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大野城市地域防災計画（震災対策編） 新旧対照表（令和２年度修正素案） 

頁 変更前 変更後 修正理由 

総則 2 第１章 総則 

第１節 計画の目的 

第３ 基本目標 

本市は、平成 20年 6月にコミュニティ構想（人づくり・地域づくり

編）を策定した。この構想は、地方自治体に求められる自己決定、自

己責任による特色あるまちづくりを推進するとともに、市民と行政が

果たすべき責任と役割を明確にし、対等な立場で共に創りあげる“新

しいコミュニティの姿”を示したものである。その目指すべきコミュ

ニティの姿として「市民と行政のパートナーシップで、自治力みなぎ

るコミュニティ」を掲げている。 

第 1章 総則 

第１節 計画の目的 

第３ 基本目標 

本市は、平成 20 年 6月にコミュニティ構想（人づくり・地域づくり

編）を策定した（平成 29年 3月改訂）。この構想は、地方自治体に求

められる自己決定、自己責任による特色あるまちづくりを推進すると

ともに、市民と行政が果たすべき責任と役割を明確にし、対等な立場

で共に創りあげる“新しいコミュニティの姿”を示したものである。

その目指すべきコミュニティの姿として「市民と行政のパートナーシ

ップで、自治力みなぎるコミュニティ」を掲げている。 

時点修正 

総則 6 第２節 市の概況 

第２ 社会的条件 

１．人口 

■本市の人口及び世帯数     （平成 31 年 3月 31 日現在） 

総人口 100,597人 
男性 48,515人 

女性 52,082人 

総世帯数 43,874世帯   

出典：大野城市住民基本台帳 

第２節 市の概況 

第２ 社会的条件 

１．人口 

■本市の人口及び世帯数     （令和 2年 3 月 31 日現在） 

総人口 100,924人 
男性 48,641人 

女性 52,283人 

総世帯数 44,408世帯   

出典：大野城市住民基本台帳 

時点修正 

総則 16 第４節 防災機関の業務大綱 

第１ 市 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

市 （災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、
避難指示（緊急）の発令及び避難者の誘導
並びに避難所の開設に関すること 

 

第４節 防災機関の業務大綱 

第１ 市 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

市 （災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、
避難指示（緊急）の発令及び避難者の誘導
並びに指定避難所の開設に関すること 

 

文言の適正

化 

【資料５】 
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総則 25 第５ 指定公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本放送協会 
（福岡放送局） 

（災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・避難所等における災害情報収集のための放

送受信機の確保に関すること 

日本赤十字社 
（福岡県支部） 

（災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・避難所奉仕、義援金品の募集、配分等の協

力に関すること 
 

第５ 指定公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本放送協会 
（福岡放送局） 

（災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・指定避難所等における災害情報収集のため

の放送受信機の確保に関すること 

日本赤十字社 
（福岡県支部） 

（災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・指定避難所奉仕、義援金品の募集、配分等

の協力に関すること 
 

文言の適正

化 

総則 26 第６ 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

テレビ・ラジオ社 

（ＲＫＢ毎日放送㈱、㈱テレビ西

日本、九州朝日放送㈱、㈱福岡放

送、㈱ＴＶＱ九州放送、 

㈱エフエム福岡、㈱ＣＲＯＳＳＦ

Ｍ、ラブエフエム国際放送㈱、ケ

ーブルステーション福岡） 

（災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・避難所等への受信機の貸与に関す

ること 

 

第６ 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

テレビ・ラジオ社 

（ＲＫＢ毎日放送㈱、㈱テレビ西

日本、九州朝日放送㈱、㈱福岡放

送、㈱ＴＶＱ九州放送、 

㈱エフエム福岡、㈱ＣＲＯＳＳＦ

Ｍ、ラブエフエム国際放送㈱、ケ

ーブルステーション福岡） 

（災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・指定避難所等への受信機の貸与
に関すること 

 

文言の適正

化 
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総則 27 第６ 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

  

公益社団法人 

福岡県看護協会 

 

(災害予防) 

・災害看護についての研修や訓練に関すること 

(災害応急対策) 

・要配慮者への支援に関すること 

・避難所等における看護活動に関すること 

・災害支援看護職の要請・受入れ等の支援に関すること 

公益社団法人 

福岡県薬剤師会 

(災害予防) 

・患者への啓発（疾病・使用医薬品等の情報把握）に関

すること 

(災害応急対策) 

・災害医療救護活動に関すること 

・医薬品等の供給に関する情報収集及び連絡体制の構築

に関すること 

・医薬品等の供給（仕分け、管理及び服薬指導等）に関

すること 

・避難所等での被災者支援（服薬指導等）に関すること 

・その他公衆衛生活動に関すること 
 

第６ 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

福岡国際 

空港株式会社 
（災害予防） 

・空港機能維持のための予防に関すること 

・空港施設・設備の応急点検体制の整備に関すること 

 （災害応急対策） 

・災害時における航空機輸送の安全確保と空港機能の確

保に関すること 

（災害復旧） 

・被災空港施設・設備の復旧事業の推進に関すること 

公益社団法人 

福岡県看護協会 

 

(災害予防) 

・災害看護についての研修や訓練に関すること 

(災害応急対策) 

・要配慮者への支援に関すること 

・指定避難所等における看護活動に関すること 

・災害支援看護職の要請・受入れ等の支援に関すること 

公益社団法人 

福岡県薬剤師会 

(災害予防) 

・患者への啓発（疾病・使用医薬品等の情報把握）に関

すること 

(災害応急対策) 

・災害医療救護活動に関すること 

・医薬品等の供給に関する情報収集及び連絡体制の構築

に関すること 

・医薬品等の供給（仕分け、管理及び服薬指導等）に関

すること 

・指定避難所等での被災者支援（服薬指導等）に関する

こと 

・その他公衆衛生活動に関すること 
 

福岡国際空

港株式会社

が指定地方

公共機関と

なったこと

に伴う修正 

 

 

文言の適正

化 

総則 29 第８ 関係団体 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

区 （災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・被災者に対する炊き出し、救援物資の配分

及び避難所内の世話業務等の協力に関す
ること 

 

第８ 関係団体 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

区 （災害応急対策） 
･･･（略）･･･ 
・被災者に対する炊き出し、救援物資の配分

及び指定避難所内の世話業務等の協力に
関すること 

 

文言の適正

化 
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総則 31 第５節 市民・事業所の責務 

第１ 市民・事業所 

区  分 市民・事業所の責務 

市   民 （災害予防） 
･･･（略）･･･ 
・飼い主による家庭動物との同行避難や避難
所での飼養についての準備をしておく。 

 

第５節 市民・事業所の責務 

第１ 市民・事業所 

区  分 市民・事業所の責務 

市   民 （災害予防） 
･･･（略）･･･ 
・飼い主による家庭動物との同行避難や指定避

難所での飼養についての準備をしておく。 
 

文言の適正

化 

予防 4 第２章 災害予防計画 

第１節 災害に強いひとづくり 

第３ 災害時の対応力を高める防災訓練の実施 

施策 地域防災訓練の支援 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

地域防災訓練の

支援 

◆避難所運営マニュアルを活用した避難所

開設訓練等の支援 

危機管理部 

各部局 
 

第２章 災害予防計画 

第１節 災害に強いひとづくり 

第３ 災害時の対応力を高める防災訓練の実施 

施策 地域防災訓練の支援 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

地域防災訓練の

支援 

◆避難所運営マニュアルを活用した指定避

難所開設訓練等の支援 

危機管理部 

各部局 
 

文言の適正

化 

予防 7 第２節 災害に強いまちづくり 

第２ 都市施設等の防災対策 

施策 河川・ため池施設の防災対策 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

河川・ため池施

設の防災対策 

（略） 

◆堤防等の河川施設の防災対策 

◆堤体の補強並びに漏水防止等のため池施設の

防災対策 

建設環境部 

危機管理部 

［県］ 

第２節 災害に強いまちづくり 

第２ 都市施設等の防災対策 

施策 河川・ため池施設の防災対策 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

河川・ため池施

設の防災対策 

（略） 

◆堤防等の河川施設の防災対策 

◆堤体の補強並びに漏水防止等のため池施設の

防災対策 

◆ため池ハザードマップの作成・周知 

建設環境部 

危機管理部 

［県］ 

県地域防災

計画に準じ

た修正 
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予防 13 第２ 情報の収集・伝達体制の整備・強化  

施策 防災情報のネットワーク整備 

計 画 名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

災害時用情

報網の整備 

市災害対策用無線ネットワークを構築する。 

◆移動系防災行政無線の配備及び機能強化 

◆防災拠点施設及び避難所との通信手段の確保 

危機管理部 

 （略）  

特設公衆電

話の設置 

避難者が安否確認のために使用する特設公衆電話

について、避難所となるコミュニティセンター、公

民館等に事前に設置し、避難所の通信手段の強化を

図る。 

危機管理部 

 

第２ 情報の収集・伝達体制の整備・強化  

施策 防災情報のネットワーク整備 

計 画 名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

災害時用情

報網の整備 

市災害対策用無線ネットワークを構築する。 

◆移動系防災行政無線の配備及び機能強化 

◆防災拠点施設及び指定避難所との通信手段の確保 

危機管理部 

 （略）  

特設公衆電

話の設置 

避難者が安否確認のために使用する特設公衆電話

について、指定避難所となるコミュニティセンター、

公民館等に事前に設置し、指定避難所の通信手段の

強化を図る。 

危機管理部 

 

文言の適正

化 

予防 14 第３節 応急活動体制の整備 

第３ 災害時の広報体制の整備・強化 

施策 市民への広報体制の整備・強化 

計 画 名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

電子媒体に

よる広報 

避難情報や防災情報等をリアルタイムで発信する

ための情報伝達手段を確保する。 

◆市ホームページの活用 

◆ツイッターやフェイスブック等の SNS（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）の活用 

◆「防災メール・まもるくん」や緊急速報メール（エ

リアメール）等のメーリングシステムの活用 

企画政策部 

危機管理部 

 

第３節 応急活動体制の整備 

第３ 災害時の広報体制の整備・強化 

施策 市民への広報体制の整備・強化 

計 画 名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

電子媒体に

よる広報 

避難情報や防災情報等をリアルタイムで発信するた

めの情報伝達手段を確保する。 

◆市ホームページの活用 

◆ツイッターやフェイスブック等の SNS（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）の活用 

◆「防災メール・まもるくん」や緊急速報メール（エ

リアメール）等のメーリングシステムの活用 

◆Lアラート（災害情報共有システム）での発信 

◆情報の地図化等 

企画政策部 

危機管理部 

 

県地域防災

計画に準じ

た修正 



 

 - 6 - 

予防 16 第４節 避難体制の整備 

■施策の体系 
 

第１ 避難所の確保 
 

避難所の指定 

避難所の開設・環境の整備 

  
  
  

 
 

第２ 避難誘導体制の整備 
 

避難誘導計画及び体制の確立 

避難路の選定・安全確保 

関係機関・団体等との連携の強化 

 
 

  
  
 

   
    

第３ 運営・管理体制の整備 
  

避難所の運営組織の育成   

  
避難所の施設管理体制の整備   

 
 

第４節 避難体制の整備 

■施策の体系 
 

第１ 避難所の確保 
 

避難所の指定 

指定避難所の開設・環境の整備 

  
  
  

 
 

第２ 避難誘導体制の整備 
 

避難誘導計画及び体制の確立 

避難路の選定・安全確保 

関係機関・団体等との連携の強化 

 
 

  
  
 

   
    

第３ 運営・管理体制の整備 
  

指定避難所の運営組織の育成   

  
指定避難所の施設管理体制の整備   

 
 

文言の適正

化 

予防 17 第２ 避難所の確保 

施策 避難所の開設・環境の整備 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

避難所開設の

ための備蓄等 

 

各避難所の開設・運営に必要な食料・生活必需

品・資機材の備蓄を行う。 

◆備蓄計画の策定 

◆避難所機能確保の検討 

◆台帳類の整備 

◆コミュニティセンターの備蓄倉庫の設置検討 

危機管理部 

各施設 

  所管部 

避難所の環境

整備 

避難者の多様なニーズに配慮し、避難所の環境

の整備を行う。 

危機管理部 

避難所 （略） 危機管理部 

各施設 

  所管部 
 

第２ 避難所の確保 

施策 指定避難所の開設・環境の整備 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

指定避難所

開設のため

の備蓄等 

 

各指定避難所の開設・運営に必要な食料・生活必

需品・資機材の備蓄を行う。 

◆備蓄計画の策定 

◆指定避難所機能確保の検討 

◆台帳類の整備 

◆コミュニティセンターの備蓄倉庫の設置 

危機管理部 

各施設 

  所管部 

指定避難所

の環境整備 

避難者の多様なニーズに配慮し、指定避難所の環

境の整備を行う。 

危機管理部 

指定避難所 （略） 危機管理部 

各施設 

  所管部 
 

文言の適正

化 
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予防 19 第４  運営・管理体制の整備 

市民等による自主運営を基本とし、多様なニーズに配慮して避難所

を運営するため、避難者や自主防災組織等を中心に避難所を運営・管

理できる体制を整備する。 

施策 避難所の運営組織の育成 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

避難所の運営組

織の育成 

 

災害時に避難所運営組織を設立し、市民等に

よる自主運営体制を確立するため、区長、自主

防災組織等と協力して共通認識を深める。 

また、災害時の避難所運営の支援体制を確立

するため、災害ボランティア団体等との協力関

係を整える。 

危機管理部 

［社会福祉

協議会］ 

 

第４  運営・管理体制の整備 

市民等による自主運営を基本とし、多様なニーズに配慮して指定避

難所を運営するため、避難者や自主防災組織等を中心に避難所を運

営・管理できる体制を整備する。 

施策 指定避難所の運営組織の育成 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

指定避難所の運

営組織の育成 

 

災害時に避難所運営組織を設立し、市民等に

よる自主運営体制を確立するため、区長、自主

防災組織等と協力して共通認識を深める。 

また、災害時の避難所運営の支援体制を確立

するため、災害ボランティア団体等との協力関

係を整える。 

危機管理部 

［社会福祉

協議会］ 

 

文言の適正

化 

予防 19 

 

施策 避難所の施設管理体制の整備 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

避難所の施設管

理体制の整備 

 

避難所の管理責任者をあらかじめ定める

とともに、複数の女性を含む避難者や自主防

災組織により、確実な避難所開設運営が行え

るよう体制を整備する。 

また、避難所運営マニュアルの見直しを適

宜行うとともに、マニュアルに基づき、区長、

自主防災組織及び施設管理者等と連携して、

避難所の開設・運営訓練を実施する。 

危機管理部 

各施設 

所管部 

 

施策 指定避難所の施設管理体制の整備 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

指定避難所の施

設管理体制の整

備 

 

指定避難所の管理責任者をあらかじめ定め

るとともに、複数の女性を含む避難者や自主防

災組織により、確実な指定避難所開設運営が行

えるよう体制を整備する。 

また、避難所運営マニュアルの見直しを適宜

行うとともに、マニュアルに基づき、区長、自

主防災組織及び施設管理者等と連携して、指定

避難所の開設・運営訓練を実施する。 

危機管理部 

各施設 

所管部 

文言の適正

化 
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予防 23 第６節 緊急輸送体制の整備 

第１  緊急輸送体制の整備 

施策 緊急輸送路の指定等 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

緊急輸送路の指

定 

災害応急活動を円滑に実施するため、警察署

や関係機関と協議し、市内の各避難所、防災拠

点、医療機関等を結ぶ輸送路を指定する。 

危機管理部 

建設環境部 

 

第６節 緊急輸送体制の整備 

第１  緊急輸送体制の整備 

施策 緊急輸送路の指定等 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

緊急輸送路の指

定 

災害応急活動を円滑に実施するため、警察署

や関係機関と協議し、市内の各指定避難所、防

災拠点、医療機関等を結ぶ輸送路を指定する。 

危機管理部 

建設環境部 

 

文言の適正

化 

予防 26 第７節 要配慮者等の支援体制の整備 

第３ 帰宅困難者の支援体制 

自力で帰宅することが困難な帰宅困難者を支援するため、情報提供

や安否確認支援、一時的な宿泊場所の提供等の支援体制を整備する。 

施策 帰宅困難者の支援体制の整備 

計 画 名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

避難場所の提供 帰宅可能になるまで待機する場所がない、

帰宅困難者を対象とした一時的収容の可能

性を検討する。 

危機管理部 

［県］ 

 

第７節 要配慮者等の支援体制の整備 

第３ 帰宅困難者の支援体制 

自力で帰宅することが困難な帰宅困難者を支援するため、情報提供

や安否確認支援、一時的な宿泊施設の提供等の支援体制を整備する。 

施策 帰宅困難者の支援体制の整備 

計 画 名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

避難施設の提供 帰宅可能になるまで待機する場所がない、

帰宅困難者を対象とした一時的収容の可能

性を検討する。 

危機管理部 

［県］ 

 

県地域防災

計画に準ず

る修正 
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予防 27 第８節 生活救援体制の整備 

第１ 物資調達体制の整備 

施策 緊急物資の調達体制の整備 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

緊急物資の調達

体制の整備 

関係業者等と連携し、災害時の食料、生活

必需品、燃料等の調達体制を整備する。また、

避難所で必要となる寝具類のリースについ

ても検討する。 

◆各関係業者との協定の締結 

◆協定締結事業者等との連携も含めた配送

方法等の検討 

危機管理部 

総務部 

 

第８節 生活救援体制の整備 

第１ 物資調達体制の整備 

施策 緊急物資の調達体制の整備 

計  画  名 計  画  内  容 
担当部署 

［関連機関］ 

緊急物資の調達

体制の整備 

関係業者等と連携し、災害時の食料、生活

必需品、燃料等の調達体制を整備する。また、

指定避難所で必要となる寝具類のリースに

ついても検討する。 

◆各関係業者との協定の締結 

◆協定締結事業者等との連携も含めた配送

方法等の検討 

危機管理部 

総務部 

 

文言の適正

化 

予防 28 第２  給水体制の整備 

災害時においても、避難所や医療福祉施設等の重要施設をいち早く

機能させるため、応急給水の方法、資機材の整備、又は福岡地区水道

企業団や他水道事業体との協力体制の整備を促進する。 

第２  給水体制の整備 

災害時においても、指定避難所や医療福祉施設等の重要施設をいち

早く機能させるため、応急給水の方法、資機材の整備、又は福岡地区

水道企業団や他水道事業体との協力体制の整備を促進する。 

文言の適正

化 

応急 1 第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第１ 職員の動員配備 

本部 配備 

配  備  基  準 

主な活動 配備職員 

震度情報 警戒、被害の目安 

   （略）   

   （略）   

災
害
対
策
本
部 

－ 

 

震度５弱

以上 

◆各地で物的被害が発生した 

◆避難所開設が必要になった 

◆人的被害が発生した 

◆全活動 

 

全職員 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第１ 職員の動員配備 
 

本部 配備 

配  備  基  準 

主な活動 配備職員 

震度情報 警戒、被害の目安 

   （略）   

   （略）   

災
害
対
策
本
部 

－ 

 

震度５弱

以上 

◆各地で物的被害が発生した 

◆指定避難所開設が必要になっ

た 

◆人的被害が発生した 

◆全活動 

 

全職員 

 

文言の適正

化 
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応急 8 第２節 情報の収集・伝達 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

被害の調査 第１１ 市民の安否確認情報の収集 

（市民班） 

⇒ 

 

⇒ 

 

第２節 情報の収集・伝達 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

被害の調査 第１１ 市民の安否確認情報の収集 

（福祉班） 

⇒ 

 

⇒ 

 

組織変更に

伴う修正 

応急 13 第６ 市民の安否確認情報の収集 

１．安否確認情報の収集 

市民班は、市民の安否確認情報について、速やかに対応を行う。 

 

２．安否情報の提供 

 市民班・総務広報班は、被災者の安否について市民等から照会があ

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。 

第６ 市民の安否確認情報の収集 

１．安否確認情報の収集 

福祉班は、市民の安否確認情報について、速やかに対応を行う。 

 

２．安否情報の提供 

 福祉班・総務広報班は、被災者の安否について市民等から照会があ

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。 

組織変更に

伴う修正 

応急 17 第３節 広報体制 

二次的被害や混乱を防止するため、適切な手段を活用して避難所や

報道機関等からの広報ニーズに対応するとともに、市民等の問い合わ

せ・相談に対応する窓口を設置する。 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

広報活動 第２ 避難所における広報 

（避難対策班） 

 

第６ 相談窓口の設置 

（福祉班、市民班） 

⇒ ⇒ 

 

第３節 広報体制 

二次的被害や混乱を防止するため、適切な手段を活用して指定避難

所や報道機関等からの広報ニーズに対応するとともに、市民等の問い

合わせ・相談に対応する窓口を設置する。 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

広報活動 第２ 指定避難所における

広報（避難対策班） 

 

第６ 相談窓口の設置 

（福祉班） 

⇒ ⇒ 

 

文言の適正

化 

 

 

組織変更に

伴う修正 
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応急 18 第２ 避難所における広報 

避難対策班は、避難所にて避難者への広報を行う。 

広報に当たっては、避難所運営組織、自主防災組織やボランティア

等との連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。 

なお、情報の入手が困難な障がいのある人、高齢者等の要配慮者に

加え、在宅避難者、応急仮設住宅における避難者、所在を把握できる

広域避難者にも十分配慮する。 

第２ 指定避難所における広報 

避難対策班は、指定避難所にて避難者への広報を行う。 

広報に当たっては、避難所運営組織、自主防災組織やボランティア

等との連携を保ち、情報の混乱が生じないようにする。 

なお、情報の入手が困難な障がいのある人、高齢者等の要配慮者に

加え、在宅避難者、応急仮設住宅における避難者、所在を把握できる

広域避難者にも十分配慮する。 

文言の適正

化 

応急 19 第４ 報道機関への対応 

（略） 

なお、総務広報班は、報道機関に対して、避難所等においてプライ

バシーを侵害する取材等の自粛を要請する。 

第４ 報道機関への対応 

（略） 

なお、総務広報班は、報道機関に対して、指定避難所等においてプ

ライバシーを侵害する取材等の自粛を要請する。 

文言の適正

化 

応急 20 第６ 相談窓口の設置  

福祉班は、市民に対する必要な生活関連情報や支援情報の提供と各

種問い合わせ・相談に対応するため、市役所やコミュニティセンター

に相談窓口を設置する。 

また、市民班は、所在の確認できない市民等の問い合わせに関する

相談窓口を設置する。 

第６ 相談窓口の設置  

福祉班は、市民に対する必要な生活関連情報や支援情報の提供と各

種問い合わせ・相談に対応するため、市役所やコミュニティセンター

に相談窓口を設置する。 

また、所在の確認できない市民等の問い合わせに関する相談窓口を

設置する。 

組織変更に

伴う修正 

応急 28 第４節 応援要請・受入れ 

第４ 災害ボランティアの受入れ・活動支援 

４．災害ボランティアの活動内容 

（１）生活支援に関する業務 

（略） 

◆被災者の話し相手・励まし 

◆その他被災地での軽作業（危険を伴わないもの） 
 

第４節 応援要請・受入れ 

第４ 災害ボランティアの受入れ・活動支援 

４．災害ボランティアの活動内容 

（１）生活支援に関する業務 

（略） 

◆被災者の話し相手・励まし 

◆被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去 

◆その他被災地での軽作業（危険を伴わないもの） 
 

県地域防災

計画に準ず

る修正 
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応急 32 第５節 災害救助法の適用 

第４  災害救助法による救助の内容等 

■災害救助法による救助の種類 

◆避難所の供与 

（略） 

◆災害にかかった者の救出 

◆災害にかかった住宅の応急処理 

（略） 
 

第５節 災害救助法の適用 

第４  災害救助法による救助の内容等 

■災害救助法による救助の種類 

◆指定避難所の供与 

（略） 

◆被災者の救出 

◆被災した住宅の応急処理 

（略） 
 

県地域防災

計画に準ず

る修正 

応急 33 第６節 避難対策 

市民等を安全に避難させるため、避難準備・高齢者等避難開始、避

難勧告及び避難指示（緊急）の避難情報を確実に伝達し、関係機関と

の連携により安全に避難誘導を行うとともに、避難所運営組織を中心

とした避難所の運営対策、在宅避難者対策、広域的避難への対応策等

を行う。 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

避難所の開設 第４ 避難所の開設 

（避難対策班） 

  

避難所の運営 第５ 避難所の運営 

（避難対策班） 

 

（略） 

⇒ 

 

 

⇒ 

⇒ 

 

 

⇒ 

避難所の廃止   第８ 避難所の

統合・廃止 

(避難対策班) 

 

第６節 避難対策 

市民等を安全に避難させるため、避難準備・高齢者等避難開始、避

難勧告及び避難指示（緊急）の避難情報を確実に伝達し、関係機関と

の連携により安全に避難誘導を行うとともに、避難所運営組織を中心

とした指定避難所の運営対策、在宅避難者対策、広域的避難への対応

策等を行う。 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

指定避難所

の開設 

第４ 指定避難所の開設 

（避難対策班） 

  

指定避難所

の運営 

第５ 指定避難所の運営 

（避難対策班） 

 

（略） 

⇒ 

 

 

⇒ 

⇒ 

 

 

⇒ 

指定避難所

の廃止 

  第８ 指定避難所の

統合・廃止 

(避難対策班) 

 

文言の適正

化 
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応急 34 第１ 地震発生時の避難 

１．地震災害時の指定避難所・避難場所 

災害時に避難者を収容する避難所と、建物・電柱等の倒壊から避難

する一時避難場所、火災の延焼によって生じる幅射熱、熱気流等に対

し安全を確保できる地区避難場所、広域避難地を、次の区分により選

定する。 

区 分 用     途 備  考 

避難所 
家屋の被害又は避難勧告等の発令により、自宅で生

活できない場合等における避難者の一時的生活の場 

災害時の収

容施設 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

２．地震災害時の避難 

(2) 一時生活のための避難  

地震又は火災等により住宅が破損して生活することができない場

合、又は火災等の危険が継続する場合は、避難所に避難し、一時的な

生活の場とする。 

第１ 地震発生時の避難 

１．地震災害時の指定避難所・避難場所 

災害時に避難者を収容する指定避難所と、建物・電柱等の倒壊から

避難する一時避難場所、火災の延焼によって生じる幅射熱、熱気流等

に対し安全を確保できる地区避難場所、広域避難地を、次の区分によ

り選定する。 

区 分 用     途 備  考 

指定避難所 
家屋の被害又は避難勧告等の発令により、自宅で生

活できない場合等における避難者の一時的生活の場 

災害時の収

容施設 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

２．地震災害時の避難 

(2) 一時生活のための避難  

地震又は火災等により住宅が破損して生活することができない場

合、又は火災等の危険が継続する場合は、指定避難所に避難し、一時

的な生活の場とする。 

文言の適正

化 

応急 37 第３ 警戒区域の設定 

（略） 

本部班は、関係各班、関係機関と連携し、その旨避難所に避難して

いる対象区域の避難者等に伝達する。 

 

第４ 避難の誘導 

１．避難者誘導の実施者 

避難対策班、消防職員及び消防団員は、警察官、自主防災組織等と

協力して、市民等の避難者を危険地域から避難所等の安全な場所へ誘

導を行う。 

第３ 警戒区域の設定 

（略） 

本部班は、関係各班、関係機関と連携し、その旨指定避難所に避難

している対象区域の避難者等に伝達する。 

 

第４ 避難の誘導 

１．避難者誘導の実施者 

避難対策班、消防職員及び消防団員は、警察官、自主防災組織等と

協力して、市民等の避難者を危険地域から指定避難所等の安全な場所

へ誘導を行う。 

文言の適正

化 
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応急 38 ３．避難者の移送 

被災地域が広範囲にわたり、あらかじめ定めた避難所が使用できな

い場合や、避難所に収容しきれなくなった場合には、県、警察、他市

町村等の協力を得て、避難者を他地区へ移送する。 

３．避難者の移送 

被災地域が広範囲にわたり、あらかじめ定めた指定避難所が使用で

きない場合や、指定避難所に収容しきれなくなった場合には、県、警

察、他市町村等の協力を得て、避難者を他地区へ移送する。 

文言の適正

化 

応急 39 第５ 避難所の開設 

１．避難所の開設 

避難所は、災害の危険性があり避難した市民等を必要な間滞在させ、

又は災害により家に戻れなくなった市民を一時的に滞在させるための

施設とする。 

避難所の開設は、原則的に市長の指示により避難対策班から派遣す

る職員（避難所派遣職員）が、施設管理者の協力を得て実施する。 

避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じ、避難所の立地条件

及び建築物の安全を確認して速やかな開設を行う。 

なお、公民館及びコミュニティセンターを優先して開設し、状況に

応じて小中学校及び他の公共施設を避難所として開設する。 

２．開設の手順 

指定避難所の開設は以下の手順により行う。 

①電話、無線等により指定避難所開設の旨を施設の管理者に要請する。 

②避難者収容スペースの決定・誘導 

③指定避難所内に事務所を開設し、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

３．指定避難所開設の報告 

避難所派遣職員は、指定避難所を開設したとき、避難対策班を通じ

て、本部班に次の事項を報告する。 

◆指定避難所開設の日時及び場所 

（略） 

 

コミュニティ班は、指定避難所が開設されたときは、区長へ伝達す

第５ 指定避難所の開設 

１．指定避難所の開設 

指定避難所は、災害の危険性があり避難した市民等を必要な間滞在

させ、又は災害により家に戻れなくなった市民を一時的に滞在させる

ための施設とする。 

指定避難所の開設は、原則的に市長の指示により避難対策班から派

遣する職員（避難所派遣職員）が、施設管理者の協力を得て実施する。 

指定避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じ、指定避難所の

立地条件及び建築物の安全を確認して速やかな開設を行う。 

なお、公民館及びコミュニティセンターを優先して開設し、状況に

応じて小中学校及び他の公共施設を指定避難所として開設する。 

２．開設の手順 

指定避難所の開設は以下の手順により行う。 

①電話、無線等により指定避難所開設の旨を施設の管理者に要請する。 

②避難者収容スペースの決定・誘導 

③指定避難所内に事務所を開設し、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

３．指定避難所開設の報告 

避難所派遣職員は、指定避難所を開設したとき、避難対策班を通じ

て、本部班に次の事項を報告する。 

◆指定避難所開設の日時及び場所 

（略） 

 

コミュニティ班は、指定避難所が開設されたときは、区長へ伝達す

文言の適正

化 
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る。 

４．自主避難への対応 

市民が自主的に指定避難所へ避難をしたときは、施設管理者は災害

対策本部へ連絡し、災害対策本部の指示を受けて指定避難所を開設す

る。 

る。 

４．自主避難への対応 

市民が自主的に指定避難所へ避難をしたときは、施設管理者は災害

対策本部へ連絡し、災害対策本部の指示を受けて指定避難所を開設す

る。 

文言の適正

化 

応急 40 第６ 避難所の運営 

１．避難所の運営主体 

避難所開設当初の運営は、避難対策班が施設管理者、自主防災組織

と連携し、運営を行う。 

できるだけ早い段階で、避難所運営組織を立ち上げ、市と連携して

避難所を運営する。 

(4) 運営状況の報告及び運営記録の作成 

避難所派遣職員は、避難所の運営について報告し、記録を作成する。 

 

◆避難所の運営状況について、１日に１回避難対策班へ報告する。 

◆傷病者の発生等、特別の事情のある時は必要に応じて報告する。 

◆避難所の運営記録として、避難所日誌を記入する。 

◆避難者台帳の更新を行う。 
 

第６ 指定避難所の運営 

１．指定避難所の運営主体 

指定避難所開設当初の運営は、避難対策班が施設管理者、自主防災

組織と連携し、運営を行う。 

できるだけ早い段階で、避難所運営組織を立ち上げ、市と連携して

避難所を運営する。 

(4) 運営状況の報告及び運営記録の作成 

避難所派遣職員は、指定避難所の運営について報告し、記録を作成

する。 

◆指定避難所の運営状況について、１日に１回避難対策班へ報告する。 

◆傷病者の発生等、特別の事情のある時は必要に応じて報告する。 

◆指定避難所の運営記録として、避難所日誌を記入する。 

◆避難者台帳の更新を行う。 
 

文言の適正

化 

応急 41 ３．受入れ期間等 

避難所への受入れ期間は、避難者が自己の住宅等に帰宅し、又は仮

設住宅等へ入居するまでの間とする。 

また、小・中学校等の教育施設については、原則として施設本来の

用途、応急教育に支障がない範囲及び期間で開設するものとし、優先

して他の避難所への移転移送を行うものとする。 

３．受入れ期間等 

指定避難所への受入れ期間は、避難者が自己の住宅等に帰宅し、又

は仮設住宅等へ入居するまでの間とする。 

また、小・中学校等の教育施設については、原則として施設本来の

用途、応急教育に支障がない範囲及び期間で開設するものとし、優先

して他の指定避難所への移転移送を行うものとする。 

文言の適正

化 
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応急 41 第７ 長期化を見通した避難者への配慮 

避難所の開設が長期化する見通しの場合、以下の点に留意するもの

とする。 

また、小・中学校等の教育施設については、原則として施設本来の

用途、応急教育に支障がない範囲及び期間で開設するものとし、優先

して他の避難所への移転移送を行うものとする。 

 

１．避難者が落ちつきを取り戻すまでの避難所運営 

◆グループ分け 

◆プライバシーの確保 

◆男女ニーズの違い等、男女双方の視点等に配慮 

◆情報提供体制の整備 

◆避難所運営ルールの徹底 

◆避難所のパトロール等の安全管理 

◆要配慮者等の社会福祉施設等への移送等 

◆福祉避難所開設の検討と要配慮者の移送・誘導等 

２．避難者が落ちつきを取り戻した後の避難所運営 

関係各班は、避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なも

のとするため、食事供与の状況、仮設トイレの設置状況等を把握し、

必要な対策を講じるように努める。 

また、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に

かんがみ、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促すも

のとする。 

◆自主運営体制の整備 

◆暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等の生活環境の改善対策 

◆避難所の縮小・閉鎖を考慮した運営 

３．保健・衛生対策 

避難対策班、医療救護班は、プライバシーの確保状況、入浴施設設

置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回頻

度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等、避難者の健康状態

第７ 長期化を見通した避難者への配慮 

指定避難所の開設が長期化する見通しの場合、以下の点に留意する

ものとする。 

また、小・中学校等の教育施設については、原則として施設本来の

用途、応急教育に支障がない範囲及び期間で開設するものとし、優先

して他の指定避難所への移転移送を行うものとする。 

 

１．避難者が落ちつきを取り戻すまでの避難所運営 

◆グループ分け 

◆プライバシーの確保 

◆男女ニーズの違い等、男女双方の視点等に配慮 

◆情報提供体制の整備 

◆指定避難所運営ルールの徹底 

◆指定避難所のパトロール等の安全管理 

◆要配慮者等の社会福祉施設等への移送等 

◆福祉避難所開設の検討と要配慮者の移送・誘導等 

２．避難者が落ちつきを取り戻した後の避難所運営 

関係各班は、指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好

なものとするため、食事供与の状況、仮設トイレの設置状況等を把握

し、必要な対策を講じるように努める。 

また、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に

かんがみ、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促すも

のとする。 

◆自主運営体制の整備 

◆暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等の生活環境の改善対策 

◆指定避難所の縮小・閉鎖を考慮した運営 

３．保健・衛生対策 

避難対策班、医療救護班は、プライバシーの確保状況、入浴施設設

置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回頻

度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等、避難者の健康状態

文言の適正

化 
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や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。 

また、環境班は、必要に応じて避難所における愛護動物のためのス

ペースの確保に努めるとともに、獣医師会や動物愛護団体等に協力を

依頼し、飼い主による飼育が困難となった愛護動物の一時預かり場所

を設置する。 

や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努め

るものとする。 

また、環境班は、必要に応じて指定避難所における愛護動物のため

のスペースの確保に努めるとともに、獣医師会や動物愛護団体等に協

力を依頼し、飼い主による飼育が困難となった愛護動物の一時預かり

場所を設置する。 

文言の適正

化 

応急 42 第９ 避難所の統合・廃止 

避難対策班は、災害の復旧状況や避難所の人数等により、避難所の

統合及び廃止を行う。 

コミュニティ班は、避難所が統合及び廃止されたときは区長へ伝達

する。 

 

第１０ 在宅避難者対策 

１．在宅避難者の把握 

在宅避難者については、避難所での避難者の把握に準じて、原則と

して最寄の避難所で状況を把握する。 

 

２．食料等の供給 

在宅避難者への食料等の供給は、原則として避難所で行う。 

また、供給の実施期間は、供給の種類に応じて、近隣商店等の再開、

水道の供給開始までの期間とする。 

第９ 指定避難所の統合・廃止 

避難対策班は、災害の復旧状況や指定避難所の人数等により、指定

避難所の統合及び廃止を行う。 

コミュニティ班は、指定避難所が統合及び廃止されたときは区長へ

伝達する。 

 

第１０ 在宅避難者対策 

１．在宅避難者の把握 

在宅避難者については、指定避難所での避難者の把握に準じて、原

則として最寄の指定避難所で状況を把握する。 

 

２．食料等の供給 

在宅避難者への食料等の供給は、原則として指定避難所で行う。 

また、供給の実施期間は、供給の種類に応じて、近隣商店等の再開、

水道の供給開始までの期間とする。 

文言の適正

化 

応急 43 第７節 要配慮者等対策 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

要配慮者
への対応 

第３ 避難所の要配慮者
の援護 

（福祉班、避難対策班） 

    

 

第７節 要配慮者等対策 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

要配慮者
への対応 

第３ 指定避難所の要配
慮者の援護 

（福祉班、避難対策班） 

    

 

文言の適正

化 
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応急 44 第１ 要配慮者の把握・安否確認 

１．要配慮者の把握 

災害の発生に際しては、避難行動要支援者名簿に登載されている者

や平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害を契機

に新たに要配慮者となる者が発生することから、時間の経過に沿って

あらゆる要配慮者を把握する必要がある。 

なお、避難所のみならず、在宅避難の要配慮者がいることにも留意

する。 

 

第３ 避難所の要配慮者の援護 

１．ケアサービスリストの作成 

避難対策班は、担当している避難所の要配慮者を把握するとともに、

安否名簿を基にケアサービスリストを作成し、福祉班に送付して必要

な支援・措置を要請する。 

第１ 要配慮者の把握・安否確認 

１．要配慮者の把握 

災害の発生に際しては、避難行動要支援者名簿に登載されている者

や平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害を契機

に新たに要配慮者となる者が発生することから、時間の経過に沿って

あらゆる要配慮者を把握する必要がある。 

なお、指定避難所のみならず、在宅避難の要配慮者がいることにも

留意する。 

 

第３ 指定避難所の要配慮者の援護 

１．ケアサービスリストの作成 

避難対策班は、担当している指定避難所の要配慮者を把握するとと

もに、安否名簿を基にケアサービスリストを作成し、福祉班に送付し

て必要な支援・措置を要請する。 

文言の適正

化 

応急 45 第４ 在宅避難の要配慮者の援護 

福祉班、避難対策班は、在宅における要配慮者について、避難所で

の把握に準じて、原則として最寄りの避難所で状況を把握し、避難所

入所者に準じた支援を行う。 

また、地域支援者、地域ケア会議、自主防災組織が協力して、定期

的に声掛け等の安否確認を行い、平常の状態に戻るまでは要配慮者が

心理的に孤立しないよう配慮する。 

 

第５ 福祉避難所等の確保と移送等 

１．福祉避難所・病院等の確保 

福祉班は、避難所からの要配慮者支援要請に対して、福祉対策部長

が必要と認めるとき、要配慮者専用の福祉避難所又は病院等を確保す

る。 

第４ 在宅避難の要配慮者の援護 

福祉班、避難対策班は、在宅における要配慮者について、指定避難

所での把握に準じて、原則として最寄りの指定避難所で状況を把握し、

指定避難所入所者に準じた支援を行う。 

また、地域支援者、地域ケア会議、自主防災組織が協力して、定期

的に声掛け等の安否確認を行い、平常の状態に戻るまでは要配慮者が

心理的に孤立しないよう配慮する。 

 

第５ 福祉避難所等の確保と移送等 

１．福祉避難所・病院等の確保 

福祉班は、指定避難所からの要配慮者支援要請に対して、福祉対策

部長が必要と認めるとき、要配慮者専用の福祉避難所又は病院等を確

保する。 

文言の適正

化 
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福祉避難所の開設においては、あらかじめ指定した福祉避難所の中

から開設を行う。これらの福祉避難所が利用できない場合は、市内の

宿泊機能を有する介護施設・障がい者福祉施設等に特別受入れを要請

する。 

なお、福祉避難所とは、一般の避難所での生活が困難な要配慮者を

受入れの対象とする施設であり、各コミュニティセンター内、すこや

か交流プラザ内及び社会福祉施設等の協定締結施設に設置する。 

福祉避難所の開設においては、あらかじめ指定した福祉避難所の中

から開設を行う。これらの福祉避難所が利用できない場合は、市内の

宿泊機能を有する介護施設・障がい者福祉施設等に特別受入れを要請

する。 

なお、福祉避難所とは、一般の指定避難所での生活が困難な要配慮

者を受入れの対象とする施設であり、各コミュニティセンター内、す

こやか交流プラザ内及び社会福祉施設等の協定締結施設に設置する。 

文言の適正

化 

応急 46 ２．福祉避難所、病院等への移送 

◆輸送・調査班による移送措置 
◆社会福祉協議会への依頼による移送措置 
◆障がい者支援組織等による移送措置 
◆避難所入所者の協力支援による移送措置 
◆消防本部、医師会、高齢者・障がい者施設等への依頼による
移送措置 

◆その他可能な手段による移送措置 
 

２．福祉避難所、病院等への移送 

◆輸送・調査班による移送措置 
◆社会福祉協議会への依頼による移送措置 
◆障がい者支援組織等による移送措置 
◆指定避難所入所者の協力支援による移送措置 
◆消防本部、医師会、高齢者・障がい者施設等への依頼による
移送措置 

◆その他可能な手段による移送措置 
 

文言の適正

化 

応急 46 第６ 巡回ケア・広報・相談業務 

１．巡回ケアサービス 

福祉班は、避難所、その他の要配慮者の所在地において、関係機関

と協力し、要配慮者向け巡回ケアサービスとして、主に次のことを行

う。 

第６ 巡回ケア・広報・相談業務 

１．巡回ケアサービス 

福祉班は、指定避難所、その他の要配慮者の所在地において、関係

機関と協力し、要配慮者向け巡回ケアサービスとして、主に次のこと

を行う。 

文言の適正

化 

応急 47 第７節 要配慮者等対策 

第８ 帰宅困難者への支援対策 

２．帰宅困難者への支援 

職場・学校・駅等に滞在する帰宅困難者に対して、災害関連情報等

の提供を行うとともに、避難所等において一時的な休息・宿泊場所の

提供を行う。 

第７節 要配慮者等対策 

第８ 帰宅困難者への支援対策 

２．帰宅困難者への支援 

職場・学校・駅等に滞在する帰宅困難者に対して、災害関連情報等

の提供を行うとともに、指定避難所等において一時的な休息・宿泊施

設の提供を行う。 

文言の適正

化 

 

県地域防災

計画に準ず

る修正 
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応急 48 第８節 消防・救急・救助活動 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

救出活動 第４ 行方不明者の捜索 

（市民班、消防本部、消防団、警

察署） 

⇒  

 

第８節 消防・救急・救助活動 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

救出活動 第４ 行方不明者の捜索 

（福祉班、消防本部、消防団、

警察署） 

⇒  

 

組織変更に

伴う修正 

応急 51 第５ 行方不明者の捜索  

１．行方不明者名簿の作成 

市民班は、所在の確認できない市民に関する問い合わせや行方不明

者の捜索依頼・届け出の受付を行い、行方不明者の名簿を作成する。 

２．行方不明者の捜索 

消防本部、消防団は、市民班が作成する行方不明者名簿等に基づき、

警察署等と協力して行方不明者の捜索活動を実施する。 

なお、行方不明者を発見し、既に死亡していると認められるときは、

速やかに警察署に連絡する。 

第５ 行方不明者の捜索   

１．行方不明者名簿の作成 

福祉班は、所在の確認できない市民に関する問い合わせや行方不明

者の捜索依頼・届け出の受付を行い、行方不明者の名簿を作成する。 

２．行方不明者の捜索 

消防本部、消防団は、福祉班が作成する行方不明者名簿等に基づき、

警察署等と協力して行方不明者の捜索活動を実施する。 

なお、行方不明者を発見し、既に死亡していると認められるときは、

速やかに警察署に連絡する。 

組織変更に

伴う修正 

応急 53 第９節 医療・救護活動 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

避難所での医療  第６ 巡回診療の実施 

（医療救護班、 

巡回診療チーム） 

 

第７ 心のケア対策 

（医療救護班、関係機関） 

 

 

第９節 医療・救護活動 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

指定避難所での

医療 

 第６ 巡回診療の実施 

（医療救護班、 

巡回診療チーム） 

 

第７ 心のケア対策 

（医療救護班、関係機関） 

 

 

文言の適正

化 

応急 54 第１ 医療救護チームの編成・出動の要請 

１．医療情報の収集 

◆避難所、救護所の設置状況 
 

第１ 医療救護チームの編成・出動の要請 

１．医療情報の収集 

◆指定避難所、救護所の設置状況 
 

文言の適正

化 
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応急 56 第６ 巡回診療の実施 

医療救護班は、医療関係者と協力し、災害発生から一週間後を目安

に、長期的な医療や精神のケア対策のために巡回診療チームを編成し、

必要に応じて歯科医師や薬剤師、精神科医師を配置する。 

巡回診療チームは、避難所等の巡回スケジュールを作成し、避難所

で定期的な医療活動を行う。また、救護所や主治医と連携し、慢性疾

患患者等の要医療者への支援を行うとともに、災害対策業務に従事す

る職員やボランティアの健康管理にも取り組む。 

第６ 巡回診療の実施 

医療救護班は、医療関係者と協力し、災害発生から一週間後を目安

に、長期的な医療や精神のケア対策のために巡回診療チームを編成し、

必要に応じて歯科医師や薬剤師、精神科医師を配置する。 

巡回診療チームは、指定避難所等の巡回スケジュールを作成し、指

定避難所で定期的な医療活動を行う。また、救護所や主治医と連携し、

慢性疾患患者等の要医療者への支援を行うとともに、災害対策業務に

従事する職員やボランティアの健康管理にも取り組む。 

文言の適正

化 

応急 62 第１１節 生活救援活動 

第２ 応急給水活動の実施 

給水需要は、避難所等における避難者の状況や災害対策本部からの

要請等に基づき給水対象施設を確認し、把握する。 

第１１節 生活救援活動 

第２ 応急給水活動の実施 

給水需要は、指定避難所等における避難者の状況や災害対策本部か

らの要請等に基づき給水対象施設を確認し、把握する。 

文言の適正

化 

応急 63 第３ 食料の需要把握 

１．供給対象者 

食料の供給対象者は、原則として次のとおりとする。ただし、事態

がある程度落ち着いた段階では、食料の供給対象者は避難所への避難

者に限定する。 

◆避難所に避難した者及び在宅避難者 

◆通常の食料の確保が不可能となった者（帰宅困難者、旅行者を含む） 

◆災害応急対策活動従事者 

 

２．把握方法 

◆避難所の避難者及び在宅避難者への必要数は、避難対策班を通じて把握する。 

◆通常の食料の確保が不可能となった者への必要数は、関係各班及び区長等の協

力を得て把握する。 

◆災害応急対策活動従事者への必要数は、関係各班からの報告を集約して把握す

る。 
 

第３ 食料の需要把握 

１．供給対象者 

食料の供給対象者は、原則として次のとおりとする。ただし、事態

がある程度落ち着いた段階では、食料の供給対象者は指定避難所への

避難者に限定する。 

◆指定避難所に避難した者及び在宅避難者 

◆通常の食料の確保が不可能となった者（帰宅困難者、旅行者を含む） 

◆災害応急対策活動従事者 

 

２．把握方法 

◆指定避難所の避難者及び在宅避難者への必要数は、避難対策班を通じて把握す

る。 

◆通常の食料の確保が不可能となった者への必要数は、関係各班及び区長等の協

力を得て把握する。 

◆災害応急対策活動従事者への必要数は、関係各班からの報告を集約して把握す

る。 
 

文言の適正

化 
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応急 64 第５ 食料の供給 

２．供給場所 

供給は、原則として避難所で行う。 

 

３．供給方法 

避難対策班は、避難所において次のように供給する。 

 

第６ 炊き出しの実施  

各避難所において、避難所運営組織又は自主防災組織等がボランテ

ィア等の協力を得て、炊き出しを行う。炊き出しに必要な食材、器具、

容器等は、避難対策班が本部班に請求する。 

 

第７ 生活必需品の需要把握 

１．対象者 

生活必需品の供給は、避難所に避難した者及び生活上必要な衣服や

寝具その他日用品等を喪失し、日常生活を営むことが困難な者に対し

て行う。 

第５ 食料の供給 

２．供給場所 

供給は、原則として指定避難所で行う。 

 

３．供給方法 

避難対策班は、指定避難所において次のように供給する。 

 

第６ 炊き出しの実施  

各指定避難所において、避難所運営組織又は自主防災組織等がボラ

ンティア等の協力を得て、炊き出しを行う。炊き出しに必要な食材、

器具、容器等は、避難対策班が本部班に請求する。 

 

第７ 生活必需品の需要把握 

１．対象者 

生活必需品の供給は、指定避難所に避難した者及び生活上必要な衣

服や寝具その他日用品等を喪失し、日常生活を営むことが困難な者に

対して行う。 

文言の適正

化 

応急 65 ２．把握方法 

財政調達班は、災害発生当初においては、全体の被害状況の程度か

ら避難者数を推計し、緊急を要する毛布、防寒具、懐中電灯等の照明

器具、電池、ラジオ、紙おむつ等の必要量を概算し、準備を進める。 

状況が落ち着き、避難者数の集計ができた段階においては、各避難

所から必要な品目及び数量をとりまとめる。 

（略） 

第９ 生活必需品の供給 

３．供給場所 

供給は、原則として避難所で行う。 

２．把握方法 

財政調達班は、災害発生当初においては、全体の被害状況の程度か

ら避難者数を推計し、緊急を要する毛布、防寒具、懐中電灯等の照明

器具、電池、ラジオ、紙おむつ等の必要量を概算し、準備を進める。 

状況が落ち着き、避難者数の集計ができた段階においては、各指定

避難所から必要な品目及び数量をとりまとめる。 

（略） 

第９ 生活必需品の供給 

３．供給場所 

供給は、原則として指定避難所で行う。 

文言の適正

化 
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応急 66 ４．供給方法 

 避難対策班は、避難所において次のように供給する。 

４．供給方法 

 避難対策班は、指定避難所において次のように供給する。 

文言の適正

化 

応急 68 第１２節 住宅対策 

第１ 応急仮設住宅の需要把握 

１．需要の把握 

財政調達班は、応急仮設住宅の入居希望者を把握する。調査方法は、

入居の資格基準及び該当者を広報で周知した後、希望者を相談窓口や

避難所で受け付ける。 

第１２節 住宅対策 

第１ 応急仮設住宅の需要把握 

１．需要の把握 

財政調達班は、応急仮設住宅の入居希望者を把握する。調査方法は、

入居の資格基準及び該当者を広報で周知した後、希望者を相談窓口や

指定避難所で受け付ける。 

文言の適正

化 

応急 70 第６ 被災住宅の修理 

１．応急修理の実施対象者 

応急修理の実施対象者は、次のすべての条件に該当する者とする。 

◆住家が半壊、半焼等の被害を受け、当面の日常生活を営むことができな

い状態にある者 

◆自らの資力では、住家の修理ができない者 

◆修理により、とりあえずの日常生活を営むことのできる者 
 

第６ 被災住宅の修理 

１．応急修理の実施対象者 

応急修理の実施対象者は、次のすべての条件に該当する者とする。 

◆住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、そのまま

では当面の日常生活を営むことができない状態にある者 

◆自らの資力では、住家の修理ができない者 

◆修理により、とりあえずの日常生活を営むことのできる者 
 

福岡県災害

救助法施行

細則の改正

によるもの 

応急 71 第１３節 生活環境の保全及び公衆衛生対策 

衛生状態の悪化による健康障害等を防止するため、避難所等におけ

る保健環境衛生及び防疫活動を実施するとともに、し尿処理、ごみ、

災害廃棄物対策並びに障害物の除去を行う。 

第１ 保健環境衛生 

１．保健衛生 

(1) 避難所の健康管理 

医師会、保健福祉環境事務所等との連携の下に、避難所の巡回によ

る被災者の健康状態の把握、栄養指導、メンタルヘルスケア等の健康

管理を行う。 

第１３節 生活環境の保全及び公衆衛生対策 

衛生状態の悪化による健康障害等を防止するため、指定避難所等に

おける保健環境衛生及び防疫活動を実施するとともに、し尿処理、ご

み、災害廃棄物対策並びに障害物の除去を行う。 

第１ 保健環境衛生 

１．保健衛生 

(1) 指定避難所の健康管理 

医師会、保健福祉環境事務所等との連携の下に、指定避難所の巡回

による被災者の健康状態の把握、栄養指導、メンタルヘルスケア等の

健康管理を行う。 

文言の適正

化 
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応急 71 (4) 食品の衛生管理 

食中毒が発生しやすい時期は、広報等で注意を呼びかけるとともに、

食中毒等の予防のため、被災者等への食料衛生知識の普及や避難所等

における食料衛生指導及び検査の徹底を図る。 

(4) 食品の衛生管理 

食中毒が発生しやすい時期は、広報等で注意を呼びかけるとともに、

食中毒等の予防のため、被災者等への食料衛生知識の普及や指定避難

所等における食料衛生指導及び検査の徹底を図る。 

文言の適正

化 

応急 73 ３．感染症対策 

医療救護班は、避難所及び被災地域において、感染症患者の発生

状況を的確に把握し、患者、保菌者の早期発見に努め、適切な予防

措置を講じるため、健康診断及び検査を行う。 

◆被災地及び避難所における感染症患者、病原体保持者の早期発見 

◆手指の消毒等必要な指導及びクレゾール石鹸液等の配布 

◆感染症発見箇所の消毒の実施 

◆広報の依頼 

 

第３ 仮設トイレの設置 

【設置場所】 ◆下水道使用不可能な地域にある避難所 

◆住宅密集地等の公園 

 

第４ し尿の処理 

環境班は、し尿収集運搬許可業者及び春日大野城衛生施設組合と協

力して処理の体制を確立し、貯留したし尿の処理計画を策定する。 

し尿の収集・処理は、避難所の仮設トイレ及び病院等を優先して行

う。 

３．感染症対策 

医療救護班は、指定避難所及び被災地域において、感染症患者の

発生状況を的確に把握し、患者、保菌者の早期発見に努め、適切な

予防措置を講じるため、健康診断及び検査を行う。 

◆被災地及び指定避難所における感染症患者、病原体保持者の早期発見 

◆手指の消毒等必要な指導及びクレゾール石鹸液等の配布 

◆感染症発見箇所の消毒の実施 

◆広報の依頼 

 

第３ 仮設トイレの設置 

【設置場所】 ◆下水道使用不可能な地域にある指定避難所 

◆住宅密集地等の公園 

 

第４ し尿の処理 

環境班は、し尿収集運搬許可業者及び春日大野城衛生施設組合と協

力して処理の体制を確立し、貯留したし尿の処理計画を策定する。 

し尿の収集・処理は、指定避難所の仮設トイレ及び病院等を優先し

て行う。 

文言の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

応急 76 第１４節 遺体の収容・火葬等 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

遺体の火葬等 第３ 遺体の火葬等 

（環境班、市民班） 

⇒ ⇒ 

 

第１４節 遺体の収容・火葬等 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

遺体の火葬等 第３ 遺体の火葬等 

（環境班、福祉班） 

⇒ ⇒ 

 

組織変更に

伴う修正 
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応急 77 第３ 遺体の火葬等 

１．火葬等の許可 

市民班は、遺体の火葬等に必要な火葬許可書の発行及び相談のため

の受付窓口を設置する。 

第３ 遺体の火葬等 

１．火葬等の許可 

福祉班は、遺体の火葬等に必要な火葬許可書の発行及び相談のため

の受付窓口を設置する。 

組織変更に

伴う修正 

応急 82 第１５節 公共施設等の応急対策 

第２ 電気・電話・ガス等の応急復旧対策 

２．電話施設災害応急対策（西日本電信電話株式会社） 

(4) 通信の非常疎通措置 

② 被災地特設公衆電話の設置 

災害時、避難者が安否確認のために使用する特設公衆電話について、

災害発生前から避難所（コミュニティセンター、公民館、集会所、総

合体育館）に設置している。 

第１５節 公共施設等の応急対策 

第２ 電気・電話・ガス等の応急復旧対策 

２．電話施設災害応急対策（西日本電信電話株式会社） 

(4) 通信の非常疎通措置 

② 被災地特設公衆電話の設置 

災害時、避難者が安否確認のために使用する特設公衆電話について、

災害発生前からコミュニティセンター、公民館、集会所、総合体育館

等、一部の指定避難所に設置している。 

文言の適正

化 

応急 83 ３．ガス施設災害応急対策（西部ガス株式会社） 

(2) 復旧対策 

① 復旧計画の策定 

災害が発生した場合は被災の正確な情報を収集し、復旧手順及び方

法、復旧要員の動員及び配置計画、復旧用資機材の調達計画、復旧作

業の工程、臨時供給の実施計画、宿泊施設の手配・食料等の調達計画、

その他必要な対策を明らかにした復旧計画を迅速に策定する。なお、

病院、避難所等社会的緊急度が高い施設について優先的な復旧を図る。 

３．ガス施設災害応急対策（西部ガス株式会社） 

(2) 復旧対策 

① 復旧計画の策定 

災害が発生した場合は被災の正確な情報を収集し、復旧手順及び方

法、復旧要員の動員及び配置計画、復旧用資機材の調達計画、復旧作

業の工程、臨時供給の実施計画、宿泊施設の手配・食料等の調達計画、

その他必要な対策を明らかにした復旧計画を迅速に策定する。なお、

病院、指定避難所等社会的緊急度が高い施設について優先的な復旧を

図る。 

文言の適正

化 
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応急 88 第１６節 文教対策 

児童・生徒の安全を確保するため、災害発生時の緊急措置を行うと

ともに、避難所の開設支援、応急教育・保育を実施する。また、文化

財保護のため、被害状況等を調査し、必要な応急対策を講じる。 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

学校の対応 第２ 避難所開設への支援 

（避難対策班、学校長、 

教職員） 

第３ 応急教育の実施 

（避難対策班、学校長、

教職員） 

⇒ 

 

第１６節 文教対策 

児童・生徒の安全を確保するため、災害発生時の緊急措置を行うと

ともに、指定避難所の開設支援、応急教育・保育を実施する。また、

文化財保護のため、被害状況等を調査し、必要な応急対策を講じる。 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

学校の対

応 

第２ 指定避難所開設への支援 

（避難対策班、学校長、 

教職員） 

第３ 応急教育の実施 

（避難対策班、学校長、

教職員） 

⇒ 

 

文言の適正

化 

応急 90 第２ 避難所開設への支援 

学校長は、地域住民等が学校に避難してきたとき、または災害対策

本部より避難所開設の指示があったとき、学校避難所運営支援計画に

基づき、教職員等の協力を得て体育館等を開放し、避難者の収容を行

い、指定避難所の運営体制が整備されるまでの間、避難所運営に協力

する。 

第２ 指定避難所開設への支援 

学校長は、地域住民等が学校に避難してきたとき、または災害対策

本部から指定避難所開設の指示があったとき、学校避難所運営支援計

画に基づき、教職員等の協力を得て体育館等を開放し、避難者の収容

を行い、指定避難所の運営体制が整備されるまでの間、避難所運営に

協力する。 

文言の適正

化 

応急 92 第４ 災害発生時の保育所の緊急措置 

２．園児を避難させるときの注意事項 

◆避難所を確認する。 
◆前の人を追い越さず、話をしないで避難させる。 
◆保育士は、室内を確認して園児とともに避難する。 
◆避難所に到着した順に整列し、人数を確認する。 
◆指示があるまでその位置を離れさせない。 

 

第４ 災害発生時の保育所の緊急措置 

２．園児を避難させるときの注意事項 

◆指定避難所を確認する。 
◆前の人を追い越さず、話をしないで避難させる。 
◆保育士は、室内を確認して園児とともに避難する。 
◆指定避難所に到着した順に整列し、人数を確認する。 
◆指示があるまでその位置を離れさせない。 

 

文言の適正

化 

応急 95 第１８節 警備対策 

第２ 防犯活動等 

１．巡回パトロール等 

本部班、消防団、関係団体、地域住民等は、警察と連携し、放火・

窃盗その他の犯罪防止のため、被災地及び避難所の巡回パトロール等

を行う。 

第１８節 警備対策 

第２ 防犯活動等 

１．巡回パトロール等 

本部班、消防団、関係団体、地域住民等は、警察と連携し、放火・

窃盗その他の犯罪防止のため、被災地及び指定避難所の巡回パトロー

ル等を行う。 

文言の適正

化 
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復旧 

復興 1 

第４章 災害復旧・復興計画 

第１節 災害復旧・復興の基本方針 

第２ 災害復旧・復興本部の設置 

 市は、市長を本部長とする災害復旧・復興本部を設置し、復興計画

を策定するとともに、･･･ 

第４章 災害復旧・復興計画 

第１節 災害復旧・復興の基本方針 

第２ 災害復旧・復興本部の設置 

 市は、必要に応じて市長を本部長とする災害復旧・復興本部を設置

し、復興計画を策定するとともに、･･･ 

文言の適正

化 

復旧 

復興 6 

第３節 市民生活安定のための支援 

 

第３節 市民生活安定のための支援 

第１ 組織の確立 

 被災者の生活の再建・支援など、多岐にわたる各種支援について総

合調整をする組織として、「被災者生活支援室」を設置し対応する。 

 被災者生活支援室は、福祉や住宅関連など、被災者支援施策を所管

する部署と危機管理部の職員で構成する。 

被災者生活

支援室の設

置について

追記 

第１ 施策の決定・周知 

市民生活の再建等のための施策は、被害状況、被災者の状況等から

速やかに決定する。 

市民福祉部は企画政策部と連携し、各種施策の概要、要件、手続き

について、リーフレットを作成する等して、市民に周知するとともに、

市民の相談窓口を設ける。 

第２ 施策の決定・周知 

市民生活の再建等のための施策は、被害状況、被災者の状況等から

速やかに決定する。 

被災者生活支援室は企画政策部と連携し、各種施策の概要、要件、

手続きについて、リーフレットを作成する等して、市民に周知すると

ともに、市民の相談窓口を設ける。 

組織の変更

に基づく修

正 

復旧 

復興 7 

 

 

第２ 生活相談等 

１．生活相談 

 市民福祉部は、災害時における市民からの様々な問い合わせや要望

に的確かつ迅速に対応するため、次に掲げる措置を講ずる。 

第３ 生活相談等 

１．生活相談 

 被災者生活支援室は、災害時における市民からの様々な問い合わせ

や要望に的確かつ迅速に対応するため、次に掲げる措置を講ずる。 

組織の変更

に基づく修

正 

（１）相談所の設置 

 被災者のための相談所を設け、苦情、要望事項等を聴取し、必要に

応じて広報車等により被災地を巡回して移動相談を行う。 

 

（１）相談所の設置 

被災者の生活相談のため、関係部局と連携しながら、各コミュニテ

ィセンターに相談所の設置を検討する。 

また、必要に応じてコールセンターを設置する。 

業務の追記 

 

 

２．女性のための相談受付 

市は、災害によって生じたストレス等女性の心身の健康や夫婦・親

２．女性のための相談受付 

市は、災害によって生じたストレス等女性の心身の健康や夫婦・親

文言の適正

化 
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復旧 

復興 7 

 

子関係の問題等、女性特有の問題に関する相談に対応するため、避難

所等において女性相談員や保健師等を派遣する等の相談受付体制を整

える。 

子関係の問題等、女性特有の問題に関する相談に対応するため、指定

避難所等において女性相談員や保健師等を派遣する等の相談受付体制

を整える。 

第３ り災証明等の発行 

 市民福祉部は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各

種の支援措置を早期に実施するため、り災証明の交付の体制を確立し、

総務部が認定する住宅等の被害の程度に基づき、被災者にり災証明を

交付する。 

第４ り災証明等の発行 

 総務部は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の

支援措置を早期に実施するため、り災証明の交付の体制を確立し、住

宅等の被害の程度に基づき、被災者にり災証明を交付する。 

組織の変更

に基づく修

正 

復旧 

復興 7 

１．り災証明の発行手続 

 市民福祉部、消防本部は、総務部の作成するり災台帳に基づき、被

災者からのり災届兼証明願に対し、り災証明書を発行する。･･･ 

１．り災証明の発行手続 

 総務部及び消防本部は、り災台帳に基づき、被災者からのり災届兼

証明願に対し、り災証明書を発行する。･･･ 

組織の変更

に基づく修

正 

（１）り災証明の担当及び範囲 

 災害対策基本法第２条第１項に規定する災害で、次の事項について

証明する。 

市民福祉部 
総務部 

◆全 壊  ◆流 失 ◆半 壊 ◆一部損壊 
◆床上浸水 ◆床下浸水 

消防本部 ◆火災による焼損等 
 

（１）り災証明の担当及び範囲 

 災害対策基本法第２条第１項に規定する災害で、次の事項について

証明する。 

総務部 ◆全 壊  ◆大規模半壊 ◆半 壊 ◆準半壊  
◆準半壊に至らない（一部損壊） 

消防本部 ◆火災による焼損等 
 

災害に係る

住家の被害

認定基準運

用指針改定

によるもの 

復旧 

復興 8 

２．被害届出証明書の発行 

 市民福祉部は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害による

受けた、り災証明の対象事項でない被害については、被害届出があっ

たことを証明する。 

２．被害届出証明書の発行 

 総務部は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害による受け

た、り災証明の対象事項でない被害については、被害届出があったこ

とを証明する。 

組織の変更

に基づく修

正 

復旧 

復興 14 

第７ 生活資金等の支援 

４．その他関係機関が行う被災者の生活確保に関する対応 

機関名 生活確保の取扱い 

日本放送協会 ◆状況により避難所へ受信機を貸与する。 
 

第８ 生活資金等の支援 

４．その他関係機関が行う被災者の生活確保に関する対応 

機関名 生活確保の取扱い 

日本放送協会 ◆状況により指定避難所へ受信機を貸与する。 
 

文言の適正

化 


