保安部に迅速に通報する。 

 

３ 被害状況・応急対策の進捗状況に関する広報 

  各事業者は、当該施設等の被害状況・応急対策の進捗状況について、逐次報道機関、チラシ等を用い

て県民に広報する。その場合、視覚障がい者、聴覚障がい者、外国人にも配慮する。 

 

４ 応急対策にあたっての県及び市町村の支援 

  県及び市町村は、各事業者が広域的な応援を求めて応急対策を実施する場合、また、県民向け

の広報を行おうとする場合は、応援隊の集結ルート、集結場所の紹介・あっせん並びにプレスル

ームの提供等を行い、迅速な応急対策を支援する。 

  また、以下の事項について各事業者から要請を受けた県及び関係機関は、可能な範囲で協力す

る。なお、各事業者は、県に紹介・あっせん等を求める場合、総合調整室情報収集班に連絡する。 

（１）道路に倒壊した樹木や飛来物の除去及び道路損壊箇所の仮復旧 

（２）道路損壊等による孤立地区への復旧要員、資機材の輸送 

（３）復旧要員の宿泊、待機場所及び車両の駐車場としての学校等公共施設の貸与 

（４）広報車両、防災無線、有線放送等による停電、復旧状況の広報 
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第２節 道路・河川・都市公園・港湾・漁港・空港・鉄道の応急対策 
 

 

第２節 道路・河川・都市公園・港湾・漁港・空港・鉄道の応急対策 

 

 本節は、各種応急対策の遂行に重大な影響を与える道路、河川、都市公園、港湾、漁港、空港、

鉄道の応急対策について定めるものである。 

 

１ 応急対策の基本方針 

  道路、河川、都市公園、港湾、漁港、空港、鉄道に係る各管理者等は、各々の災害時対応計画

にしたがい、災害発生時には二次災害の防止及び早期復旧に努める。県及び市町村その他の防災

関係機関は、管理者等から要請があった場合、その応急対策に可能な限り協力する。 

 

２ 災害発生時の連絡系統 

「第２章第４節 災害情報・被害情報の収集・伝達」に定めるところによる。 

 

３ 被害状況・応急対策の進捗状況に関する広報 

  各管理者等は、当該施設等の被害状況・応急対策の進捗状況について、逐次報道機関・チラシ

等を用いて県民に広報する。その場合、視覚障がい者、聴覚障がい者、外国人にも配慮する。 

 

４ 応急対策にあたっての県及び市町村の支援 

県及び市町村は、各管理者等が広域的な応援を求めて応急対策を実施する場合、また、県民向

けの広報を行おうとする場合は、応援隊の集結ルート、集結場所の紹介・あっせん並びにプレス

ルームの提供等を行い、迅速な応急対策を支援する。なお、各管理者等は、県に紹介・あっせん

等を求める場合、 総合調整室情報収集班に連絡する。 
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