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第１章 総 論 

第１節 計画の目的・性格等 

１．目的 
この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、大木町

防災会議が作成する計画であり、本町の地域に係る次の防災対策事項に関し、効果的な実施

及び災害による被害の軽減を図ることを目的とする。 

（１）本町の地域に係る防災に関し、地域の関係団体が処理すべき事項 

（２）本町の地域に係る防災施設の新設又は改良・点検整備・防災訓練・防災知識の普及等、

災害予防に関する事項 

（３）災害に関する予報又は警報の発令並びに情報の収集及び伝達・避難・消火・水防・救

難・その他の災害応急対策に関する事項 

（４）本町の住民の生命・身体及び財産を災害から保護するために本町が行う事項 

 

この計画の実施に当たっては、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、衆

知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、住民一人ひとりの自覚及び努力を促すこと

によって、できるだけその被害を軽減していくことが必要であり、住民が自らを災害から守

る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、そして国や地方行政団体等の施策としての

「公助」の適切な役割分担に基づく防災協働社会の実現を目指した防災活動の展開が必要で

ある。 

計画に基づく災害対策は、以下の事項を基本理念として行うものとする。 

  （１）本町の自然特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発

生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速

な回復を図ること。 

  （２）国、県及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するととも

に、これと併せて住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織その他の地域

における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。 

  （３）災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的検知

及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。 

  （４）災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる限

り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に

配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。 

  （５）被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性

別、障がいの有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を

援護すること。 

  （６）災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの

復興を図ること。 

 

計画の推進に当たっては、重点課題の設定や関係機関の連携強化等を戦略的に行うものと

し、地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を

図るべく、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立するために、防災

に関する政策・方針決定過程において、女性や高齢者、障がいのある人などの参画を拡大す

る。 

 

２．計画の性格 
この計画は、大木町の地域に係る防災に関し、町の処理すべき事務又は業務を中心として、

県、防災関係機関、公共的団体及び住民が総力を結集すべき事務、業務又は任務を含めた総

合的かつ基本的な計画である。 
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３．計画の修正 
この計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、国、県の防災方針、町の情勢を勘

案して毎年検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに計画を修正する。 

 

４．計画の周知 
この計画の内容は、町職員、住民、防災関係機関及びその他防災に関する重要な施設の管

理者に周知徹底させる。 

 

５．計画の運用 
災害時には、町は防災関係機関と常に連携し、応急対策に関する計画、災害復旧計画等を

積極的に活用し、被害を最小限にとどめるよう努めるものとする。 

平常時には、町は各種施策・事業の企画段階において当該施策・事業が本計画の基本理念

及び災害予防に関する計画に合致したものとなっているかを点検し、問題がある場合は当該

施策・事業の修正を行うものとする。また、施策・事業計画の企画に際し、当該地域の地形

地盤条件、災害危険への影響及び施策・事業計画における防災上の効果等を検討し、その結

果を施策・事業計画中に記載するよう努めるものとし、複数の施策・事業を組み合わせるこ

とにより防災面から相乗的な効果を期待できるものについて総合調整を行うものとする。併

せて、老朽化した社会資本については、長寿命化計画の策定・実施等により、その適切な維

持管理に努めるものとする。 

 

６．計画の習熟及びマニュアル整備 
町職員は、関係する計画について日頃から習熟しておくとともに、必要に応じて計画運用

のためのマニュアルを整備しておくものとする。特に応急活動のためのマニュアルにおいて

は、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理するものとし、マニュアルを職員に周知す

るとともに定期的に訓練や研修を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習

熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
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第２節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

災害時においては状況が刻々と変化していくこと、詳細な情報を伝達するいとまがないこと

から、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる。このようなこ

とを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害時

の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関係」を構築し

信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練・研修等を通じて、構築した関係を持続的なもの

にするよう努めるものとする。 

防災に関係ある各機関の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりである。 

 

１．町、県、消防本部、警察 
機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

大木町 （災害予防） 

①防災会議に係る事務に関すること。 

②大木町災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること。 

③防災施設の整備に関すること。 

④防災に係る教育、訓練に関すること。 

⑤県及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

⑥他の市町村との相互応援及び一時滞在についての協定の締結に関する

こと。 

⑦防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること。 

⑧生活必需品、応急食料等の備蓄に関すること。 

⑨給水体制の整備に関すること。 

⑩管内における公共的団体及び自主防災組織の充実、育成及び指導に関

すること。 

⑪住民の自発的な防災活動の促進に関すること。 

⑫災害危険区域の把握に関すること。 

⑬各種災害予防事業の推進に関すること。 

⑭防災知識の普及に関すること。 

⑮要配慮者（避難行動要支援者）の安全確保に関すること。 

⑯企業等の防災対策の促進に関すること。 

⑰企業等の協力の確保についての協定の締結に関すること。 

⑱災害ボランティアの受入れ体制の整備に関すること。 

⑲帰宅困難者対策の推進に関すること。 

（災害応急対策） 

①水防、消防等応急対策に関すること。 

②災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること。 

③避難の準備情報・勧告・指示及び避難者の誘導並びに指定避難所等の

開設に関すること。 

④災害時における文教、保健衛生に関すること。 

⑤災害広報及び被災者からの相談に関すること。 

⑥被災者の救難、救助その他の保護に関すること。 

⑦被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に

関すること。 

⑧復旧資機材の確保に関すること。 

⑨災害対策要員の確保・動員に関すること。 

⑩災害時における交通、輸送の確保に関すること。 

⑪被災建築物の応急危険度判定の実施に関すること。 

⑫防災関係機関が実施する災害対策の調整に関すること。 
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機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

⑬災害ボランティアの活動支援に関すること。 

⑭町所管施設の被災状況調査に関すること。 

（災害復旧） 

①公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の災害復旧及び改良に関す

ること。 

②災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け等災害融資等に関するこ

と。 

③町民税等公的徴収金の猶予、減免措置に関すること。 

④義援金品の受領、配分に関すること。 

福岡県 （災害予防） 

①防災会議に係る事務に関すること。 

②福岡県災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること。 

③防災施設の整備に関すること。 

④防災に係る教育、訓練に関すること。 

⑤国、市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

⑥他の都道府県との相互応援及び広域一時滞在についての協定の締結に

関すること。 

⑦防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること。 

⑧生活必需品、応急食料等の備蓄に関すること。 

⑨危険物施設の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査に関するこ

と。 

⑩地下街等の保安確保に必要な指導、助言に関すること。 

⑪防災行政無線通信施設の整備と通信の確保に関すること。 

⑫防災知識の普及に関すること。 

⑬要配慮者（避難行動要支援者）の安全確保に関すること。 

⑭消防応援活動調整本部に関すること。 

⑮企業等の防災対策の促進に関すること。 

⑯企業等の協力の確保についての協定の締結に関すること。 

⑰災害ボランティアの受入れ体制の整備に関すること。 

⑱保健衛生・防疫体制の整備に関すること。 

⑲帰宅困難者対策の推進に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害予警報等情報の収集・伝達に関すること。 

②市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること。 

③被災児童・生徒等に対する応急教育の実施に関すること。 

④災害救助法に基づく被災者の救助に関すること。 

⑤災害時の防疫その他保健衛生に関すること。 

⑥水防管理団体の実施する水防活動及び市町村の実施する消防活動に対

する指示、調整に関すること。 

⑦公共土木施設、農地及び農林水産用施設等に対する応急措置に関する

こと。 

⑧農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること。 

⑨緊急通行車両の確認及び確認証明書の交付に関すること。 

⑩自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

⑪県管理港湾施設等の維持管理及び障害物等の除去に関すること。 

⑫災害ボランティアの活動支援に関すること。 

⑬福岡県所管施設の被災状況調査に関すること。 

 



 

 5 

機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（災害復旧） 

①公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の災害復旧及び改良に関す

ること。 

②物価の安定に関すること。 

③義援金品の受領、配分に関すること。 

④災害復旧資材の確保に関すること。 

⑤災害融資等に関すること。 

久留米広域消防本部 

（三潴消防署） 
（災害予防） 

①消防用施設の整備に関すること。 

②火災予防及び防災に係る教育、訓練に関すること。 

③防災関係機関との連絡調整に関すること。 

④防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること。 

⑤各種火災予防事業の推進に関すること。 

⑥危険物施設等に係る予防対策に関すること。 

⑦応急救護の知識等に係る指導に関すること。 

（災害応急対策） 

①消防等応急対策に関すること。 

②災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること。 

③避難者の誘導に関すること。 

④被災者の救助その他の保護に関すること。 

⑤復旧資機材の確保に関すること。 

⑥災害対策要員の確保・動員に関すること。 

⑦防災関係機関が実施する災害対策の調整に関すること。 

⑧危険物施設等に係る応急対策に関すること。 

筑後警察署 （災害予防） 

①災害警備計画に関すること。 

②警察通信確保に関すること。 

③関係機関との連絡協調に関すること。 

④災害装備資機材の整備に関すること。 

⑤危険物等の保安確保に必要な指導、助言に関すること。 

⑥地下街等の保安確保に必要な指導、助言に関すること。 

⑦防災知識の普及に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害情報の収集及び伝達に関すること。 

②被害実態の把握に関すること。 

③被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること。 

④行方不明者の捜索に関すること。 

⑤危険箇所の警戒及び住民に対する避難指示、誘導に関すること。 

⑥不法事案等の予防及び取り締まりに関すること。 

⑦被災地、避難場所、重要施設の警戒に関すること。 

⑧避難路及び緊急交通路の確保に関すること。 

⑨交通の混乱の防止及び交通秩序の確保に関すること。 

⑩広報活動に関すること。 

⑪遺体の死因・身元の調査等に関すること。 
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２．指定地方行政機関（本町に関連する機関のみ県計画より抜粋して掲載） 
機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

九州厚生局 

 
（災害応急対策） 

①災害状況の情報収集、通報に関すること。 

②関係職員の現地派遣に関すること。 

③関係機関との連絡調整に関すること。 

九州農政局 （災害予防） 

①米穀の備蓄に関すること。 

②防災体制の指導及び農地防災事業の推進に関すること。 

③農地保全施設の管理体制の強化、指導に関すること。 

（災害応急対策） 

①応急用食料の調達・供給に関すること。 

②農業関係被害の調査・報告に関すること。 

③災害時における病害虫の防除及び家畜の管理等に関すること。 

④種子及び飼料の調達・供給に関すること。 

（災害復旧） 

①被害農業者等に対する融資等に関すること。 

②農地・施設の復旧対策の指導に関すること。 

③農地・施設の復旧事業費の査定に関すること。 

④土地改良機械の緊急貸付に関すること。 

⑤被害農林漁業者等に対する災害融資に関すること。 

⑥技術者の応援派遣等に関すること。 

（九州農政局、福岡県拠点） 

九州防衛局 （災害応急対策） 

①災害時における防衛省（本省）との連携調整 

②災害時における自衛隊及び米軍部隊との連絡調整の支援 

国土地理院 

九州地方測量部 
（災害応急対策） 

①災害時における地理空間情報の整備・提供に関すること 

（災害復旧） 

①復旧・復興のための公共測量における指導・助言に関すること 

九州地方環境事務所 （災害予防） 

①所管業務に係る情報収集・提供及び連絡調整に関すること 

②環境監視体制の支援に関すること 

（災害復旧） 

①災害廃棄物等の処理対策に関すること 

福岡管区気象台 

 
（災害予防・災害応急対策） 

①気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること。 

②気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関する

こと。 

③気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。 

④町が行う防災対策の技術的な支援・助言に関すること。 

⑤防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。 

九州総合通信局 （災害予防） 

①非常通信体制の整備に関すること。 

②災害時における通信機器、臨時災害放送局用機器及び移動電源車の貸

出しに関すること。 

（災害応急対策） 
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機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

①災害時における電気通信の確保に関すること。 

②非常通信の統制、管理に関すること。 

③災害地域における電気通信施設の被害状況の把握に関すること。 

九州森林管理局 （災害予防） 

①国有保安林・治山施設の整備に関すること。 

②林野火災予防体制の整備に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害対策用材の供給に関すること。 

（災害復旧） 

①復旧対策用材の供給に関すること。 

九州地方整備局 

（筑後川河川事務所） 
国土交通省が直接管理する河川・道路・公園・官庁施設等について下

記の措置を取る。また、緊急を要すると認められる場合、協定書に基づ

く適切な緊急対応を実施する。 

（災害予防） 

①気象観測通報についての協力に関すること。 

②防災上必要な教育及び訓練等に関すること。 

③防災資機材の備蓄、整備に関すること。 

④雨量、水位等の観測体制の整備に関すること。 

⑤道路、橋梁等の耐震性の向上に関すること。 

⑥水防警報等の発表及び伝達に関すること。 

（災害応急対策） 

①洪水予警報の発表及び伝達に関すること。 

②水防活動の指導に関すること。 

③災害時における交通規制及び輸送の確保に関すること。 

④災害広報に関すること。 

⑤緊急物資及び人員輸送活動に関すること。 

⑥監視カメラ及び災害調査用ヘリコプターによる被災地映像提供に関す

ること。 

⑦災害対策用車両（照明車、排水ポンプ車等）の貸与に関すること。 

⑧国土交通省所管施設の被災状況調査に関すること。 

⑨通信途絶時における地方公共団体との通信確保（ホットライン確保）

に関すること。 

⑩市町村その他の防災関係機関との協定に基づく、災害応急対策の支

援、協力に関すること。 

（災害復旧） 

①被災公共土木施設の復旧事業の推進に関すること。 

 

３．自衛隊 
機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

（第四特科連隊） 
（災害予防） 

①災害派遣計画の策定に関すること。 

②地域防災計画に係る訓練の参加協力に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害派遣による町、その他防災関係機関が実施する災害応急対策の支

援、協力に関すること。 
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４．指定公共機関（本町に関連する機関のみ県計画より抜粋して掲載） 
機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

西日本電信電話株式会

社（福岡支店） 

ＮＴＴコミュニケーシ

ョンズ株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ

（九州支社） 

ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク株式会社 

（災害予防） 

①電気通信設備の整備と防災管理に関すること。 

②応急復旧用通信施設の整備に関すること。 

（災害応急・復旧） 

①気象警報の伝達に関すること。 

②災害時における重要通信に関すること。 

③災害関係電報、電話料金の減免に関すること。 

 

日本赤十字社 

（福岡県支部） 

（災害予防） 

①災害医療体制の整備に関すること。 

②災害医療用薬品等の備蓄に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること。 

②避難所奉仕、義援金品の募集、配分等の協力に関すること。 

日本郵便株式会社九州

支社 

 

（災害応急対策） 

①災害時における郵便事業運営の確保に関すること。 

②災害救助法適用時における郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援護

対策並びにその窓口業務の確保に関すること。 

日本放送協会 

（福岡放送局） 

（災害予防） 

①防災知識の普及に関すること。 

②災害時における放送の確保対策に関すること。 

（災害応急対策） 

①気象・地象予警報等の放送周知に関すること。 

②指定避難所等における災害情報収集のための放送受信の確保に関する

こと。 

③社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関するこ

と。 

④災害時における広報に関すること。 

（災害復旧） 

①被災放送施設の復旧事業の推進に関すること。 

日本通運株式会社 

（久留米支店） 

福山通運株式会社 

佐川急便株式会社 

ヤマト運輸株式会社 

西濃運輸株式会社 

（災害予防） 

①緊急輸送体制の整備に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時における救助物資等の緊急輸送の協力に関すること。 

（災害復旧） 

①復旧資材等の輸送協力に関すること。 

九州電力株式会社 

（久留米･八女営業

所） 

（災害予防） 

①電力施設の整備と防災管理に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時における電力の供給の確保に関すること。 

（災害復旧） 

①被災電力施設の復旧事業の推進に関すること。 

 

５．指定地方公共機関（本町に関連する機関のみ県計画より抜粋して掲載） 
機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

西日本鉄道株式会社 （災害予防） 

①鉄道施設の防災管理に関すること。 
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機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

②輸送施設の設備等安全輸送の確保に関すること。 

③災害時における緊急輸送体制の整備に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送に関

すること。 

②災害時における鉄道通信施設の利用に関すること。 

（災害復旧） 

①被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること。 

 

株式会社西日本新聞社 

株式会社朝日新聞西部

本社 

株式会社毎日新聞西部

本社 

株式会社読売新聞西部

本社 

株式会社時事通信福岡

支社 

一般社団法人共同通信

社福岡支社 

株式会社熊本日日新聞

社福岡支社 

株式会社日刊工業新聞

社西部支社 

（災害予防） 

①防災知識の普及に関すること。 

②災害時における報道の確保対策に関すること。 

（災害応急対策） 

①気象予警報等の報道周知に関すること。 

②社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関するこ

と。 

③災害時における広報に関すること。 

（災害復旧） 

①被災報道施設の復旧事業の推進に関すること。 

ＲＫＢ毎日放送株式会

社 

株式会社テレビ西日本 

九州朝日放送株式会社 

株式会社福岡放送 

株式会社エフエム福岡 

株式会社ＴＶＱ九州放

送 

株式会社ＣＲＯＳＳ 

ＦＭ 

ラブエフエム国際放送

株式会社 

（災害予防） 

①防災知識の普及に関すること。 

②災害時における放送の確保対策に関すること。 

（災害応急対策） 

①気象・地象予警報等の放送周知に関すること。 

②指定避難所等への受信機の貸与に関すること。 

③社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関するこ

と。 

④災害時における広報に関すること。 

（災害復旧） 

①被災放送施設の復旧事業の推進に関すること。 

公益社団法人福岡県医

師会 

（大川三潴医師会） 

（災害予防）・（災害応急対策） 

①災害時における医療救護の活動に関すること。 

②負傷者に対する医療活動に関すること。 

一般社団法人福岡県歯

科医師会 

（大川三潴歯科医師

会） 

（災害予防） 

①歯科医療救護活動体制の整備に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時の歯科医療救護活動に関すること。 

公益社団法人福岡県薬

剤師会 

（大川三潴薬剤師会） 

（災害予防） 

①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） 

①災害医療救護活動に関すること。 

②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。 

③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。 
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機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

④指定避難所等での被災者支援（服薬指導等）に関すること。 

⑤その他公衆衛生活動に関すること。 

 

６．消防団、公共的団体、防災上重要な施設の管理者 
機関等の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

大木町消防団 （災害予防） 

①団員の能力の維持・向上に関すること。 

②町及び消防本部が行う防災対策への協力に関すること。 

 

（災害応急対策） 

①消防活動に関すること。 

②救助救急活動に関すること。 

③避難活動に関すること。 

④行方不明者の捜索に関すること。 

⑤町及び消防本部が行う災害対策への協力に関すること。 

ＪＡ福岡大城 （災害応急対策） 

①被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること。 

②農作物の災害応急対策の指導に関すること。 

③共同利用施設の災害対策及び復旧に関すること。 

④救助用物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋に関すること。 

⑤被害状況調査及び応急対策への協力に関すること。 

大木町商工会 （災害応急対策） 

①被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること。 

②救助用物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋に関すること。 

③被災会員の被害状況調査についての協力に関すること。 

大木町社会福祉協議会 （災害予防） 

①在宅要配慮者対策に関すること。 

②町が行う災害対策への協力に関すること。 

③職員や住民の災害に対する意識の向上に関すること。 

（災害応急対策） 

①町災害ボランティアセンターの設置・運営に関すること。 

②福祉の観点からの要配慮者への支援の充実に関すること。 

③被災者の保護及び救援物資の支給に関すること。 

④その他町が行う避難及び応急対策への協力に関すること。 

⑤被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資に関すること。 

⑥福岡県共同募金会との協働による募金活動への取組みに関すること。 

大木町立小学校 

大木町立中学校 

大木町立保育園 

（災害予防） 

①避難体制の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時における園児・児童・生徒の保護及び誘導に関すること。 

②町が実施する災害応急対策への協力に関すること。 

③指定緊急避難場所、指定避難所の管理・運営、炊き出し等への協力に

関すること。 

要配慮者関連施設 

 

（災害予防） 

①避難体制の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

（災害応急対策） 

①災害時における入所者の保護及び誘導に関すること。 

②町が実施する災害応急対策への協力に関すること。 

③在宅要配慮者の緊急入所、炊き出し等への協力に関すること。 
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７．住民及び企業等の基本的責務 
住民は、自らの身の安全は自らが守るとの観点に立って、平常時から、地域における災害

の危険性を把握し、避難等の行動を確認するほか、食料・飲料水等の備蓄、非常持出品の準

備や家具等の転倒防止対策等、家庭での予防・安全対策を講ずるとともに、地域の防災訓練

等に積極的に参加し、自主防災組織の活動を進めるなど、日頃から自主的に災害等に備える

ものとする。 

また、災害時には自主的な相互救済活動を行うとともに、行政機関が行う防災活動と連

携・協力するものとし、内閣総理大臣から、社会的・経済的混乱を抑制するため、生活必需

品等国民生活との関連性が高い物資又は燃料等国民経済上重要な物資をみだりに購入しない

等の必要な協力を求められた場合は、これに応じるよう努めるものとする。 

企業等は、従業員や顧客の安全の確保、二次災害の防止、経済活動の維持（燃料・電力等

重要なライフラインの供給不足への対応や取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続

等）、帰宅困難者の一時滞在への協力などの地域への貢献といった役割を認識し、災害時行

動マニュアルの作成や、従業員や顧客等が帰宅できない場合に一定期間滞在するための食

料・飲料水等の備蓄等の防災体制の整備や防災訓練・研修の実施に努める。また、災害時に

はこれらの役割を果たすとともに、行政機関が行う防災活動と連携・協力するものとする。 

特に、災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業

とする者は、災害時に重要な役割を担うことから、災害時においてもこれらの事業活動を継

続的に実施できる必要な措置を講じるとともに、町との物資・役務の供給協定の締結に努め

る。 
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第３節 本町の概要 

１．位置、面積 
本町は、福岡県の南西部、筑後平野の中央に位置し、標高 4.5m、東西 4.7km、南北 7.0km、

総面積 18.44ｋ㎡の平坦な農村である。東は筑後市、西は大川市、南は柳川市、北は久留米

市に接している。近傍都市への距離は久留米市へ 15 ㎞、福岡市へ 60 ㎞、柳川市へ７㎞、大

牟田市へ 24㎞となる。 

 

２．気候 
気候は、高温多雨の気象条件のもとに平成 25 年の年間平均気温は 17.1 度、年間降雨量は

2,045.5㎜（資料：気象庁）と比較的寒暖の差がない気候である。 

 

３．地形、地質 
町は、筑後川、矢部川の激しい沖積作用による有明海の自然陸化（河海域沖堆積）によっ

てつくられた平均標高 4.5ｍのほとんど高低差のない低湿地の上に展開している。土壌は肥

沃な埴土でおおわれ砂礫の露出はない。土性は強粘土質で排水、浸透ともに悪く、地下水位

は 0.5ｍである。 

河川は、北部町境を流れる山ノ井川、中南部を西流する花宗川が筑後川に注いでいる。い

ずれも矢部川本・支流から分流された人工河川である。また、本町は全国有数の溝渠地帯で

あり、町全域にわたって縦横無尽に堀が張り巡らされており、その面積は町面積の 13.8％に

のぼる。この堀は排水・貯水機能を備え、治水面で重要な役割を果たしている。 
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第４節 災害の特性 

１．災害の特性 
本町における主な災害は、大雨による浸水被害と台風によるものである。本町は山ノ井川、

花宗川の流域にある筑後平野の平坦地にあり、本町の災害の特性は、梅雨期の集中豪雨によ

る河川の氾濫が主である。山ノ井川は近年の集中豪雨により溢水を繰り返し、床上、床下浸

水の被害が発生しており、また、花宗川は天井川で川幅が狭いため、いつ溢水してもおかし

くない状況であるため、両河川の改修が強く求められている。 

平成 24 年の九州北部豪雨では山ノ井川が溢水、内水氾濫も９箇所で発生し、床上浸水が

３戸、床下浸水が 149戸、道路冠水 24路線、農業被害等、多数の被害に見舞われた。 

また、平成 30年７月豪雨では７月６日の大雨により山ノ井川の十間橋観測点の水位が 4.4

ｍを越えたあたりで溢水し、床下浸水が 27 戸、道路冠水８箇所、農業被害等の被害に見舞

われた。 

次に台風による被害は、台風の発生と稲の出穂が同時期であるため農作物に特に被害を与

えることとなる。平成３年には台風の直撃により大きな風水害が発生した。 

 

２．地震災害の特性 
地震災害については、1848年に柳川付近を震源としてマグニチュード 5.9の地震が発生し

ており、1889年には、熊本を震源とするマグニチュード 6.3の地震で筑後地区でも家屋倒壊

等の被害が出ている。近年では、2005 年３月に福岡県西方沖（福岡市の北西約 30 ㎞）を震

源とするマグニチュード 7.0 の地震が発生し、本町で震度５弱を観測した。さらに 2016 年

４月 14 日、熊本地方を震源とするマグニチュード 6.5 の地震（前震）が発生し、その約 28

時間後の４月 16 日、再び熊本地方を震源とするマグニチュード 7.3 の地震（本震）が発生

した。この熊本地震は、同じ地域において前震、本震の激しい揺れが続けて発生する前例が

ない大規模地震となり、本町においても、前震で震度４、本震で震度５弱を観測し、重症者

１人、軽傷者１人、住家一部損壊 109 件、自主避難者が延べ 77 世帯 206 人にのぼるなど被

害をもたらした。 
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第５節 被害想定 

本町に発生する災害で、人命や家屋等の財産、農産物や農業用施設等に大きい影響を与える

主要な災害としては、集中豪雨や台風等を誘因とする河川の氾濫等の風水害と地震等の被害と

に大別できる。 

本町の災害の想定に当たっては、地形・地質状況や過去の災害事例及び県防災計画等を考慮

し、次の災害を想定する。 

 

１．風水害の想定 
風水害は、集中豪雨や台風等の気象現象を誘因として起きる災害が多く、本町における過

去の災害事例をみても例外ではない。梅雨期や台風に伴う大雨、ゲリラ豪雨とも呼ばれる短

時間で局所的に発生する集中豪雨の多発等による町内を流れる山ノ井川、花宗川や筑後川、

矢部川、沖端川の氾濫や、堀や幹線水路の河川への排水不良による内水氾濫による浸水被害

や台風による建物被害が予測される。また、台風に起因する高潮として、町南西部地域にお

いて最大１ｍ未満の浸水被害が予想される。 

 

２．地震災害の想定 
福岡県では、平成７年度～平成８年度に地震に関する防災アセスメント調査を実施し、平

成９年 12 月に『地震に関する防災アセスメント調査報告書』（以下「報告書」という｡）を

作成し、県内各市町村及び防災関係機関等に配布した。その後、平成 17 年３月 20 日に福岡

県西方沖地震が発生し、福岡県内に甚大な被害が発生したこと及び前回調査から既に 10 年

の年月が経過したことを踏まえ、社会状況の変化、地震に関する新たな知見を反映した地震

被害想定を平成 18年度に行った。 

さらに、この調査から約５年間の社会状況の変化及び活断層、地盤条件などの調査研究の

蓄積を踏まえ、平成 24 年３月に報告書を作成した。この調査結果は、本町の防災計画策定

に当たっての資料として参考にするとともに活用していく。 

また、平成 25 年２月、国の地震調査研究本部が公表した「佐賀平野北縁断層帯の長期評

価」では、佐賀平野北縁断層帯の全体が活動した場合、マグニチュード 7.5 程度の地震の発

生可能性が指摘されており、この断層帯に近い本町においても地震被害の影響を及ぼす可能

性があることから、今後の国等の調査研究結果を踏まえ、本町の防災計画の見直しに反映さ

せていくものとする。 

（１）想定地震 

地震に関する防災アセスメント調査報告書における想定地震は、次の９つである。 

ア．活断層に着目して震源モデルを設定した想定地震 

①小倉東断層北東部 

②西山断層南東部 

③西山断層全体 

④警固断層南東部 

⑤警固断層北西部 

⑥水縄断層西部 

⑦福智山断層北西部 

⑧宇美断層南東部 

イ．既往地震を再現した想定地震 

①糸島半島の地震 

  （２）活断層 

     福岡県内の活断層としては、「地震調査研究推進本部の長期評価（平成 25年２月１ 

    日発表）の結果等によると、主なものとしては、①小倉東断層、②福智山断層、③西山 

    断層系、④警固断層系、⑤水縄断層系、⑥宇美断層、⑦日向峠－小笠木峠断層の７断層 

（系）をあげることができる。 

 これらの断層は④⑤を除き、いずれも歴史時代には活動していないが、ほぼ確実に活
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断層であると推定されている。 

このうち、本町に最も影響を及ぼすと予測されているのは、水縄断層西部の想定地震

である。以下、この計画においてはこれを想定地震とし、その結果等について記述する。 

 

【福岡県内で確認されている活断層の位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）」（平成 30年度修正） 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡県に存在する活断層の国等における評価】 

警 固 断 層 （ 南 東

部） 

警 固 断 層 （ 北 西

部） 

水縄断層帯 

西山断層帯（大島沖区間） 

西山断層帯(西山区間) 

福智山断層帯 

小倉東断層 

宇美断層 

日向峠－小笠木峠断層帯 
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活断層名 
警固断層 

(北西部) 

警固断層 

(南東部) 

小倉東断

層 

福智山 

断層帯 

西山断層

帯(大島沖

区間) 

西山断層帯 

(西山区間) 

西山断

層帯 

(嘉麻峠

区間) 

水縄断層帯 

 

宇美断層 

 

日向峠－ 

小笠木峠 

断層帯 

断層の長さ 

(km) 

(1) 

25 

 

(1) 

27 

 

(1) 

23 

 

(1) 

28 

 

(1) 

38 

(1) 

43 

(1) 

29 

(1) 

26 

 

(1) 

23 

 

(1) 

28 

マグニチュー

ド 

(1) 

7.0 

(1) 

7.2 

(1) 

7.1 

(1) 

7.2 

(1) 

7.5 

(1) 

7.6 

(1) 

7.3 

(1) 

7.2 

(1) 

7.1 

(1) 

7.2 

平均的な 

活動間隔 

(1) 

不明 

(1) 

3,100年

～5,500

年 

(1) 

不明 

 

(1) 

9,400年～

32,000年 

 

(1) 

不明 

(1) 

不明 

(1) 

不明 

(1) 

14,000年 

 

(1) 

20,000年

～30,000

年 

(1) 

不明 

最新の 

活動時期 

(1) 

2005年 

福岡県西

方沖の地

震 

 

(1) 

4,300年

前以後、

3,400年

以前 

 

 

(1) 

4,600年

前以後、

2,400年

以前 

 

(1) 

28,000年前

以後 13,000

年以前 

 

(1) 

20,000年

前以後 

(1) 

13,000年前

以後、概ね

2,000年以

前 

(1) 

不明 

(1) 

1,300年前

(679年筑紫

地震) 

(1) 

4,500年

前以降 

 

 

(1) 

不明 

今後 30年以内

に 

地震が発生す

る確率 

(1) 

不明 

(1) 

0.3～6％ 

 

(2) 

0.005% 

(1) 

ほぼ 0～3％ 

(1) 

不明 

(1) 

不明 

(1) 

不明 

(1) 

ほぼ 0％ 

(1) 

ほぼ 0％ 

(1) 

不明 

（1）国（地震調査研究推進本部）による長期評価 

（2）西日本地域を対象とした確率論的地震動予測地図 

 

資料：「福岡県防災計画（地震・津波対策編）」（平成 30年度修正） 

 

 



 

 17 

【想定地震の震源断層パラメータ一覧】 

 

震源断層 

 

パラメータ 

小倉東 

断層 

福智山 

断層 

西山断

層 

西山断

層 

海上部

へ 

の延長 

警固断

層 

北西部 

警固断

層 

南東部 

水縄断

層 

宇美断

層 

糸島半

島の地

震 

震源断層の長さ 

Ｌ(km） 

6) 

17 

6) 

20 

9) 

31 

8) 

80 

9) 

25 

9) 

27 

9) 

26 

8) 

18 

1) 

5 

震源断層の幅 

Ｗ(km） 

2) 

8.5 

2) 

10 

9) 

15 

8) 

15 

9) 

15 

9) 

15 

9) 

15 

2) 

9 

2) 

2.5 

マグニチュード 

Ｍ 

1) 

6.9 

1) 

7.0 

9) 

7.3 

1) 

8.0 

9) 

7.0 

9) 

7.2 

9) 

7.2 

8) 

6.9 

3) 

6 

震源断層

の深さ 

d(km） 

上端 
8) 

2 

8) 

2 

8) 

2 

8) 

2 

8) 

2 

8) 

2 

8) 

2 

8) 

2 

5) 

3 

下端 
8) 

10.5 

8) 

12 

7) 

17 

8) 

17 

8) 

17 

8) 

17 

8) 

17 

4) 

11 

8) 

5.5 

1）松田（1975）;logＬ＝0.6Ｍ－2.9 

2）Ｗ＝Ｌ／２ 

3）新編日本被害地震総覧（1987）より 

4）断層下端は震源断層の幅（Ｗ）をプラスしたもの 

5）糸島地震（1898）の際に地表に断層が現れなかったので基盤深さ＋２kmと仮定 

6）新編日本の活断層（1991）より、一連とみなせる断層群を直線で近似した長さ 

7）九州大学理学研究院附属地震火山観測研究センター観測資料より 

8）福岡県による評価 

9）国（地震調査研究推進本部）による長期評価 

資料：「福岡県防災計画（地震・津波対策編）」（平成 30年度修正） 

 

（２）想定結果 

本町における水縄断層西部地震の想定結果は、次のとおりである。 

ア．震度分布 

町域において、震度６弱又は５強の揺れがあると予測されている。 
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【震度分布図「水縄断層（破壊開始：北東下部）」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書」（平成 24年３月） 
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イ．液状化 

町の北西部から南東部にかけて液状化の危険性が高いと予測されている。 

 

 

【液状化危険度分布図「水縄断層（破壊開始：北東下部）」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書」（平成 24年３月） 

 



 

 20 

 

 

ウ．建物倒壊等 

木造建物の 49棟が全壊、118棟が半壊すると予測されている。 

エ．ライフライン等被害 

上水道管被害が 52箇所、電柱被害が２本、電話柱被害が１本と予測されている。 

オ．火災被害 

町内において１件の出火があると予測されている。 

カ．人的被害 

死者３人、負傷者 207 人、要救出現場 20 箇所、要救出者 12 人、要後方医療搬送

者 21 人、避難者 72 人と予測されている。また、要救援者予測では食料供給対象人

口 13,664 人、給水対象世帯 4,286 世帯、生活物資供給対象人口 72 人と予測されて

いる。 

キ．住民の生活支障 

①居住の制約、食料・飲料水の制約 

最大で 4,288世帯が居住の制約、4,286世帯が食料・飲料水の制約を受けると予

測されている。 

②電気の制約 

最大で 636世帯が電気の制約を受けると予測されている。 

ク．帰宅困難者数 

町内に足止めされる滞留者が 1,616人、町内に帰宅できない帰宅困難者が 1,996人

と予測されている。 
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第６節 災害に関する調査研究の推進 

１．防災関係機関の調査研究 
防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ、総合的・計画的な防災対策

を推進するため、災害要因の調査、被害想定及び社会環境の変化に対応した防災体制等につ

いて調査研究を継続的に実施又は推進し、その成果を積極的に災害防災対策に取り込み、そ

の充実を図る。 

 

２．災害教訓の伝承 
町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に

関する調査分析結果（河川氾濫時の浸水深や浸水範囲、地震による被害程度や被害分布等）

や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧・

情報発信・共有できるよう公開に努める。 
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第２章 災害予防に関する計画 

第１節 基本方針 

災害予防に関する計画においては、次の点を基本方針として推進する。 

 

１．人命損失防止対策の重点的推進 
災害時には、種々の人命損失危険が存在する。このような人命損失を除去・軽減するため

の災害予防対策を重視する。とりわけ、建物（被害）に対する対策及び防災上の必要な教育

及び広報の推進を重視する。 

 

２．重度の生活障害防止対策の推進 
激甚な災害では重度の生活障害が広範囲に発生する。それを除去・軽減するための災害予

防対策を推進する。 

 

３．防災的な土地利用の推進 
災害から住民の生命・財産を守るため、県の実施した防災アセスメントの結果をもとに災

害の発生する危険性が高い土地についての情報を的確に住民に伝え、住民と行政が協力して

安全な土地利用を推進するものとする。 

 

４．防災基幹施設の防災対策の推進 
阪神・淡路大震災や東日本大震災では、町役場、避難所、病院、警察署、消防署、消防水

利、消防関係施設、道路等防災上重要な施設が大きな被害を受け、防災活動に大きな支障を

きたしたことに配慮し、防災基幹施設の防災対策を重視する。 

 

５．防災力の向上 
大規模災害時には防災関係機関だけでは対応できないことから、防災関係機関における防

災力の向上のほか、住民、自主防災組織、事業所等の防災力の向上を推進するものとする。 
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第２節 住民の心得 

近年の災害の経験を踏まえ、住民は、「自らの身の安全は自らが守る」ことが基本であると

の自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全

を守るよう行動することが重要である。 

災害発生時に、住民は、家庭または職場等において、個人または共同で、人命の安全を第一

として混乱の防止に留意しつつ、災害による被害の発生を最小限にとどめるために必要な措置

をとるものとする。 

 

１．家庭における心得 
（１）平常時の心得 

ア．家の中の安全な場所、非常用持出袋の配置位置、地域の避難場所・避難経路及び家

族の集合場所や連絡方法を確認する。 

イ．自分の住まいの周辺や避難経路に、氾濫の危険のある河川や水路、急傾斜地やひび

割れのある斜面又は裂け目がある崖など危険な箇所がないか、ハザードマップや現地

確認等で事前に把握する。 

ウ．飲料水、非常用食料、救急用品、非常持出用品を準備する。 

エ．地域の防災訓練に進んで参加する。 

オ．隣近所と災害時の協力について話し合う。 

カ．浸水の可能性があるところでは、高いところへ貴重品を移動する。 

キ．建物の補強、家具を固定する。 

ク．火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

ケ．消火器の用意をする。 

 

（２）大雨・台風等風水害発生時の心得 

ア．外出は必要最低限とする。 

風水害時に田畑の確認、屋根の修理等を行っていて被災する事例（特に高齢者）が

多発しているため、風水害発生時の外出は最低限とする。 

イ．危険を感じたり、避難勧告等が発令されたらすぐに避難する。 

これくらいの雨なら大丈夫と思っているうちに、避難できなくなるため、近所の様

子見をせず、率先して避難する。 

ウ．屋内安全確保等の安全確保措置の指示が発令された場合や避難が危険と判断される 

場合は、屋内のなるべく安全な場所に避難するとともに救援を呼び、救助を待つ。 

屋内安全確保等の安全確保措置の指示が発令された場合、水深や水の流れの速さを

みて避難が危険と判断される場合、腰まで水につかる場合、夜間などには、無理せず

建物の二階以上（できれば鉄筋コンクリートなど堅固な建物）の高い所に避難し、救

援を呼び救助を待つ。 

エ．子どもとはぐれないようにする。 

子どもとはぐれないように、おんぶ紐で子どもを背負うなど工夫するとともに、絶

対に子どもから目を離さないよう細心の注意を払う。 

オ．避難の際は、長い杖を携行し、紐で締められる運動靴で避難する。 

裸足、長靴は歩行に支障が出るため、紐で締められる運動靴を履き、長い棒を杖が

わりにして、安全を確認しながら避難する。 

カ．避難したら安全が確認できるまで帰らない。 

家に忘れ物を取りに帰り、道中で被災するケースもあることから、避難したら安全

が確認されるまで帰らないようにする。 

キ．車での避難には注意する。 

車は浸水すると、水圧でドアが開かなくなったり、パワーウインドーが動かなくな

ったりして脱出不能になる可能性があり、危険なため、注意して使用する。危険と判

断したら使用しない。 
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ク．情報取集を怠らない。 

雨が強くなってきたら、気象情報、雨量情報、河川水位情報、避難情報に注意する。 

ケ．お年寄りや子ども、乳幼児、身体の不自由な人などが安全に避難できるよう声をか

けて協力する。 

 

（３）竜巻災害発生時の心得 

ア．屋内では、部屋の１階に移動するとともに、窓やシャッターなどを閉める。但し、

部屋の隅やドア、外壁からは離れ、中心部に近い所に移動する。 

イ．屋外では、近くの丈夫な建物に避難するか、無い場合は近くの水路やくぼみに身を

伏せて両腕で頭と首を守る。但し、物置や車庫及び橋の下などは危険である。 

 

（４）地震発生時の心得 

ア．まずわが身の安全を守る。 

イ．すばやく火の始末をする。 

ウ．火が出たらまず消火する。 

エ．あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。 

オ．狭い路地、塀の脇、水路べりには近寄らない。 

カ．津波、浸水に注意する。 

キ．避難は徒歩で、荷物は最小限にする。 

ク．協力し合って応急救護を行う。 

ケ．正しい情報をつかみ流言飛語に惑わされない。 

コ．秩序を守り衛生に注意する。 

 

（５）外出時の心得 

ア．雨風の場合 

河川上流付近の大雨により下流で急に増水するケースもある。特に河川敷や海岸で

レジャーを楽しんでいるときは、天候の変化に留意し、雷が鳴ったり雨が降り始め

たりしたら、急いで安全な場所に移動する。 

イ．地震の場合 

①路上の落下物や倒壊物に注意する。 

②窓ガラスや看板、外壁の落下に注意する。 

③鞄などで頭を保護して避難する。 

④あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。 

ウ．運転時に地震が発生した場合 

①急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により、緊急通行車

両の通行の妨げとならないよう道路の左側に停車させること。 

②停車後は、ラジオ等で地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて

行動すること。 

③車を置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジ

ンキーをつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、

避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこ

と。 

 

２．職場における心得 
（１）平常時の心得 

ア．消防計画、予防規程などを整備し、各自の役割分担を明確にすること。 

イ．消防計画により避難訓練を実施すること。 

ウ．とりあえず身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとること。 

エ．重要書類等の非常持出品を確認すること。 

オ．不特定かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考えるこ

と。 
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（２）災害発生時の心得 

ア．職場の消防計画に基づき行動すること。 

イ．職場の条件と状況に応じ、安全な場所に避難すること。 

ウ．正確な情報を入手すること。 

エ．近くの職場同士で協力し合うこと。 

オ．無理に帰宅行動をとらず、状況に応じて職場にとどまることも検討すること。 

カ．危険物車両等の運行は自粛すること。  

キ．地震の場合は、すばやく火の始末をすること。 

ク．地震の場合は、エレベーターの使用は避けること。 
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第３節 住民が行う防災対策 

住民は、一人ひとりが｢自らの身の安全は自ら守る｣という防災の基本に基づき、自ら各種手

段を講じるとともに、地域の防災活動に参加する等、平常時から災害に対する備えを進める。 

町は、住民に対する防災意識の高揚を図る。 

 

１．住民が行う主な防災対策 
（１）防災に関する知識の修得 

ア．台風、大雨、洪水等の災害に関する基礎知識 

イ．緊急地震速報、大津波警報・津波警報・津波注意報、地震・津波情報の理解や震

度、マグニチュード等の地震・津波に関する基礎知識 

ウ．過去に発生した地震被害状況 

エ．近隣の災害危険箇所の把握 

オ．災害時にとるべき行動（初期消火、避難勧告等発表時の行動、避難方法、指定避

難所等での行動、的確な情報収集等） 

（２）防災に関する家族会議の開催 

ア．指定緊急避難場所・経路の事前確認 

イ．非常持出品、備蓄品の選定 

ウ．家族の安否確認・連絡方法（福岡県災害情報等メール配信システム「防災メー

ル・まもるくん」、ＮＴＴの災害用伝言ダイヤル｢171｣や携帯電話の災害用伝言板の

活用等） 

エ．災害時の役割分担（非常持出品の搬出、幼児や高齢者に対する責任等）等 

（３）非常用品等の準備、点検 

ア．食料、飲料水、衣料品、医薬品、携帯ラジオ、懐中電灯等の非常持出品 

イ．最低３日分相当の食料・飲料水・生活必需品、毛布等の非常備蓄品 

ウ．消火用具、スコップ、大工道具等資機材の整備 

（４）住宅等の安全点検、補強の実施（家屋の耐震化、家具転倒防止、棚上の物の落下防止、

ガラス飛散防止等） 

（５）応急手当方法の習得 

（６）県、町又は地域（自主防災組織等）で行う防災訓練、防災講演会等への積極的参加 

（７）地域（自主防災組織等）が行う、地域の相互協力体制の構築への協力等 

 

２．地震保険の普及促進 
地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、政府が再保険

を引き受ける保険制度である。 

火災保険では、地震・津波等による被害は補償されないことから、地震保険は被災者の住

宅再建にとって有効な手段の１つであるため、町は、その制度の普及促進に努める。 
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第４節 防災組織の整備【総務対策部 総務班、各部各災害対策班】 

１．防災会議 
本町に係る災害予防対策を推進するため、防災会議を年１回以上開催し、防災計画の作成、

見直し及び実施を推進する。 

※資料編参照 【資料１ 大木町防災会議条例】 

 

２．大木町（災害対策本部） 
（１）災害対策本部体制の整備 

町は、発災段階又は警戒段階において、効果的に災害に対応するため、災害対策本部

体制等の整備を図るものとする。 

ア．初動体制の整備 

町は、実情に応じた職員の非常参集体制の整備を図るものとする。その際、全庁

的な災害対応を行うため、防災専門員などの専門的知見を有する防災担当職員の確

保及び育成、各災害対策部長及び班長の指揮・監督による班員の災害対応能力の向

上をはじめ、各災害対策部・班による災害初動対応活動の明確化、参集基準及び参

集対象者の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保等について検討するものとす

る。また、交通の途絶、職員又は職員の家族等の被災等などにより職員の動員が困

難な場合等を想定し、災害応急対策が実施できるよう参集訓練等の実施に努めるも

のとする。さらに、各災害対策班の活動において必要となる災害発生時に講ずべき

対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを上位計画等に基づいて各

災害対策班が作成し、職員に周知するとともに、各災害対策部・班により定期的に

マニュアルの見直しを行う。また、策定したマニュアルに基づく訓練を毎年行い、

活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携

等について徹底を図るものとする。 

イ．関係機関等の参画 

町は、災害対策本部における意見聴取・連絡調整等の際に、関係機関等の出席を

求めることができる仕組みの構築に努めるものとする。 

ウ．人材の確保 

町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者（自衛隊等の国の機

関の退職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあ

らかじめ整えるように努めるものとする。 

※資料編参照 【資料２ 大木町災害対策本部条例】 

３．消防団 
消防団は、消防本部、災害対策本部等と連携し、適切な消火・救助活動等を実施するため

に必要な組織の整備・改善を図る。 

 

４．関係機関 
指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、それぞれ平時から、防災に

係る必要な組織体制の整備・改善、充実を図る。 

 

５．自主防災組織 
町及び消防本部は、自主防災組織を育成するため、組織構成等の指導・助言及び防災マニ

ュアルの作成を支援し、災害が発生した際、地域住民が的確に行動し被害を最小限にとどめ

るため、平常時から地域内の安全点検や住民への防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施な

ど、災害に対する備えを推進する。 

また、災害時には、初期消火活動、被災者の救出・救助、情報の収集や指定避難所の運営

といった地域活動の強化を図る。 
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第５節 防災施設・資機材等の整備【総務対策部】 

１．災害対策本部室等の整備 
町は、次の点に留意して災害対策本部体制及び災害対策本部室等の整備を行うものとす

る。 

（１）災害対策本部の代替施設 

本庁舎内に災害対策本部設置が不可能となった場合に、災害対策本部機能を代替する

施設を確保するものとし、この施設についても、建物の耐震化等の安全性や、通信機能

や非常用電源施設等の災害対策本部として有すべき機能を備えるよう努める。 

（２）自家発電機 

エンジン発電式のみならずその他の代替エネルギーシステムの活用についても検討を

行うよう努める。 

（３）災害対策本部室・事務局室の確保・配置方法、電話の余裕回線の確保 

（４）災害対策本部等防災基幹施設の通信、電力等の優先復旧体制 

（５）応急対策用地図の配備 

（６）手回し等自家発電機能付携帯型ラジオの配備 

 

２．防災中枢機能等の確保充実 
町は、防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保、総合的な

防災機能を有する拠点の整備、推進に努め、保有する施設・設備について、代替エネルギー

システムの活用も含めた自家発電設備、燃料貯蔵設備等の整備（耐震性があり、かつ、浸水

する危険性が低い場所への設置）を図るものとする。その際、物資の供給が困難な場合を想

定した食料、飲料水等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、非常用通信手段の確保を図

るものとする。また、災害時において情報を迅速かつ的確に把握し的確な防災対策が実施で

きるよう、自ら管理する情報システムについても災害時の各種安全対策方針に基づき、引き

続きシステムの多重化・高度化、自治体間クラウドサービスの導入の検討など所要の対策に

も配慮するものとする。 

 

３．防災拠点施設の確保・充実 
（１）町は、災害時に地域における災害対策活動の拠点となる施設の整備に努めるものと

し、施設の耐火対策及び災害時に必要となる物資等の備蓄に配慮するものとする。ま

た、再生可能エネルギー等災害に強いエネルギーを防災拠点となる公共施設等へ導入す

ることにより、災害時でも最大限機能を維持できるよう努めるものとする。 

（２）町は、特に災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震

対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとす

る。 

 

４．装備資機材等の整備充実 
町は、応急対策等の実施のための資機材の整備充実、管理に努めるものとする。また、

国、県及び防災関係機関が保有する資機材の保有状況の把握に努めるものとする。 

 

５．復興の円滑化のための各種データの整備保全 
町は、復興の円滑化のため、あらかじめ戸籍、住民基本台帳、地籍、公共施設情報等デー

タの整備保存並びにバックアップ体制について整備しておくものとする。 
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第６節 地域整備【技術部 技術管理班】 

町は、建築物の耐震・不燃化、地域の開発及び保全等により地域の防災化対策を推進する。 

 

１．方針 
町は、避難路、避難地、延焼遮断帯及び防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、河川等骨

格的な基盤施設整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計画的確保、防災

に配慮した土地利用への誘導等により、災害に強い地域構造の形成を図るものとする。 

 

２．避難地等の整備 
災害時に住民を安全に避難させるため、広域避難地、避難路を次の事項に留意して選定、

整備し、住民に周知させるものとする。 

（１）避難地 

ア．火災の延焼によって生じる輻射熱、熱気流等に対し、避難者の安全を確保できる

こと。 

イ．危険物、大量可燃物等の災害の発生要因及び拡大要因となるものが存在しないこ

と。 

ウ．浸水等の危険のないこと。 

エ．避難者が安全に到達できる避難路と連絡されていること。 

オ．一定期間の避難者の応急救護活動が実施できること。 

（２）避難路 

ア．沿道に耐火建築物が多いこと。 

イ．落下物、倒壊物等による危険又は避難障害のおそれが少ないこと。 

ウ．広域避難地等の周辺では、できるだけ進入避難路を多くすること。 

エ．自動車の交通量が比較的少ないこと。 

オ．危険物施設等に係る火災、爆発等の危険性が少ないこと。 

カ．耐震性貯水槽等の防火水槽及び自然水利の確保が比較的容易であること。 

キ．浸水により通行不能になるおそれがないこと。 

ク．通行障害発生時の代替道路のことも考慮すること。 

（３）避難地標識等 

避難誘導を円滑に行うため、避難地周辺に避難地標識を設置する。 

（４）給水施設 

必要に応じ大型耐震性貯水槽を設置する。 

（５）応急救護所等 

広域避難地における災害応急対策活動が円滑に実施できるよう、広域避難地内部の整

地、公用用地としての取得に努めるとともに、医療救護、給水、給食、情報連絡等の拠

点となる施設及び放送施設を整備する。 

（６）進入口 

進入口が不足しているため、避難群集が滞留するおそれのある広域避難地について、

進入口の拡幅、増設を行う。 

 

３．避難路の安全確保 
町は、次により広域避難地等への安全確保を図るものとする。 

（１）火災に対する安全性の強化 

必要な箇所に貯水槽等の消防水利施設その他避難者の安全のために必要な施設を配備

する。 

（２）主要道路における施設等の整備 

主要道路については、地震発生後、一般車両の通行を禁止する措置をとる場合に必要

な施設等を整備する。 
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（３）危険物施設等に係る防災措置 

ア．危険物施設等 

避難路沿いの危険物施設、高圧ガス施設等の安全促進の指導を強化する。 

イ．上水道施設 

避難路に埋設されている配水施設等の事故未然防止のため、主要道路の巡回点検

を強化するとともに、必要な配水本管等の取替え及び防護を実施する。 

（４）その他の占用物件 

避難路に係るその他の占用物件については、巡回点検を強化するとともに、震災時に

おける危険性、当該物件の公共性を勘案して、必要に応じて除去等の措置を講ずる。 
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第７節 建築物及び文化財等の災害予防 

１．建築物災害予防対策【総務班、情報収集広報班、技術管理班、文教班】 
災害時に被害の発生が予想される箇所に対する点検整備を強化するとともに、耐震性、耐

火性を確保するよう配慮するものとする。特に公共建築物については、不燃化を進めるとと

もに一般建築物の基準以上の耐震性の向上に努め、老朽施設の更新、補強を進めるものとす

る。 

また、民間施設及び一般建築物等については、防災対策の重要性の周知徹底に努め、日常

点検を指導するとともに、耐震性の強化を促進するものとする。 

 

２．液状化対策 
県の被害想定調査では、町の北西部から南東部にかけて液状化の危険性が高いと予測され

ている。 

このため、公共土木構造物や道路・地中埋設管等のライフライン施設について、液状化対

策を実施し、地震時の機能障害を最小限にするよう努める。 

また、住民に対し、液状化現象やその危険地域の情報を提供し、液状化対策の必要性の理

解を深め、防災意識の向上を図る。 

 

３．建築物等の耐震性の確保 
町は、各種建築物の耐震性の向上を図るため、耐震改修促進計画に基づき、耐震診断・改

修をはじめとする施策を積極的に推進する。 

（１）既存建築物の耐震性の向上の促進 

ア．庁舎等 

①既存町有施設の耐震性の向上の促進 

②町有施設の耐震安全性の目標確保 

③既存の木造施設の不燃堅ろう化  

イ．教育施設等 

①老朽施設については、更新、補強を図る。 

②社会教育施設、社会体育施設及び文化施設については、地震防災上必要な補強

を図る。 

ウ．社会福祉施設 

社会福祉施設については、地震防災上必要な改築又は補強の推進を図る。 

（２）防災上重要な公共施設の耐震化 

避難受入施設等の防災上重要な公共施設等について、町は、耐震点検調査を実施し、

当該施設の重要度を考慮して、非構造部材を含む耐震対策等により順次耐震補強に努め

る。老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進

めるものとする。 

（３）公共施設及び危険物施設の点検整備等 

町及び施設管理者は、道路、河川等公共施設の機能及び周囲の状況に応じて耐震性等

の点検整備を行う。 

また、石油類、高圧ガス、毒物劇物及び火薬類等の危険物施設の耐震性の確保、緩衝

地帯の整備等を促進する。 

 

４．落下物の防止対策 
大規模な災害時には、屋外広告物や建築物外壁、建物内の落下による被害が予想されるた

め、設置者に対して維持管理の面から落下防止の指導を行う。 

（１）学校校舎 

校長は、コンピュータをはじめ、ロッカー、書棚、下駄箱、薬品棚、実験実習機器等

の転倒落下等の防止を行い、その安全性を強化するとともに、児童・生徒等、教職員の
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安全と避難通路が確保できるように十分配慮する。 

（２）社会福祉施設、病院、保育所等 

施設管理者は、備品等の転倒落下等の防止を行い、安全性を強化するとともに、入所

者、職員等の安全と避難通路が確保できるように十分配慮する。 

（３）庁舎 

施設管理者等は、備品等の転倒落下等の防止を行い、職員等の安全と避難通路確保の

ための安全性を強化するとともに、コンピュータ等に蓄積されているデータの損傷の防

止等を図る。 

 

５．文化財等災害予防対策 
町及び消防本部は、文化財、神社仏閣等を災害から保護するため、防災意識の向上、防災

施設の整備を図るものとする。 

（１）文化財等に対する住民の防災意識の向上及び愛護精神の普及徹底を図るため、「文化

財防火デー」等を活用した広報活動を行う。 

（２）所有者等を対象とした文化財等の防災に関する講習会等を実施する。 

（３）火災予防体制の確立等、次の事項についての指導を行う。 

ア．防火管理体制の整備 

イ．環境の整備 

ウ．火気の使用制限 

エ．火災危険箇所の早期発見と改善及び火災警戒の実施 

オ．火災発生時にとるべき初期消火等の訓練の実施 

（４）倒壊等の防止対策及び落下物等による破損防止対策により、文化財等の破損防止を図

る。 
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第８節 交通施設の安全対策 

道路、鉄道等の管理者は、災害を防止するため所管する施設等の実態を把握し、災害時にお

いても常に健全な状態が維持できるよう諸施設の整備等を行うものとする。 

 

１．道路施設【技術管理班】 
（１）緊急交通路、緊急輸送道路ネットワーク計画 

ア．緊急交通路 

あらかじめ震災等大規模災害発生時における緊急通行車両の通行を確保すべき道

路（以下「緊急交通路」という。）を選定し、選定緊急交通路を重点に道路及び施

設等の耐震性、安全性を強化し、大規模災害の防止及び軽減並びに災害発生時にお

ける迅速、的確な災害応急対策に資する。 

イ．緊急輸送道路ネットワーク計画 

緊急交通路等を十分踏まえ、幹線的な道路若しくはこれらの道路と防災拠点とを

連絡する道路又は防災拠点を相互に連絡する道路を選定し、その耐震性、安全性の

強化に努めるものとする。 

大規模災害発生後の道路ネットワークを確保するため、緊急輸送道路などの基幹

的道路ネットワークの整備を推進、代替機能を確保する。 

（２）町道の防災予防対策 

ア．道路防災対策 

災害時における道路機能の確保のため、所管道路について、道路防災点検を実施

し、対策工事の必要な箇所を指定して、道路の整備を推進する。特に、緊急輸送道

路の法面未対策箇所の整備について、計画的に推進する。 

イ．橋梁の整備 

震災時における橋梁機能の確保のため、所管橋梁について、耐震点検調査を実施

し、橋梁の耐震対策を行う。 

また、緊急輸送道路を優先するが、それ以外の橋梁についても順次耐震補強を実

施する。 

ウ．拠点の整備 

大規模震災時に道路の早期啓開ができるよう、道の駅などの必要な機能の整備を

実施する。 

エ．道路啓開用資機材の整備 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、災害時の緊急輸送路としての機能を確

保できるよう、あらかじめ建設業者、団体との間で協定等を締結し、道路啓開用資

機材を整備しておくものとする。 

オ．道路冠水対策 

道路の冠水による事故を未然に防止するため、警察及び消防本部との連携の下で、

適切な道路管理に努めるものとする。 

 

２．鉄道施設 
本町には、南北に西日本鉄道株式会社の線路が通り、町内に２駅がある状況である。 

西日本鉄道株式会社は、災害等による異常事態発生時に、迅速かつ適切な処置がとれるよ

う以下の取組を行うとともに、乗客に対して非常出口の明示や非常扉開閉コック、非常通報

装置等を設置し、異常事態発生時には鉄道係員の避難誘導等ができる体制をとる。 

（１）避難誘導訓練、情報伝達訓練、消火訓練、復旧訓練、連絡通報・非常呼集訓練等の防

災訓練 

（２）救援車、トラック、発電機等防災関係資材の点検整備や平素からのレール、電線等の

点検整備 
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第９節 上水道施設等の安全対策【技術管理班】 

町は、水道施設について、災害による水道の被害を最小限にとどめ、速やかに水の供給を確

保するため、給水体制の整備及び施設の整備増強を推進する。 

 

１．上水道施設の安全対策 
水道施設の整備増強は、「水道施設の技術的基準を定める省令」、｢水道施設設計指針」、

「水道施設耐震工法指針」(日本水道協会刊)等に沿って、施設の耐震化を推進する。 

また、水道ごとに、施設の耐震性及び供給体制などについて、施設等の総合的な点検検討

を行い、その結果に基づいて、近隣水道事業者との緊急時用連絡管や給水用資機材の確保な

どを含め必要な施設の整備増強を図る。 
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第10節 情報収集・伝達体制の整備【総務班、情報収集広報班】 

１．通信手段の確保 
（１）防災無線 

災害発生時の対策及び武力攻撃事態等における措置として、住民に一斉に行う警報の

伝達や避難情報の伝達のため防災無線の整備・維持を図る。 

（２）新しい情報通信設備の導入 

情報通信技術の高度化に伴い、防災気象情報等の伝達について、関係機関等との連携

を図り、防災情報等配信システムやインターネットによる情報発信、携帯電話の活用な

ど、災害時に有効な通信伝達手段の整備拡充を図る。 

さらに、情報伝達手段をデジタル化及び双方向化することにより、避難場所等との情

報交換、文字表示板による防災行政情報等の周知など多量の情報を早く聴覚、視覚を通

して伝達できるような無線システムの導入を検討する。 

（３）災害時優先電話 

災害時優先電話の配備・指定について、ＮＴＴに要請し、緊急連絡体制の確立を図る。 

（４）災害対策用移動通信機器の借受け 

災害発生時、有線回線の輻輳や停電等のため有線通信が使用できない場合に備え、九

州総合通信局・電気通信事業者等から衛生携帯電話、ＭＣＡ無線機等を速やかに借り受

け、災害応急対策活動に取り組むことができるよう、災害時の通信機器緊急貸与に関す

る体制整備を図る。 

 

２．通信施設の整備 
   町は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動状況等を正確に分析・整理・ 

要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする。 

（１）有線通信施設 

機器の転倒防止、非常電源・燃料確保等の耐震性の向上を図るとともに、大幅な通信

の輻輳の影響を受けない専用回線網の整備を図る。 

（２）無線通信施設 

機器の転倒防止、非常電源・燃料確保等の耐震性の向上を図るとともに、特に共通波

の使用に際しては、電波の混信をさせないための通信統制計画を図る。 

 

３．無線従事者の確保 
大規模な災害が発生した場合に、通信機能を有効に活用できるように、平常時から町職員

の教育・育成を積極的に推進し、無線従事者の増員確保を図る。 

また、各通信系統の通信方法、通話試験方法、通常点検及び随時点検の実施方法、総合点

検の実施方法等をマニュアル化する。 

 

４．民間との協力協定の促進 
民間の無線従事者からの情報提供等に備えて、町内のアマチュア無線クラブ、タクシー無

線取扱業者等の把握に努めるとともに、災害時の協力協定の締結を促進する。 

 

５．その他の通信設備 
情報通信技術の高度化に伴い、パソコン通信による情報交換やインターネットによる情報

発信、携帯電話の活用等、災害時に有効な通信手段の整備を図る。 

 

６．情報通信設備の維持 
必要な観測機器の維持・整備に努めるとともに、地域衛星通信ネットワークや防災無線等

を活用すること等により、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）その他の災害情報等を
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瞬時に伝達するシステムを維持・整備するよう努めるものとする。 

また、非常災害時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した通信設備の定

期点検を実施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け他の防災関係機

関等との連携による通信訓練に積極的に参加することとするほか、非常用電源設備を整備

（耐震性があり、かつ、浸水する危険性が低い場所への設置）するとともに、無線設備や非

常用電源設備の保守点検の実施及び的確な操作の徹底を図るものとする。 

 

※資料編参照 【資料３ 災害通信連絡先名簿】 
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第11節 広報体制の整備【総務班、情報収集広報班】 

災害時に、人命の安全と社会秩序の維持を図るため、住民に対して、迅速かつ正確な広報を

実施するために必要な体制を整備する。また、被災者の要望、苦情等の広聴を実施し、効果的

な災害対策の実施に資するとともに、総合的な相談・情報提供の窓口を設置し、被災者や一般

住民の様々な相談に適切に対応するために必要な体制を整備する。 

  

１．運用体制の整備 
町は、次により広報体制の整備を図るとともに、被災者への情報伝達手段として、防災無

線等、メール、携帯電話等での情報発信、通信事業者が提供する緊急速報メール（エリアメ

ール）、L アラート（災害情報共有システム）や広報車等の活用も含め、多様な手段の整備

に努める。 

（１）防災無線による屋外放送及び戸別受信機による伝達 

（２）防災メール「まもるくん」、エリアメール、Lアラート等による配信 

（３）テレビ、ラジオ放送などの報道機関による広報及び町ＨＰ、ＳＮＳ等による広報 

（４）町、消防関係（消防本部、消防団）、警察関係の広報車による広報 

（５）電話、ＦＡＸ等による伝達 

（６）警鐘、サイレン等による伝達 

 

２．関係機関の連絡体制の整備 
広報・広聴活動は、関係機関との連携を図りながら実施する必要があることから、相互に

連絡先を確認するなど、連絡体制を整備する。 

 

３．報道機関との連絡体制の整備 
町は、災害時の広報について報道機関との連携体制を構築する必要があることから、報道

機関に対する情報提供の方法を定めるなど、連絡体制を整備する。 

 

４．要配慮者等への情報提供体制の整備【厚生救援部、情報収集広報班】 
町は、要配慮者を考慮した災害時の広報体制整備に努めるものとする。また、聴覚障がい

のある人や外国人の相談等にも適切に対応できるよう、災害時に協力を依頼できる手話通訳

者や外国語通訳者の確保など、必要な体制の整備に努めるものとする。 

町及び公共機関は、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、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、所在が把握できる広域避難者、

在住外国人、訪日外国人、帰宅困難者、車中泊、テント泊等の避難者情報が入手困難な被災

者に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るよう努めるものとする。 
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第12節 防災知識の普及 

１．防災知識の普及【各災害対策部、各災害対策班】 
（１）町職員に対する教育 

町は、平常時の的確な地震防災対策の推進と災害時における適正な判断力を養い、各

機関における防災活動の円滑な実施を期すため、次により防災教育の普及徹底を図る。 

また、応急対策全般への対応力を高めるため、研修制度の充実等により人材育成を体

系的に図る仕組みを構築するとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用で

きるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする。 

ア．教育の内容 

①災害に関する知識 

・災害種別ごとの特性、災害発生原因についての知識 

・当該地域の災害特性、災害別・地域別危険度 

・過去の主な被害事例 

②防災計画、各関係機関防災業務計画その他の防災に関する計画及び各機関の防

災体制と各自の任務分担 

③職員として果たすべき役割（任務分担） 

④初動時の活動要領（職員の動員体制、情報収集伝達要領、無線取扱要領等） 

⑤防災知識と技術 

⑥防災関係法令の運用 

⑦その他の必要な事項 

イ．教育の方法 

①職場研修 

各職場においては、マニュアル等に沿って各災害対策班が行う防災訓練等に併せ

て、次の項目に重点を置いた研修を実施する。 

・各職場の災害予防事務及び応急対策事務の確認 

・各職場の初動時の活動要領の確認 

②研修会、講習会、講演会等の実施 

③見学、現地調査等の実施 

④防災活動手引等印刷物の配布 

 

（２）一般住民に対する啓発 

町及び消防本部は、住民に対し、災害時の被害想定結果などを示しながら、その危険

性を周知させるとともに、災害発生時に住民が的確な判断に基づき行動できるよう、地

震及び防災に関する知識の普及啓発を図るものとし、住民の防災意識の向上及び防災対

策に係る地域の合意形成の促進のため、防災に関する様々な動向や各種データを分かり

やすく発信する。また、災害による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基

本となることを踏まえ、警報等や避難勧告等の意味と内容の説明など、啓発活動を住民

等に対して行うものとする。その際には、要配慮者への対応や被災時の男女のニーズの

違い等にも留意する。 

また、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニュア

ルの配布、有識者による研修や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を行うもの

とする。 

ア．啓発の内容 

①災害に関する基礎知識や災害発生時、警報等発表時、避難準備・高齢者等避難

開始、避難勧告、避難指示(緊急)の発令時に具体的にとるべき行動に関する知

識 

        ・避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、指定緊急避難場所へ

の移動を原則とするが、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所へ

の移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が

判断する場合は、近隣の安全な場所への移動又は屋内安全確保を行うこと 



 

 39 

②過去に発生した災害被害に関する知識 

③備蓄に関する知識 

・最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、生活物資（簡易トイレ、トイレ

ットペーパー、生理用品等）等の備蓄 

・非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

④住宅等における防災対策に関する知識 

・住宅の耐震診断と補強、防火に関する知識 

・負傷の防止や避難路の確保の観点からの家屋内のタンス、食器棚、本棚、テ

レビ、冷蔵庫等の転倒防止や棚上の物の落下やブロック塀の転倒による事故

の防止、ガラスの飛散防止、火災予防等の家庭における防災対策に関する知

識 

・保険、共済等の生活再建に向けた事前の備え 

⑤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 

⑥様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中など）で災害発生時にとるべき行

動 

⑦洪水浸水想定区域等に関する知識  

⑧緊急地震速報、防災気象情報、避難勧告等に関する知識 

⑨指定緊急避難場所や指定避難所での行動、避難路、その他避難対策に関する知

識 

         ・指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされており、発生するおそれ

のある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択する必要があるこ

と 

⑩避難生活に関する知識 

⑪応急手当方法等に関する知識 

⑫早期自主避難の重要性に関する知識 

⑬コミュニティ活動及び自主防災組織の活動に関する知識 

⑭災害時の家族内での連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取り決め等）の事前

確認 

⑮災害情報の正確な入手方法 

⑯要配慮者への配慮 

⑰災害時における風評による人権侵害を防止するための知識 

⑱出火の防止及び初期消火の心得 

⑲水道、電力、ガス、電話などの災害時の心得 

⑳被災地支援に関する知識（小口・混載の支援物資を送ることは被災地方公共団

体の負担になること等）、その他必要な事項 

イ．啓発の方法 

①テレビ、ラジオ及び新聞等の活用 

②防災情報ファイルの配布及び広報紙、パンフレット、ポスター等の利用 

③映画、ＤＶＤ等の利用 

④各種相談窓口の設置 

⑤消防団、防災士を通じた啓発 

⑥講演会、講習会の実施 

⑦防災訓練の実施 

⑧インターネット（ホームページ）の活用 

⑨各種ハザードマップ等の利用 

⑩広報車の巡回による普及 

⑪想定浸水深等の表示（標識の設置） 

 

 

 

（３）児童・生徒に対する防災教育 
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学校の教育活動全体を通じて、児童・生徒が、発達段階に応じて、知識を習得すると

ともに、体験的な活動を通して、自らの判断で行動する態度や能力を育成する防災教育

を推進する。 

また、町は、学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のた

めの指導時間の確保など、防災に関する教育の充実に努めるものとし、学校において外

部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよ

う促すものとする。 

ア．防災に関する知識の習得 

①学習指導要領に基づき、各教科等、総合的な学習の時間及び特別活動を通じた

学習指導の充実 

②自然災害の発生メカニズム、応急手当等、基本的な知識に関する指導の充実 

③先進事例や地域の特性を踏まえた学習指導の充実 

イ．周囲の状況に応じ、安全に行動する態度や能力の育成 

①日頃から、身の回りに潜む危険を認識し、回避する能力の育成 

②災害時に、想定にとらわれず、自らの命を守り抜くために最善を尽くす避難訓

練等の体験的な活動の実施 

③ボランティア活動等を通した安全で安心な社会づくりに進んで貢献する態度の

育成 

ウ．防災管理・組織活動の充実・徹底 

①校長を中心とした防災教育推進委員会等の設置 

②教職員研修の充実 

③自然災害に係る学校安全計画や危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）

の充実 

④家庭、地域、関係機関と連携した推進体制の構築 

 

（４）防災上重要な施設の管理者等の教育 

消防本部は、防災上重要な施設の管理者に対し、防災教育を実施し、その資質の向上

を図るとともに、特に、消防訓練等を通じて、出火防止、初期消火及び避難等、災害時

における行動力、指導力を養い、緊急時に対処し得る自主防災体制の強化を図る。 

また、学校、行政関連施設等応急対策上重要な施設や不特定多数の者が使用する施設、

要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等の管理者については、被害想定の把握等を

行い、これらの結果を踏まえ、災害に対する安全性の確保に特に配慮するものとする。 

ア．指導の内容 

①防災計画、各関係機関防災業務計画その他の防災に関する計画及びこれに伴う

各機関の防災体制と事業所等の自主防災体制 

②災害の特性及び過去の主な被害事例等 

③危険物施設等の位置、構造及び設備の保安管理 

④パニック防止のための緊急放送等の体制準備 

⑤出火防止及び初期消火等の災害時における行動体制 

イ．指導の方法 

①防災上重要な施設の管理者等に対し、技能講習を含む講習会を実施し、事業所

等の災害時における防災体制を強化する。 

②事業所独自、あるいは、地域単位での随時訓練、講習会等を通じて災害時にお

ける行動力を強化する。 

③防災上重要な施設の管理者等の自主的研究会、連絡等を通じて防災知識及び防

災思想を普及する。 

④災害時における出火防止、初期消火及び避難誘導等必要事項を盛り込んだ防災

指導書、パンフレット等を配布する。 

 

２．防災知識の普及に際しての留意点等 
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町及び消防本部は、各種講演会、イベント等を開催し、地震・風水害に関する総合的な防

災知識の普及を実施するものとする。 

さらに、防災知識の普及の際には、要配慮者や子育て中の親子等にも十分配慮し、地域に

おいて要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの

違い等男女双方に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

３．災害教訓の伝承 
町は、過去に町内で起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大

災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、広く情報公開に努めるものとする。 

また、住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとし、町は、災害教訓の伝承の重要性に

ついて啓発を行うほか、住民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 
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第13節 防災訓練の実施【総務班、各班】 

防災計画が、災害時に十分活用され的確に遂行できるように、継続的に防災訓練を実施し、

関係団体の連携、防災体制の整備、防災思想の普及等を図るものとする。 

 

１．総合防災訓練 
災害時の防災体制の万全を期するため、自衛隊をはじめ防災関係機関及び住民の協力を得

て地震、大雨等による災害を想定し、総合防災訓練を実施する。また、総合防災訓練を実施

しない場合は、個別計画や災害対応マニュアルに則した個別的・部分的な訓練を実施する。 

また、実施に当たっては、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体及び地域住

民等の地域に関係する多様な主体と連携を図るとともに、要配慮者に十分配慮するものとす

る。 

訓練事項としては、次のものが挙げられる。 

（１）情報の収集・伝達 

（２）災害対策本部設置 

（３）被災地視察 

（４）避難誘導 

（５）救出救助 

（６）医療救護 

（７）火災消火 

（８）交通規制 

（９）救援物資の輸送 

（10）給水・給食 

 

２．水防訓練 
台風及び集中豪雨並びにこれらに伴う河川、水路等の決壊や氾濫等に備えて、警戒と災害

時の水防活動を迅速かつ的確に遂行するため、町の防災組織及び関係機関と合同して、水防

活動に関し必要な訓練を実施する。 

 

３．消防訓練 
消防団において、災害の規模や事象に応じた消防活動の習熟を図り、突発的な災害に対処

できるよう、数箇所の消火場所を設定し、非常招集、消火における各消防車との中継消火活

動、無線による一斉の消火活動訓練、口頭による消火の指揮系統の伝達、住民の避難誘導、

火災防御技術、救助等の訓練を実施する。 

 

４．職員の訓練 
町は、組織動員訓練、被害調査訓練、情報収集・伝達訓練、避難誘導訓練等、災害応急対

策で各災害対策班が担当する業務について必要な訓練を、各災害対策班が中心となって実施

する。 

 

５．図上訓練 
町は、災害対策本部の設置運営を円滑に行うための図上訓練、地域における災害に対する

危険性の把握や防災力の向上を図るための住民向けの図上訓練を実施する。 

 

６．住民等の訓練 
町は、自主防災組織等住民の防災行動力の向上を資するため、住民を主体とした次の訓練

に対し、避難用資機材の交付及び貸与、助言者の派遣等により積極的に援助する。また、避
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難行動要支援者等避難を想定した訓練を積極的に実施する。 

 

自主防災組織等訓練 

○情報収集及び伝達訓練        ○食料調達、炊き出し及び給水訓練 

○出火防止及び初期消火訓練      ○災害図上訓練 

○避難（誘導）訓練          ○その他地域の特性に応じた必要な訓練 

○救出、救護訓練及び災害時に利用できる医療機関の把握 

 

７．施設・事業所等の訓練 
保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、要配慮者利用施設及び事業所等の管理

者は、関係機関の協力を得て、避難訓練等を実施する。 

 

８．防災訓練に際しての留意点等 
町及び消防本部は、防災週間等を通じ、積極的かつ継続的に防災訓練を実施するものとす

る。 

また、定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等において

きめ細かく実施又は行うよう指導し、緊急地震速報の発表時や災害発生時の住民の避難行動、

基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。 

訓練を行うに当たっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、被害の想定を明らかにす

るとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設

定を行い、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫

するものとする。また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための

訓練の実施にも努めるものとする。訓練後には評価を行い、訓練成果を取りまとめ、課題等

を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努め

るものとする。 

さらに、訓練の際には、避難行動要支援者の多様なニーズに十分配慮し、地域において避

難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの

違い等男女双方に十分配慮するよう努めるものとする。 

また、避難訓練を行う場合には、災害遭遇時の人間の心理、すなわち、災害に直面した場

合に避難することを躊躇することが多いという心理特性も意識するように努める。避難行動

を開始するには、その心理特性を理性的に取り払って避難を開始する必要があることを住民

に理解させ、避難を率先して行う者をあらかじめ指名するなど、避難行動を早期に開始し他

の住民も後に続くような方策を考慮するよう努めるものとする。 

 

９．訓練準備段階での課題及び訓練結果の防災計画等への反映 
防災訓練を準備する過程で把握された問題点や課題、訓練を通じて得られた教訓・課題を

訓練終了後整理し、その結果を防災計画の改訂や次回訓練の際に有効に活用する。 
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第14節 自主防災組織の活動支援【総務班、救助班、消防本部】 

１．自主防災組織の活動の方針 
自主防災組織とは、防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が「自分たちの地

域は自分たちで守る」という連帯感に基づき、自主的に防災活動を行う組織をいう。 

大規模な災害による通信、交通等の遮断に起因する防災関係機関の防災活動機能の低下時

や災害発生初動等においては、地域住民による自主的な防災活動が災害の未然防止、被害拡

大防止のために非常に有効である。 

こうした自主的な防災活動を効果的に行うためには、地域の住民、行政区、消防団、民生

委員児童委員、ボランティア等様々な関係者・関係団体が連携して自主防災組織を設置し、

平時からお互いに協力しながら防災活動に取り組んでいくことが必要である。 

このため、町や消防本部は、地域ごとの自主防災組織の育成に努め、地域住民が連携して

初期消火活動や救出・救護活動の実施、指定緊急避難場所・指定避難所や避難ルート等の周

知・安全確認、避難行動要支援者の避難支援・安否確認等の防災活動が効果的に行われるよ

う協力体制の確立を図るなど、住民等の自主防災意識の向上と自主防災体制の整備の促進を

図るものとする。 

 

２．自主防災組織の育成 
自主防災組織の育成、強化に必要な助言及び指導等を行う。その際、多様な世代が参加で

きるような環境の整備に努めるとともに、女性の参画の促進に努めるものとする。 

 

３．自主防災組織の組織づくり 
行政区ごとに自主防災組織を設置していくことを基本とし、次のような方法により組織づ

くりを進めるものとする。また、地域防災リーダー等の人材育成にも努める。 

（１）行政区の自治組織に、自治会活動の一環として防災活動を組み入れることにより、自

主防災組織を設置する。 

（２）地域で防災活動を行っている組織や団体の防災活動の充実強化を図り、行政区と協力

して自主防災組織を育成する。 

（３）自主防災組織の迅速かつ的確な防災活動に資するための防災資機材の整備を図る。 

（４）災害時における情報伝達、避難支援、初期消火、救出救護活動等が迅速に行えるよう、

町や防災関係機関との協力要請、活動支援等について必要な措置を講ずる。 

（５）自主防災組織の好事例を集め、各自主防災組織に情報提供を行う。 

（６）町防災計画に地区防災計画を位置づけるよう、一定の地区内の住民及び当該地区に事

業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、町防災計画に地区

防災計画を定めるものとする。必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及び

理由を提案者に通知するものとする。 

 

４．自主防災組織の活動内容 
（１）平常時の活動内容 

ア．自主防災組織における防災体制の構築 

地域を守るために必要な対策及び自主防災組織の構成員各自の役割をあらかじめ

定めるものとする。 

①地域及びその周辺の危険箇所の点検及びその状況と対策に関すること。 

②災害発生時における自主防災組織の任務分担に関すること。 

③防災訓練の実施及び防災関係機関が行う訓練への積極的な参加に関すること。 

④地域での各班、各世帯及び防災関係機関等への連絡方法、情報伝達に関するこ

と。 

⑤防災資機材等の配置場所の周知及び点検整備に関すること。 

⑥避難勧告等の情報伝達、指定緊急避難場所、避難経路及び避難支援に関するこ
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と。 

⑦負傷者の救出、搬送、救護所の開設及び運営に関すること。 

⑧その他、地域での防災活動に関すること。 

イ．防災知識の普及 

正しい防災知識を地域の住民一人ひとりが持つよう講演会、研修会、避難訓練そ

の他各種地域イベント等のあらゆる機会を活用し、住民への啓発を行う。 

主な啓発内容は、災害に関する知識、災害時の心得、平常時における防災対策、

自主防災組織の活動とその役割等である。 

ウ．防災訓練の実施 

地域防災訓練、その他の避難訓練において、災害発生時の対応に関する事項を主

な内容とする防災訓練を実施する。この場合、自主防災組織や企業・事業所等、他

の防災関係機関との連携を図るものとする。また、避難行動要支援者の避難支援に

係る訓練の実施に努める。 

①情報収集及び伝達訓練 

防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被害

状況等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

②出火防止及び初期消火の訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火用器具を使用して消火に必要な技術等を習得す

る。 

③避難（誘導）訓練 

避難の要領を熟知し、指定緊急避難場所まで迅速かつ安全に避難（誘導）できる

よう実施する。 

④救出及び救護の訓練、災害時に利用できる医療機関の把握 

家屋の倒壊により下敷きとなった者等の救出活動及び負傷者に対する応急手当の

方法等の習得及び負傷者を医療機関に搬送する場合に備え、災害時に利用できる

医療機関を把握する。 

⑤食料調達、炊き出し及び給水訓練 

ライフラインが寸断された状況の下で、食料の調達から炊き出し及び給水の補助

ができるよう実施する。 

⑥災害図上訓練 

一定の地域内の図面を活用して、想定される災害に対し、地区の防災上の弱点等

を見出すとともに、地区内の要配慮者を把握し、避難方法等を地域で検討し実施

する。また、地元住民の立場に立った図上訓練を実施する。 

⑦その他地域の特性に応じた必要な訓練 

エ．地域内備蓄の整備・点検 

災害時には流通機能が停止したり、外部からの救援物資が届きにくい状態になる

ことが想定されることから、地域内において必要な食料、飲料水、防災用資機材及

び応急手当用品等の備蓄品を整備、点検するよう努める。 

オ．防災マップの作成 

地域の危険箇所や災害時に有用となる施設や設備等を事前にチェックし、地図に

作成して掲示又は各戸配布することにより、地域住民の避難行動の迅速・的確化を

図るとともに、一人ひとりの防災意識の向上を図る。 

カ．他の防災関係機関との連携 

地域における各種団体や組織、地域内の事業所の防災組織、民生委員児童委員、

福祉関係団体等との連携を密にし、地域での総合的な自主防災活動の推進に努める。 

①昼間人口を構成する人々との連携の促進 

昼間人口を構成する企業・事業所の勤労者等は、防災活動において非常に貴重な

戦力となりうることから、当該勤労者等に対しても、防災知識の普及、防災活動

の体験の機会の提供などを実施し、災害時に従業地の自主防災組織と安全に協力

して活動できるよう啓発研修等に努める。 

②地域コミュニティとの連携の促進 
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ＰＴＡやスポーツ・文化クラブ等地域コミュニティに対しても、防災知識の普及、

防災活動の体験の機会の提供などを実施し、地域の自主防災組織員として安全に

活動できるよう啓発研修等に努める。 

（２）災害発生時の対応 

ア．初期消火 

戸別の家庭に対し、火の元の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びか

けるとともに、火災が発生した場合、消火器やバケツを活用し、隣近所が相互に協

力して初期消火に努める。 

イ．情報の収集及び伝達 

自主防災組織は、地域内で発生した災害の被害状況を迅速かつ正確に把握し、町

や防災関係機関に報告するとともに、住民にも情報を提供して不安を解消するなど、

的確な情報の収集及び伝達に努める。 

ウ．救出及び救護の実施 

建物の崩壊等により住民の救出が必要な状況が発生したときには、自らの安全を

確保しつつ、救出用資機材を活用して速やかな救出活動の実施に努める。また、自

主防災組織の救出活動では救出できない状況においては、防災関係機関の救出活動

に委ねるものとし、防災関係機関の救出活動の円滑な実施に必要な協力を行う。 

負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の治療を必要とする者は

速やかに救護所等へ搬送するものとする。 

エ．避難の実施 

災害における避難勧告等が発令された場合は、地域住民に対して速やかに情報の

伝達を図り、迅速に指定緊急避難場所に誘導するとともに、自らも避難する。避難

の実施に当たっては、次の点に留意する。 

①避難誘導責任者が確認すべき事項 

市街地：火災、落下物、崩壊、危険物等 

浸水地域：外水氾濫、内水氾濫による浸水被害 

②迅速な避難行動がとれるよう必要最小限の非常持ち出し品 

③自力で避難行動をとることが困難な避難行動要支援者に対する避難支援 

オ．炊き出し及び救援物資の支給等の協力 

災害の規模によっては避難が長期間にわたり、被災者に対する炊き出しや救援物

資の支給が必要になることから、これらの活動を円滑に行うため、地域の自主防災

組織が炊き出しを行うほか、町や防災関係機関からの給水、救援物資の支給に協力

をする。 

 

５．防災士等防災人材の育成・強化 
町は、県と協力し地域防災リーダーとなり得る防災士等の防災人材の育成強化に努める。 

 

６．自主防災組織活動の促進と消防団との連携 
町は、自主防災組織に対して適切な指導を行うとともに、消防団と自主防災組織との連携

を通じて、自主防災組織の訓練その他の活動の充実が図られるよう努めるとともに、消防団

が自主防災組織の訓練に参加して資機材の取扱いの指導を行ったり、消防団経験者が自主防

災組織の役員に就任したりするなど、組織同士の連携や人的な交流等を積極的に図るように

努める。 

また、町は自主防災組織の教育訓練において消防団が指導的役割を担うための措置を講ず

るよう努めるものとする。 

 

７．一定の地区内における住民と事業所が共同した自発的な防災活動の推進 
町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防

災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体
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制の構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。この際、必要に応じ、当該地区に

おける自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として町防災会

議に提案するなど、町と連携して防災活動を行うこととする。なお、素案の提案は、その内

容が町防災計画に抵触するものでない場合に、提案者全員の氏名及び住所（法人にあっては、

その名称及び主たる事務所の所在地）を記載した提案書に、当該計画の素案、計画案を行う

ことができる者であることを証する書類（防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示

の様式等）を添えて行うものとする。当該素案が町防災計画の地区防災計画に定められた場

合は、当該地区防災計画に関する住民等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施する

よう努めなければならない。 
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第15節 企業等の防災対策の促進 

１．企業等の防災対策 
企業等は、災害時における従業員との連絡方法を定め、福岡県備蓄基本計画に基づき、最

低３日分以上の備蓄等を推進し、災害が発生した場合には、地域住民と協力し、周辺地域に

おける防災活動を協働で行うものとする。 

 

２．防災訓練 
町は、企業等を地域コミュニティの一員として防災訓練等の機会を捉え、企業等に対し、

訓練への参加等を呼びかける。 

 

３．事業継続計画（ＢＣＰ）の普及啓発 
町は、企業等に対して、事業継続計画の策定の普及啓発に努める。 
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第16節 応援体制の整備【総務班、各班】 

大規模災害時における応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、広域的な支援・協力体

制が不可欠であることから、各関係機関において相互応援の協定を締結する等、連携強化を進

めることにより、平常時より体制を整備し、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急

対策が行えるよう努めるものとする。 

また、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、

遠方に所在する地方公共団体との間の協定締結にも考慮するものとする。 

 町は、災害応急対策を行うために必要な場合、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関

に対し、職員の派遣を要請するものとする。町は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。 

１．防災関係機関の連携体制の整備 
災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、町は、応急活動及び復旧活

動に関し、各関係機関において相互応援の協定を締結する等、平常時より連携を強化してお

くものとする。 

町は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、連絡調整窓口、

連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど必要な準備を整え

ておくものとする。 

また、町は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資機材の調

達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努める。 

 

※資料編参照 【資料４ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定・実

施要領】 

※資料編参照 【資料５ 災害時相互応援連絡表・要請依頼文書】 

※資料編参照 【資料６ 県への応援要請文書】 

 

２．消防相互協力体制の整備 
被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、福岡県消防相互応援協定に基づ

く消防相互応援の体制整備を推進するとともに、隣接市町との協力応援体制についても、そ

れぞれにおいて後方支援基地として位置付けるなどの必要な整備を推進する。 

 

※資料編参照 【資料７ 福岡県消防相互応援協定書】 

※資料編参照 【資料８ 福岡県消防相互応援協定覚書】 

※資料編参照 【資料９ 福岡県消防相互応援要請様式】 

 

３．国土交通省九州地方整備局との応援協定 
大規模な災害時の応援に関する協定に基づき、大規模な災害が発生した場合に、県を通さ

ずに直接国へ支援要請を行うことによって、迅速かつ広範囲に災害対応を図る。 

 

※資料編参照 【資料 10 国土交通省九州地方整備局との大規模災害時応援協定書】 

 

４．自衛隊との連携体制の整備 
防災訓練の実施等を通じ、平常時から連携体制の強化を図り、あらかじめ自衛隊の災害派

遣活動が円滑に行えるよう必要な事項を取り決めるとともに、相互の情報連絡体制の充実に

努める。 

 

 

５．民間との協力体制の整備 
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災害時には、民間業者や町内団体からの協力が必要となる事態が予想されるので、あらか

じめ関係団体・企業等と協議し、物資の優先的供給等の業務の内容、協力方法についての協

定の締結を促進する。 

また、協定を締結した場合は必要に応じて内容等の見直しを図るものとする。 

 

６．広域応援拠点等の整備 
町は、応援隊の受入れ・活動調整の拠点となる場所、施設等を選定、整備し、関係機関と

情報を共有するものとする。 

 

７．受援計画 
町及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、受援計画を定めるものとする。 

また、受援計画に基づく応援の受入を想定した訓練等の実施を通じて、計画の継続的な見

直しを行うなど、災害対応業務の実効性確保に努める。 

 

 

※資料編参照 【資料 11 災害協定一覧】 
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第17節 災害救助法等の運用体制の整備【厚生救援部各班】 

大規模災害の場合は、通常、災害救助法が適用されるが、その運用に際し混乱を生じること

のないよう、日頃から災害救助法等に習熟するとともに、マニュアルを整備しておくものとす

る。 

 

１．災害救助法等の運用の習熟 
（１）災害救助法運用要領の習熟 

町は、災害救助法に基づく災害救助の基準や運用要領に習熟し、それに対応した体制

を整備する。 

（２）必要資料の整備 

町は、「災害救助の運用と実務」（第一法規出版）、福岡県災害救助法施行細則等、

災害救助法運用に際して必要となる資料を整備しておくものとする。 

 

※資料編参照 【資料 12 福岡県災害救助法施行細則】 

 

２．運用マニュアルの整備 
町は、災害救助法等の適用申請から適用を受けた後の運用方法について、県の指導を受け、

災害救助法の適用された事例を参考にし、わかりやすいマニュアルを作成する。 
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第18節 救出救助体制の整備【総務班、厚生救援部、消防機関】 

災害時においては、倒壊家屋の下敷き、崩壊土砂中に生き埋めとなった者等の人命の救出救

助が優先されなければならない。そのため、平常時から救出救助体制について検討し、救出用

資機材を整備しておく。 

 

１．救出救助体制の整備 
（１）住民及び自主防災組織における救出救助体制の検討 

地震発生直後における倒壊家屋等の生き埋め者の救出は、地域住民、自主防災組織に

依拠するべき部分が極めて大きい。そのため、住民及び自主防災組織は、地震時におけ

る救出救助活動方法に習熟しておくととともに、必要な体制を検討しておく。 

町及び消防本部は、住民及び自主防災組織が行うこれらの活動等を支援する。 

（２）救出救助体制の整備 

町及び消防本部は、災害時に円滑に救出救助体制が確立できるよう、平常時から救出

隊の編成方法等救出救助体制の整備を行う。 

 

２．救出用資機材の整備 
町及び消防本部は、多数の発生が予想される救出事案に迅速・的確に対処するため、救出

用資機材を計画的に整備する。また、重機等については建設業者の所有する機材を借上げる

等協力体制を整備する。 

 

３．消防団、自主防災組織、住民の救出活動能力向上のための教育指導 
町及び消防本部は、多数の救出事案発生に対して重要な役割を期待される消防団、自主防

災組織、住民に対し、救出救助活動を効果的に実施するための教育指導を推進する。 

 

４．避難行動要支援者に対する救出救護体制の整備 
町及び消防本部は、避難行動要支援者に対する人命の安全確保を図るとともに、救護体制

の充実を図る。 

 

５．医療機関との連携体制の整備 
町及び消防本部は、医療行為を行う医療機関と連携した救出救助を行うため、連携体制の

整備を行う。 
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第19節 避難体制の整備 

町は、関係機関と連携して、災害時に住民等の生命及び身体を守るため、住民等が安全・的

確に避難行動・活動を行うために必要な体制を整備しておくとともに、指定緊急避難場所・指

定避難所、避難路等の選定及び整備を行い、計画的な避難対策の推進を図る。また、町は、指

定緊急避難場所、避難施設、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地・公有

財産の有効活用を図るものとする。 

 

１．避難体制の整備【総務班、厚生救援部各班】 
災害時、避難が必要な場合として、おおむね次のような事態が想定される。 

ア．家屋密集地で火災が発生し、延焼の危険がある場合 

イ．台風により、一時的に居住の危険がある場合 

ウ．降雨による堤防の決壊等の危険がある場合 

エ．床上浸水、家屋損壊等により住家が被害を受け、居住を確保する必要がある場合 

こうした場合に、住民が適切に避難できるよう、次の点について避難体制の整備を図って

いくものとする。 

（１）指定緊急避難場所、指定避難所の指定・整備 

町は、あらかじめ町内の小・中学校等の公共施設を中心に、災害に対する安全性等に

特に配慮し、その管理者等の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安

全が確保される指定緊急避難場所及び避難者等を一時的に滞在させるための指定避難所

を指定・整備し、公示するとともに、住民への周知徹底を図るものとする。 

指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害

種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよ

う努め、またその見方に関する周知にも努めるものとする。 

     なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要 

配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることがで 

きる体制が整備されているもの等を指定するものとする。また、学校を避難所として指 

定する場合は、学校が教育活動の場であることに配慮する。避難所としての機能は応急 

的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育 

委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図るものとする。 

 学校における避難所運営に関しては、県及び町と教育関係部局が連携し、適切な協力 

体制の構築に努めるものとする。併せて、避難所として指定されている学校の災害時の 

安全性確保のための方策を検討するものとする。 

（２）指定緊急避難場所、指定避難所の機能の整備 

     ア．連絡手段の整備 

町は、災害対策本部と指定緊急避難場所・指定避難所との間の連絡手段を確保する

ための通信機器等の整備に努める。 

イ．指定緊急避難場所の設備等の整備 

指定緊急避難場所においては、非常用照明施設、非常用電源、通信機器、テレビ、

ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備、施設の耐震性等の安全

性の確保に努める。 

ウ．指定避難所の設備等の整備 

町は、指定避難所に必要な安全性及び良好な居住性を確保し、発災時に食料、飲料

水、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供その他

指定避難所に滞在する被災者の生活環境を整備するために、貯水槽、仮設トイレ、

マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用照明施設、非常用電源、衛星携帯

電話等の通信機器、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の

整備、施設の耐震性等の安全性の確保のほか、空調、洋式トイレなどは要支援配慮

者にも配慮した施設整備や換気、照明等の整備にも努める。また、指定避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、炊き出し用具、毛布等
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避難生活に必要な物資等を備蓄するよう努める。 

指定避難所の円滑な運営を図るため、指定避難所の生活環境の改善に資するパーテ

ィションやダンボールベッドなどの必要な物資の供給体制を構築するものとする。

また、災害により指定避難所等が被災した場合に備え、電気設備や空調設備の応急

復旧に関し事前に所要の協定を締結するものとする。 

（３）福祉避難所の指定・整備 

町は、大規模災害等による長期の避難所生活を想定し、避難者の症状悪化や健康被害

等を防ぐ目的で、要配慮者に対して特別な配慮を行う福祉避難所の指定・整備を行う。 

また、福祉避難所の指定に当たっては、施設がバリアフリー化されている等、要配慮

者の利用に適する社会福祉施設を対象に整備を図っていく。 

（４）地域における一時避難場所、自主避難場所の確保 

（５）物資備蓄機能、応急救護機能、情報伝達機能等を備えた避難施設等の整備 

（６）避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

（７）指定避難所等の住民への周知 

（８）指定避難所等の開設・運営体制の整備（マニュアルの作成等） 

    ア．町は、避難所運営マニュアルの作成、訓練等を通じて避難所の運営管理のために必 

要な知識等の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民 

等が主体的に避難所を運営できるように配慮するよう努めるものとする。 

    イ．町は、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前 

     に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

    ウ．町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専 

門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

    エ．町は、「災害時健康管理支援マニュアル」等に基づき、避難所における妊産婦、新 

生児や乳幼児、難病患者、介護が必要な高齢者など、特にきめ細かい支援が必要な要 

配慮者への健康管理支援に配慮するものとする。 

    オ．町は、女性の視点を踏まえた避難所運営を行えるよう、災害発生時の対応力を培っ 

     た女性リーダーの育成に努めるものとする。 

    カ．町は、「福岡県災害時ペット救護マニュアル」を参考に、ペット同行避難について 

     町防災計画及び町避難所運営マニュアルに反映するものとする。 

（９）指定避難所等として公共施設及び民間施設の利用及び提供に関する協定の締結 

（10）避難行動要支援者に関する全体計画及び個別計画の作成 

（11）多様な避難状況の把握 

    ア．車中泊・テント泊等の避難状況の把握 

      町は、指定避難所以外の避難実態を把握することができるよう福岡県避難所運営マ 

     ニュアル作成指針に基づき、避難所運営マニュアルを作成するとともに、指定避難所 

以外の避難実態を把握するものとし、指定避難所以外の避難者を支援するものとする。 

    イ．避難者の把握等についての避難所運営訓練の実施 

      町は、自主防災組織、自治会等の地域住民を対象に、NPO等の関係団体と連携した 

避難所運営訓練を実施し、多様な避難者の状況把握の方法について習熟するよう努め 

るものとする。 

２．避難路の整備【技術管理班】 
地域住民その他の安全な避難を確保するため、避難路の整備に努める。 

（１）避難路を選定するに当たっては、危険区域及び危険箇所は努めて避け、広い幅員を確

保し、歩道を整備する。 

（２）誘導標識、誘導灯、誘導柵の設置を検討し、その維持に努める。 

（３）避難路上の障害物件の除去等について検討し、避難路沿道の安全化の促進を図る。 

３．広域避難体制の整備 
  町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域 

一時滞在に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等 

を定めるよう努めるものとする。また、確実に要配慮者を受入れることができるよう、福祉 
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避難所への広域避難に関する体制を構築するものとする。 

 

４．学校、社会福祉施設等要配慮者利用施設における避難計画の策定 

【総務班、厚生救援部】 
 

学校、社会福祉施設等要配慮者利用施設の管理者は、避難計画を作成するなどして避難対

策の万全を図るものとする。その際、学校及び社会福祉施設の管理者は、当該避難計画に、

保護者への連絡及び引渡方法並びに家族への連絡方法を定めるとともに、町との連絡体制の

構築に努めるものとする。 

（１）水防法に基づく避難確保計画 

本町は、全域が筑後川、矢部川の洪水浸水想定区域内に位置している。そのため、町

内にある全ての学校、社会福祉施設等要配慮者利用施設（「資料 23 医療機関等一覧」中

の町内医療機関・歯科一覧に定める施設及び「資料 24 要配慮者利用施設一覧」に定める

施設をいう。）の管理者は、水防法第 15 条の３の規定により避難確保計画を作成すると

ともに、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練を実施しなけ

ればならない。また当該施設の管理者は、避難確保計画を作成又は変更したときは、こ

れを町長に報告するとともに、自ら公表しなければならない。 

なお、要配慮者施設の範囲は、平成 29 年６月 19 日付け国水政第 12 号国土交通省水管

理・国土保全局長通知に例示された施設とする。  

    通知例示施設 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編参照 【資料 13 指定緊急避難場所、指定避難所一覧】 

※資料編参照 【資料 14 災害時施設等位置図】 

※資料編参照 【資料 23 医療機関等一覧】 

※資料編参照 【資料 24 要配慮者利用施設一覧】 

○老人福祉施設 ○有料老人ホーム ○認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供

する施設 ○身体障害者社会参加支援施設 ○障害者支援施設 ○地域活動支援セン

ター ○福祉ホーム ○障害福祉サービス事業の用に供する施設 ○保護施設 ○児

童福祉施設 ○障害時通所支援事業の用に供する施設 ○児童自立生活援助事業の用

に供する施設 ○放課後児童健全育成事業の用に供する施設 ○子育て短期支援事業

の用に供する施設 ○一時預かり事業の用に供する施設 ○児童相談所 ○母子・父

子福祉施設 ○母子健康包括支援センター ○病院 ○診療所 ○助産所 ○学校

（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校）等 
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第20節 輸送体制の整備【資材・産業対策部】 

１．輸送車両等の確保 
町は、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ輸送事業者等との協定の締結等によ

り、輸送体制の整備に努める。また、物資供給協定等においても、輸送を考慮した協定締結

に努める。 

町は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に地域住民が取り決めた一時避難

場所等から避難所へ移送するため、移送方法等についてあらかじめ定めるよう努めるものと

する。 

 

２．円滑な輸送のための環境整備 
町は、緊急輸送に係る調整業務等への運送業者等の参加、物資の輸送拠点における運送事

業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するため、

あらかじめ協定を締結しておくとともに、輸送拠点として使用可能な施設を把握しておくな

ど協力体制を構築し、運送事業者等のノウハウや能力等を活用するものとする。また、物資

の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、緊急通行車両等

への優先的な燃料供給等の環境整備を推進するものとする。 

 

３．輸送施設・輸送拠点の整備 
町は、緊急輸送道路ネットワーク計画を踏まえ、確保すべき輸送施設及び地域内輸送拠点

について指定・点検するものとする。 

また、緊急時における輸送の重要性に鑑み、上記の輸送施設及び輸送拠点については、特

に耐震性の確保に配慮するものとする。 
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第21節 医療救護体制の整備【厚生救援部 救助班】 

大規模な災害発生時には、局地的又は広域的に多数の負傷者が発生することが想定され、か

つ、即応体制が要求されるため、これに対応できる医療救護体制を整備する。 

 

１．情報収集・連絡体制の整備 
町は、発災時における救助・救急・医療及び消火に係る情報の収集・連絡・分析等の重要

性に鑑み、情報連絡・災害対応調整等のルール化や通信手段を確保するとともに、その多様

化に努める。 

 

２．医療救護班の整備 
町は、災害時における初動医療救護活動を第一次的に実施することから、地区医師会等と

協議調整し、災害時における医療救護活動に関する協定締結をするなどして、あらかじめ救

護班を編成する。 

 

３．住民等の自主的救護体制の整備 
大規模地震時には、救急車等搬送手段の不足、通信の途絶、交通混乱等により、医療活動、

救急搬送活動が困難となることが予想される。 

そのため、町及び消防本部は、自主防災組織、住民等に対し、近隣の救護活動や医療機関

への搬送活動等について自主的に対応する必要があることを広報、研修等により周知徹底し、

自主的救護体制の整備を推進する。 
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第22節 備蓄体制の整備【総務班、厚生救援部各班】 

大規模な災害により多数の被災者が発生した場合、飲料水、食料、生活必需品等生活関連物

資や救出救助用資機材が必要となる。そこで、迅速かつ的確に被災者への支援を行うことがで

きるよう、国、県等が実施した被害想定、福岡県備蓄基本計画、大木町災害備蓄計画に基づき、

公的備蓄型・流通在庫備蓄型の両面から、物資の備蓄を整備する。 

 

１．備蓄の際の留意点 
（１）公的備蓄のための備蓄倉庫の整備 

（２）流通在庫備蓄のための協定等の締結 

（３）初期対応に十分な量の備蓄 

（４）季節性、地域特性に配慮した備蓄（ストーブ、扇風機等） 

（５）要配慮者に配慮した備蓄（粉乳、おむつ、食しやすい食品、車イス等） 

（６）男女のニーズの違いに配慮した備蓄 

（７）乳幼児及びアレルギー体質者等食事療法を要する者に配慮した備蓄 

（８）集団生活に配慮した備蓄（プライバシーの確保のための仕切板等） 

（９）時間の経過を考慮した備蓄（避難生活が長期化した場合に備えた、流通在庫備蓄体制

の整備等） 

（10）避難所等防災拠点を考慮した備蓄 

（11）プッシュ型支援とプル型支援を組み合わせた効果的な物資支援 

 

２．物資の確保 
平時より備蓄に努めるが、仕入れ等について災害時に所要量が確保できるよう、関係機関

及び供給業者等と協議を行い、必要に応じて協定等の締結を行う。 

 

３．義援物資受入れの際の留意点 
（１）義援物資の受入れは原則として企業等からの大口のみとする。 

（２）被災者が必要とする物資の内容を把握し、受入体制を整備する。 

（３）義援物資の集積拠点の確保、義援物資の配送方法の確立に努め、分配供給体制を整備 

しておく。 

 

４．災害時民間協力体制の整備 
 町は、災害時の食料、生活物資、資機材等の供給を確保するため、関係業者等と災害時の

協力協定締結を推進する。協定内容は原則として、物資等の確保のほか配送要員及び車両の

確保も業者において行う内容とする。 

また、協定締結事業者との間では、平時から納入に必要な日数や提供可能数量に関する情

報の共有に努めるものとする。 
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第23節 避難行動要支援者対策【厚生救援部各班、総務班】 

高齢者、障がいのある人、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人、旅行者等要配慮者のうち、災

害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者に対する支援に

ついて、平常時から防災対策及び安全確保体制を整備しておくものとする。 

 

１．基本的な考え方 
避難行動要支援者においては、「自助」による避難等安全確保が難しいことに加え、災害

発生時における「公助」での個別具体的な支援には限界がある。このことから、避難行動要

支援者の支援に当たっては、地域の行政区・自主防災組織等による「共助」の活動を基本と

し、地域社会の連携強化を推進することにより、避難行動要支援者への情報伝達体制や避難

支援体制の整備・充実を図るものとする。 

町や消防団、自主防災組織等の防災関係機関等は、社会福祉協議会、民生委員児童委員、

障がい者団体等の福祉関係者等の多様な主体の協力・参画により、避難行動要支援者の支援

体制づくりとして、要配慮者の把握、的確な情報伝達体制の整備、防災知識の普及啓発及び

適切な避難支援体制の整備等、安全確保を推進する。その際、男女ニーズの違い等に十分配

慮するよう努める。 

また、避難行動要支援者も、地域での避難訓練等を通じて、自宅から避難場所等までの避

難経路を確認しておくよう努めるものとする。 

 

２．避難行動要支援者避難支援計画 
町は、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難行動要支援者避難

支援計画を作成する。また、計画の作成に当たっては、避難支援関係者の安全確保等にも配

慮するものとする。 

避難支援計画は、全体的な支援方針等を定めた「全体計画」と避難行動要支援者一人ひと

りの避難支援方法等を定めた「個別計画」により構成する。 

（１）避難支援の対象者 

当該計画の避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、次の要件

に該当するものとする。 

ア．要介護認定３以上の者 

イ．身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する者（心臓、腎臓機能障害

のみで該当するものは除く。） 

ウ．療育手帳Ａ判定の者 

エ．精神障害者保健福祉手帳１級の者 

オ．町の生活支援を受けている発達障がいのある人、難病患者 

カ．アからオ以外で避難支援団体が支援の必要を認めた者 

キ．アからカ以外で本人又は当該家族から申し出があった者 

（２）避難行動要支援者名簿の作成 

避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命

又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる避難行動要

支援者名簿を作成する。 

ア．登録事項 

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し又

は記録する。 

①氏名 

②生年月日 

③性別 

④住所又は居所 

⑤行政区 
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⑥電話番号その他の連絡先 

⑦避難支援等を必要とする事由（上記対象者の区分） 

⑧個別計画作成の有無 

イ．情報の入手・管理等 

避難行動要支援者名簿の作成に必要な情報は、作成に必要な限度で庁内内部の情報

を利用し作成する。また必要に応じて、県に情報提供を求めるほか、本人、避難支援

団体等から情報を取得する。 

作成した避難行動要支援者名簿は、非常時に備え、電子媒体のほか紙ベースで作成

し、福祉課及び総務課で適切に管理するものとする。また、名簿の更新を年に１回行

うものとするが、対象者情報の変更等を把握した場合は、情報の適正化を図るために、

随時、追加修正等を行うとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿

の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

（３）個別計画の作成 

避難行動要支援者名簿の登録者の内から、町や避難支援団体が本人の同意を得て、又

は本人の申し出により、当該避難行動要支援者一人ひとりの避難支援計画を、町が避難

支援団体の協力を得て作成する。 

ア．登録事項 

個別計画には、避難行動要支援者名簿の情報のほか次に掲げる事項を記載し又は記

録する。 

①避難支援者（避難支援団体）の情報 

②避難支援者（避難支援団体）への情報提供に関する同意の有無 

③支援方法 

④かかりつけ医療機関、携行医薬品等 

⑤避難時、避難先での留意事項 

⑥その他避難支援に必要な情報 

イ．情報の管理等 

作成した個別計画は、非常時に備え、電子媒体のほか紙ベースで作成し、福祉課及

び総務課で適切に管理するものとする。また、適正な情報を保つために、避難支援団

体の協力を得て個別計画の点検・見直しを年に１回行うものとするが、本人、避難支

援団体等から申し出があった場合は、情報の適正化を図るために、随時、追加修正等

を行う。 

（４）情報の共有 

避難支援団体に情報を共有する場合は、適正管理、秘密保持等個人情報の漏えい防止

を徹底する。平常時より情報を共有する場合は、個人情報の取扱に関する協定を締結す

るなど管理の徹底を図る。また、災害時等に緊急に情報共有を行う場合には、個人情報

の取扱いを徹底させるとともに、情報の共有が不要となった時点で名簿等を回収し、以

後も守秘義務が発生する等の指導を行い、情報漏えいの防止に努める。 

ア．避難行動要支援者名簿 

避難行動要支援者名簿は、平常時においては、町で情報を管理し、避難支援団体に

は情報提供を行わないものとする。災害時又は災害が発生するおそれがある場合にお

いては、次に掲げる避難支援団体に対し、特に必要があると認める場合に情報を共有

するものとする。この場合において、共有する団体、情報等を絞り、必要な情報だけ

を共有するものとする。 

①自主防災組織 

②民生委員児童委員協議会 

③消防署 

④消防団 

⑤警察署 

⑥社会福祉協議会 

⑦その他町長が認める支援団体 

イ．個別計画 
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個別計画は、平常時から要支援者本人、その家族及び避難支援者並びに希望する次

の避難支援団体と情報を共有するものとする。 

①自主防災組織 

②民生委員児童委員協議会 

③消防署 

④消防団 

⑤警察署 

⑥社会福祉協議会 

⑦その他町長が認める支援団体 

（５）多様な手段の活用による情報伝達 

   避難行動要支援者自身が情報を取得できるよう、日常的に生活を支援する機器等への 

災害情報の伝達も活用するなど、多様な手段を活用して情報伝達を行う。 

（６）避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者は、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を 

守ることを大前提とする。その上で避難支援の際は、自身の安全確保を十分に行いなが 

ら、災害の状況に応じて可能な範囲で避難支援等を行う。このため、避難行動要支援者 

には、避難支援等関係者が助けに入ることができない可能性があることに理解を得てお 

くこととする。例えば、「避難勧告」や「避難指示」の発令の際には、避難支援等関係 

者も避難行動を行う段階にあるため、自主防災組織の避難支援は、「避難準備・高齢者 

等避難開始」情報の発令の段階までに留まることが想定される。 

 

３．要配慮者世帯等における防災対策 
（１）防災指導の強化 

消防本部は、消防団とともに一人暮らしの高齢者世帯等を対象とした訪問調査を実施

し、個別指導を行う。 

（２）家庭用防災機器の普及啓発 

町及び消防本部は、家庭内において非常持ち出し品や家庭用防災機器の準備を行うよ

う指導を行う。 

（３）在宅の要配慮者対策 

町は、一人暮らしの高齢者等、要配慮者の安全を確保するため、緊急通報システムの

整備に努める。また、個別計画策定済みの避難行動要支援者等に対し、防災無線の戸別

受信機を配布し、避難支援の充実を図る。 

４．社会福祉施設、病院等における防災対策 
（１）防災設備の設置促進等 

消防本部は、スプリンクラー設備等の消防用設備等の設置及び維持管理の指導を図る。 

（２）防火管理体制の強化 

消防本部は、夜間を想定した避難訓練等の実施を指揮し、夜間における防災管理体制

の強化を図る。 

５．保育園等における防災対策 
町及び消防本部は、小学校就学前の子どもたちの安全で堅実な避難のため、保育園・幼稚

園・認定こども園等の管理責任者を指導・支援し、災害時における幼児の安全確保の方法、

保護者等との連絡体制、施設と町、施設間の連絡・連携体制等の整備や避難訓練等の防災訓

練の計画的な実施を促進する。 

６．外国人に対する防災対策 
町は、外国人の災害時における安全確保を図るため、標識への外国語併記等の整備を進め

るとともに、防災対策のパンフレット配布等を積極的に推進し、防災知識の普及に努める。 

   また、県の対策に準じ、通訳・翻訳ボランティア等の確保に努める。 
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第24節 水害予防対策【技術管理班】 

町及び関係機関は、河川の決壊等による災害を未然に防止するため、危険箇所の実態を把握

するとともに、必要な区域の指定等を行い、各年度における計画的な災害防止事業を実施する。 

 

１．河川の整備 
各施設の点検要領に基づき安全点検を実施し、必要な補修、改修等を計画的に実施するよ

う努める。その中でも、花宗川については上・下流域において改修事業の実施中であるが、

本町の属する中流域の早期改修についても関係機関に働きかけていくものとする。山ノ井川

については、河床掘削工事や堤防工事等の改修事業を関係機関に働きかけていくものとする。 

 

※資料編参照 【資料 15 重要水防箇所一覧】 
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第25節 住宅の確保体制の整備【技術管理班】 

町は、被災者に対して、応急仮設住宅等の住宅が迅速に提供されるよう、あらかじめ必要な

体制を整備しておくものとする。 

 

１．応急仮設住宅としての既存住宅供給体制の整備 
町は、民間住宅の空き家状況を把握し、震災時における被災者への迅速な提供に努めるも

のとし、その借上げ方法等取扱いについてあらかじめ定めておくよう努めるものとする。 

   そのため、応急仮設住宅（みなし仮設）の迅速な提供のために、不動産関係団体や県と連 

携強化を図るものとする。また、関係機関と協議を行い、公的賃貸住宅の受入れに係る課題 

の共有・連携強化を実施するものとする。 

 

２．応急仮設住宅の供給体制等の整備 
応急仮設住宅を迅速に供与するため、町は、災害に対する安全性に配慮しつつ、あらかじ

め住宅建設に適する建設用地を選定し、建設候補地台帳を作成するなどの供給体制の整備に

努めるものとする。 

その際、学校の敷地を用地等として定める場合は、学校の教育活動に十分配慮するものと

する。 
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第26節 災害廃棄物の処理体制の整備【技術部各班】 

大規模な災害発生時には、建築物の倒壊、流失等によって多量の廃棄物が発生し、また、避

難所等におけるし尿の処理需要が発生するほか、廃棄物処理施設の損壊による処理機能の低下

が予想される。 

町は、これを防止するための災害廃棄物の処理体制を整備する。 

 

１．ごみ処理体制の整備 
（１）体制の整備 

災害により一時的に大量に発生した生活ごみ及び粗大ごみ（以下「ごみ」という。）

を適正に処理する体制を整備する。 

（２）ごみの仮置場の選定 

町は、災害時におけるごみの仮置場の選定を行う。選定の基準は、次のとおりとする。 

ア．他の応急対策活動に支障のないこと。 

イ．環境衛生に支障がないこと。 

ウ．搬入に便利なこと。 

エ．分別、焼却、最終処分を考慮した場合に便利なこと。 

 

２．し尿処理体制の整備 
（１）体制の整備 

災害時に発生するし尿を適正に処理する体制を整備する。 

（２）災害用仮設トイレの整備 

町は、発災時に避難所、住宅地内に配備できるよう仮設トイレを保有する業者等と協

力関係を整備する。 

（３）し尿処理施設の整備 

町は、し尿処理施設の耐震性を診断し、補強等を行う。 

 

３．がれき等災害廃棄物処理体制の整備 
（１）体制の整備 

災害による建物の消失、流失、倒壊等の損壊及び解体により発生する廃木材及びコン

クリートがら等（以下「がれき等」という。）を適正に処理する体制を整備する。 

（２）がれき等の仮置場の選定 

町は、短期間でのがれき等の焼却処分、最終処分が困難な場合を想定し、次の点に留

意して、がれき等の仮置場の候補地をあらかじめ選定し、搬送路の検討を行っておくも

のとする。 

ア．他の応急対策活動に支障のないこと。 

イ．環境衛生に支障がないこと。 

ウ．搬入に便利なこと。 

エ．分別、焼却、最終処分を考慮した場合に便利なこと。 

 

４．応援協力体制の整備 
町は、がれき等処理の応援を求める相手方（建設業者、各種団体）については、あらかじ

めその応援能力について十分調査し、処理計画の中に組み入れるとともに、公益社団法人福

岡県産業資源循環協会（旧「公益社団法人福岡県産業廃棄物協会」）との「災害廃棄物の処

理等に関する協定」の活用を行いながら、更なる協定書の締結等体制を整えておくものとす

る。 
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５．災害廃棄物処理計画の整備 
町は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理で

きるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、処理体制、周辺の地方公共団体との連

携・協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。 

 

６．広域的な処理体制・連携体制の確立 
町は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努めるものとする。また、

十分な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、

平時の処理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持

し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする。加えて、災

害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努めるものとする。 
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第27節 保健衛生・防疫体制の整備【救助班、文教班、衛生班】 

災害の被災地域においては、衛生条件が極度に悪く、感染症等の疾病の発生が多分に予想さ

れる。 

町は、これを防止するための保健衛生・防疫体制を整備する。 

 

１．保健衛生体制の整備 
町は、近隣市町及び南筑後保健福祉環境事務所と協力し、被災者への保健活動、栄養・食

生活支援活動、心の相談等の保健衛生体制の整備を図り、平時から研修等を行い、職員等の

資質向上に努める。 

 

２．防疫用薬剤及び資機材等の確保 
町は、災害時において、調達が困難になることが予想される防疫用薬剤及び資機材等につ

いて、調達方法を把握するなど平時からその確保を図る。 

 

３．学校における環境衛生の確保 
校長は、保健室常備の救急用器材、薬品の確保等に必要な処置を行う。 

また、児童・生徒等に対し、常に、災害時における衛生について、十分周知するよう指導

する。 
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第28節 帰宅困難者支援体制の整備【情報収集広報班、救助班】 

大規模な災害発生時には、公共交通機関の運行停止等により、帰宅が困難になるような人々

が多数発生し、交通の支障や沿道での食料、飲料水、トイレ等の需要が発生するなど混乱する

ことが想定される。 

町は、大規模災害発生時における帰宅困難者対策を検討し、関係機関等と連携して各種施策

の推進を図る。 

 

１．災害時の情報収集伝達体制の構築 
町は、公共交通機関の運行・復旧状況や道路の規制等の状況、徒歩帰宅者支援ステーショ

ンの設置状況等を、駅周辺のビジョンでの表示、駅や交番における張り紙、報道機関からの

放送等により、迅速に提供できる体制を整備するように努める。 

（１）公共交通機関の被害、運行状況等の収集体制の構築 

（２）各交通事業者に対し、発災時の運行情報発信の徹底を要請 

（３）道路情報の収集伝達体制の構築 

（４）その他の情報収集伝達体制の構築 

 

２．帰宅困難者の安否確認の支援 
福岡県防災情報等メール配信システム「防災メール・まもるくん」による安否確認の支援

や通信事業者等が行う安否情報等の収集及び伝達に係るシステムの効果的な活用が図られる

ように普及啓発に努める。 

 

３．避難場所の提供 
町は、所管する施設で帰宅可能になるまで待機する場所がない出張者や観光客等の帰宅困

難者を一時的に受入れることができないか検討を行う。 

 

４．災害時の徒歩帰宅者に対する支援 
企業等との協定締結により、徒歩帰宅者支援ステーションの設置を推進し、情報提供や水

の供給及びトイレの利用等の支援を行う。 

 

５．企業、通勤者等への意識啓発 
インターネットや広報紙等を通じ、企業や通勤者等に対して、「むやみに移動を開始しな

いこと、従業員等が一時滞在することを想定した備蓄、家族等の安否確認手段の確認、事前

の帰宅困難対策や災害発生時の帰宅困難対策の重要性、地震発生時には、徒歩での帰宅が避

けられなくなる場合があること、日頃からの携帯ラジオや地図等の準備」についてリーフレ

ットの配布や企業と合同の帰宅困難者対策訓練等を通して  啓発に努め、実施を推進する。 

 

６．企業、学校等における対策の推進 
企業や学校などの組織があるところは、発災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、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、児童・生徒、顧客等の扱

いを検討し、帰宅する者の安全確保の観点に留意して、適切な措置を行うため、町は、適切

な措置を行うまでの待機の間、企業、学校等において必要となる食料、飲料水、毛布などの

備蓄の推進を啓発する。 
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第29節 液状化災害予防対策 

町は、液状化による被害を最小限にくい止めるため、公共事業などの実施に当たって、必要

に応じて、現地の地盤を調査し、発生する液状化現象を的確に予測することにより、現場の施

工条件と、効果の確実性、経済性等を総合的に検討・判断し、効果的な液状化対策を実施する。 

 

１．液状化対策の調査 
町は、各種調査機関との連携のもと、危険度分布や構造物への影響等、液状化対策につい

ての調査を行う。 

 

２．液状化対策の普及・啓発 
町は、液状化対策の調査に基づき、住民・施工業者等に対して、液状化対策に有効な基礎

構造等について知識の普及・啓発を図る。 

 



 

 69 

第30節 農業災害予防対策【産業対策班】 

町は、暴風、豪雨等による農作物等への災害を未然に防止するため、所要の予防措置を講じ

るものとする。 

 

１．防災意識の普及啓発 
福岡県施設園芸用施設導入方針に基づく施設整備や土地改良事業計画設計基準に基づく構

造物の整備等、農家等に対する防災意識の普及やその啓発に努める。 

 

２．防災基盤の整備 
洪水、冠水等に対して、農地及び農業用施設を防護するため、堤防等の整備を進めるほか、

農業用排水施設の整備、排水対策、降雨等による農地の浸食対策等について総合的に事業を

推進し、災害の発生防止を図るものとする。 
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第31節 火災予防対策【総務班、消防機関】 

火災の防止に関し、基本的重要事項として出火防止、初期消火の徹底、火災の拡大防止等の

多面的な対策を実施するものとする。 

 

１．消防力の強化 
（１）設備等の強化 

本町の実情に応じて、消防力の整備指針に基づき消防設備等の拡充強化を図るものと

し、消防・防災資機材格納庫、消防自動車、可搬式動力ポンプ等の施設、装備及び活動

資機材の充実、強化及び計画的な更新を行うことにより機械器具や施設の機能強化を図

る。 

（２）消防水利の確保 

「消防水利の基準」に基づき、消防水利の充実多様化に努めることとし、消火栓、防

火水槽・耐震性貯水槽の充実を図るとともに、町内を縦横に流れる堀を消防水利として

整備を図る。また、消防水利の不足又は道路事情により、消防活動が困難な地域に対し

ては、消防水利の増設及び可搬式動力ポンプ等の整備を促進し、地域の消火体制の強化

を図る。 

（３）消防団の体制整備 

消防団組織の整備と活動の充実のため、消防団員の処遇改善や教育訓練の充実を図る。

また、消防団員の確保に当たっては、公務員への働きかけ、女性や大学生への入団促進

など幅広い層へ働きかけるとともに、消防団協力事業所表示制度等を活用して事業所と

の連携体制の整備を図る。 

 

２．予防査察 
消防本部は、消防法第４条の規定により、防火対象物の所有者等に対して、火災予防上必

要な資料の提出又は防火対象物への立入検査等を行い、火災予防対策の指導を強化する。 

（１）特殊対象物の査察 

工場・公共施設・病院等 

（２）一般住宅の指導 

春秋の火災予防週間のほか、必要に応じて、火気を取り扱う設備等を重点的に指導す

るものとする。 

 

３．防火管理者制度の推進 
消防本部は、消防法第８条の規定により選任されている防火管理者に対し、防火対象物に

係る消防計画の作成、防災訓練の実施、消防設備等の点検、火気の使用等の監督、受入れ人

員の管理、その他防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導し、防火管理者制度の推

進を図る。 

 

４．建築同意制度の活用 
消防本部は、建築物の新築、改築等の許可、確認の同意時、防災の観点からその安全性を

確保するため、消防法に規定する建築同意制度を活用する。 

 

５．危険物施設の指導 
消防本部は、消防法の規制を受ける危険物施設の所有者、管理者に対し、自主防災体制の

確立、保安要員の適正な配置及び危険物取扱従事者等に対する教育を計画的に実施するよう

指導し、危険物施設等に対する保安の確保を図る。また、消防法の規定による立入検査を実

施し、災害防止上必要な助言又は指導を行う。 

久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例の規定による少量危険物及び指定可燃物の管理
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及び取扱いについても、所有者、管理者に対して必要な助言又は指導を行う。 

 

６．地震時の火災予防 
地震発生時において最も被害を大きくするものが火災の発生及び延焼である。これらを防

ぐため、まず火災の発生を抑え、次いで火災が発生した場合にその延焼を最小限にとどめる

よう初期消火を行うことにより被害の軽減を図っていくことが重要となるため、町及び消防

本部は、次のような対策を実施する。 

（１）出火防止措置 

ア．一般家庭に対する指導 

①ガスコンロ等の一般火気器具からの出火、特に油鍋等を使用している場合の出

火防止のため、地震時にはまず火を消すこと、火気器具周辺に可燃物を置かな

いこと等の指導を行う。 

②家庭用消火器、消防用設備等の設置及びこれらの器具の取扱方法について指導

する。 

③家庭用燃料タンクは、転倒防止措置を施すよう指導する。 

④防火ポスター、パンフレット等の印刷物の配布、防火映画、防火ビデオ等の使

用等による講演、その他火災予防期間中の広報車による呼びかけ等を通じて火

災予防の徹底を図る。 

イ．事業所に対する指導 

①消防用設備等の維持点検と取扱方法及び火気管理の徹底を図る。 

②避難、誘導体制の総合的な整備を図る。 

③自衛消防の育成指導を図る。 

④大型商業施設、複数の業種が混在するビル等の不特定多数の者が出入りする施

設においては、特に出火防止対策を積極的に指導する。 

⑤化学薬品を保有する学校、工場、研究機関等においては、混合発火が生じない

よう適正に管理し、化学薬品の容器や保管庫、戸棚の転倒防止措置を施すよう

指導する。 

（２）初期消火の指導 

地震火災による延焼拡大を防止するには、消防機関だけでなく、住民や自主防災組織

による初期消火が必要となる。そこで、次のような初期消火の指導に努める。 

ア．各家庭や職場に対して消火器具の設置を奨励する。 

イ．自主防災組織、行政区に対する初期消火の訓練・指導を行う。 

ウ．パンフレットなどにより消火方法・知識の普及を図る。 

 

７．事務所・施設等自衛消防組織等 
消防本部は、法令により設置が義務付けられている自衛消防組織について、設置の徹底を

図るとともに、組織の要員の資質向上を図る。 

 

８．民間防火組織の育成・強化 
町及び消防本部は、地域住民の防火防災意識の高揚及び知識の普及並びに地域防災力の向

上を図るため、民間の防災組織として、地域に密着した幼年消防クラブ、少年消防クラブ、

婦人防火クラブ等の組織づくりと育成強化に努める。 
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第32節 災害ボランティアの活動環境整備【社会福祉協議会、救助班】 

大規模な災害の発生に際しては、災害応急対策に多数の人員が必要となり、町の防災関係機

関の職員だけでは、十分対応しきれないことも予想されるところであり、被災者の多様なニー

ズにきめ細かく対応するためには、ボランティアの参加・協力が不可欠であることから、平常

時から、ボランティアの自主性を尊重しつつ、地域団体、ＮＰＯ等のボランティア団体との連

携を密にするとともに、ボランティア活動支援、リーダーの育成、受入体制の整備等、ボラン

ティアの活動環境の整備に努めるものとする。 

 

１．災害ボランティアの役割と協働 
町は、災害時におけるボランティア活動について、その自発性、災害救援活動の自己完結

性を考慮しながら、ボランティアと協働して災害対応に当たるものとする。 

ボランティアに参加・協力を求める活動内容は、次のとおりとする。 

（１）生活支援等に関する業務 

ア．指定避難所の運営補助 

イ．炊き出し、食料等の配布 

ウ．高齢者、障がいのある人等の介護補助 

エ．清掃活動 

オ．災害ボランティアセンター運営の補助 

カ．救援物資等の仕分け、輸送 

キ．被災者の話し相手・励まし 

ク．愛護動物の世話、一時預かり 

ケ．その他被災地での危険を伴わない軽作業（洗濯等） 

（２）専門的な知識を要する業務 

ア．救護所等での医療、看護 

イ．被災建築物等の危険度判定 

ウ．外国人のための通訳 

エ．被災者のメンタルヘルスケア 

オ．高齢者、障がいのある人等への介護・支援 

カ．アマチュア無線等を利用した情報通信事務 

キ．公共土木施設の調査等 

ク．その他専門的な技術・知識が必要な業務 

 

２．災害ボランティアの受入体制の整備 
町は、社会福祉協議会及び関係団体と協議し、災害時における活動内容等の調整を図り、

災害ボランティアの円滑な受入体制、連絡体制の整備に努めるとともに、必要に応じ、災害

ボランティアセンター運営マニュアルを作成するなど、ボランティアの円滑な受入れに努め

るものとする。 

 

３．災害ボランティア活動の環境整備 
町は、災害時におけるボランティア活動の円滑な実施が図られるよう、活動拠点、資機材

等の活動環境の整備に努めるものとする。 

 

４．災害ボランティアリーダー・コーディネーターの育成・支援 
町は、講習会、防災訓練を通じて、それぞれの地域における災害ボランティアリーダー等

の育成・支援に努めるとともに、ボランティア保険の普及啓発に努めるものとする。 
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第33節 治安体制の整備【総務班、厚生救援部各班】 

避難所及びその周辺、避難のために住民が不在となった地域において、警察、防犯組合、自

主防災組織等と連携して、盗難等の各種犯罪の防止や火災予防を図るものとする。 

 

１．避難路の安全確保 
夜間の避難路の安全確保や治安維持のため、防犯灯の整備を図る。 
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第34節 複合災害予防対策 

町は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化すること

により、被害が深刻化し、災害対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、備えを充実す

るものとする。 

 

１．要員・資機材の投入判断 
  町は、災害対応にあたる要員、資機材について、後発災害の発生が懸念される場合は、先

発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性がある

ことに配慮しつつ、要員・資機材の投入判断を行うものとする。また、複合災害が発生する

可能性が高い場合は、外部からの支援を早急に要請するものとする。 
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第35節 防災関係機関における業務継続計画【総務班、各班】 

大規模災害時においても、災害対応等の業務を適切に行うため、業務継続計画を定めるもの

とする。 

 

１．業務継続性の確保 
  町及び防災関係機関は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続の

ため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備

体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、業務

継続性の確保を図るものとする。また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想

定される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点

検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評

価・検証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

 

２．地方公共団体における業務継続計画 
町は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことと 

なることから、業務継続計画の策定に当たっては、「町長が不在時の明確な代行順位及び職 

員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気、水・食料等の確 

保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並

びに非常時優先業務の整理について定めておくものとする。 
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第３章 風水害応急対策に関する計画 

第１節 応急活動体制の確立 

１．配備基準 
（１）動員配備基準 

気象情報、災害の状況に基づき、次の基準により配備体制をとる。 

 

組織 体制 配備基準 主な活動・配備職員 

 警戒待機 ○大雨・洪水、強風等の警報が発令さ

れ、災害の発生が予想されるとき。 

○防災担当職員で情報収

集を行い得る体制をと

る。 

災害警戒

本部 

第一配備 ○山ノ井川（十間橋）又は花宗川（筑後

市下北島）の水位が氾濫注意水位と氾

濫危険水位の中間値を超え災害の発生

が予想されるとき。 

○その他、町長が必要と認めたとき。 

○総務課及び課長級の職

員により、情報収集及

び連絡活動等が円滑に

行い得る態勢をとる。 

○第二配備に移行し得る

体制とする。 

第二配備 ○山ノ井川（十間橋）又は花宗川（筑後

市下北島）の水位が氾濫危険水位を超

え災害が起こるおそれがあるとき。 

○一両日中に台風の暴風域に入るおそれ

があるとき。 

○その他、町長が必要と認めたとき。 

○総務課、福祉課及び係

長級以上の職員によ

り、情報収集及び連絡

活動等が円滑に行い得

る態勢をとる。 

○状況により第三配備に

直ちに移行し得る体制

とする。 

災害対策

本部 

第三配備 ○全域にわたって、風水害の発生するお

それがあり、被害が甚大と予想される

とき、あるいはこれらの被害が発生し

たとき。（山ノ井川の場合は、水位が

４Ｍ超の場合を目安とする） 

○その他、町長が必要と認めたとき。 

○災害対策本部に関係の

ある職員は、全員待機

して防災事務に従事す

る。 

 

（２）災害配備の通知公表 

災害配備体制をとったとき又は廃止したときは、総務班及び情報収集広報班により、

各班員、関係機関及び必要に応じて町民、報道機関に対して周知を行う。 

 

２．動員組織形態 
（１）組織体制 

災害警戒本部又は災害対策本部を設置する場合は、災害対策本部長は町長をもって充

て、副本部長には副町長、教育長をもって充てる。 
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部名 班名 担当課 

配備要員定数 

警戒待機 
災害警戒本部 災害対策本部 

第１ 第２ 第３ 

総務対策部 

総務班 
総務課 3 4 7 

全員 

議会事務局  1 1 

情報収集広報班 
企画課  1 4 

会計課  1 3 

調査調整班 税務町民課  1 5 

厚生救援部 

救助班 
福祉課  1 9 

全員 

健康課  1 3 

避難所運営班 こども未来課  1 2 

文教班 
学校教育課  1 2 

生涯学習課  1 3 

技術部 
技術管理班 建設水道課  1 5 

全員 
衛生班 環境課  1 3 

資材・産業対策部 
資材班 

産業対策班 

産業振興課 

農業委員会 
 1 4 全員 

消防団    3 全員 

久留米広域 

消防本部 
    1 

 

本部に部及び班を設け、部に部長を置き、班に班長及び班員を置く。部・班編成は、

行政組織機構を基準にして設ける。 

災害対策本部長の下に本部会議を置く。本部会議は本部長、副本部長、各部長、行政

組織における課長及び消防団長、災害対策本部に派遣された久留米広域消防本部消防長

をもって構成し、災害応急対策の実施、その他の防災に関する重要な事項について協議

する。 

 

（２）意思決定の基準 

町における災害対策に係る意思決定は、災害対策基本法に基づき町長（災害対策本部

長）が行うが、町長の判断を仰ぐことができない場合は、次の順位で代行する。 

第１順位：副町長   

第２順位：教育長  

 第３順位：総務課長 

第４順位：参集した職員のうち、最上位の職位の中の年長者 
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（３）災害における動員 

各配備に必要な職員の動員指令は、次の系統により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務時間外においては、電話又は参集メールを使用し、登庁を指示するが、当該職員

は気象情報や災害の状況が前項の「配備基準」に定める事項に該当することを知ったと

き、又は推定されるときは動員指示を待つことなく自主的に登庁するものとする。 

また、当直者は防災情報ＦＡＸ等により情報を得たときは、防災担当職員に連絡する

ものとする。 
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（４）参集の報告 

各班長は、班員の参集状況を取りまとめ、各部長を通じて総務班に報告するものとし、

総務班は、全体の参集状況を取りまとめ、災害対策本部長に報告するものとする。 

 

※資料編参照 【資料 16 職員参集簿】 

 

３．警戒待機 
（１）災害警戒本部の設置前 

本町に暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、災害の発生が予想されるときは、情報

収集等活動のため、警戒待機体制をとるものとする。 

（２）警戒待機体制の解除等 

警報解除等により、予想された災害の危険が解消したと認められるときは、警戒待機

体制を解除する。また、警戒本部の配備基準を満たしたとき、又は町長が必要と認めた

ときは災害警戒本部・災害対策本部へ移行する。 

 

４．災害警戒本部 
（１）災害警戒本部の設置 

町長は、警戒本部の配備基準を満たしたとき、又は町長が必要と認めたときは、災害

警戒本部を設置する。第一配備体制をとる場合は、本部を総務課に置き、第二配備体制

をとる場合は本部を役場大会議室又は総務課に置く。また、本部室のほか会議スペース

を大会議室に確保する。 

（２）災害警戒本部の解除等 

町長は、予想された災害の危険が解消したと認められるときは、災害警戒本部を廃止

又は警戒待機体制へ移行する。また、全域にわたって風水害の発生するおそれがあり、

被害が甚大と予想されるとき、あるいは、これらの被害が発生したとき、又は町長が必

要と認めたときは災害対策本部へ移行する。 

 

５．災害対策本部 
（１）災害対策本部の設置 

町長は、全域にわたって風水害の発生するおそれがあり、被害が甚大と予想されると

き、あるいは、これらの被害が発生したとき、又は町長が必要と認めたときは、災害対

策本部を役場大会議室、庁議室又は総務課に設置する。また、本部室のほか会議スペー

スを大会議室又は庁議室に確保し、必要に応じてプレスルーム、応援援助隊事務室、災

害ボランティアセンターのスペースを確保する。 

（２）災害対策本部の廃止 

町長は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、又は災害発生後におけ

る応急措置が完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止又は下位いずれかの配

備体制に移行する。 
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６．各対策部、班の任務分担 
部名 班名 事務分掌 

 各班共通 ①他班への応援に関すること。 

②所管事項に関する関係機関等との連絡調整に関すること。 

③関係機関等に対する初動期応援要請に関すること。 

④水防活動等、災害対策・支援活動への協力に関すること。 

総務対策部 総務班 ①本部の庶務に関すること。 

②本部会議に関すること。 

③防災会議に関すること。 

④関係機関との連絡調整に関すること。 

⑤各部各班との連絡調整に関すること。 

⑥消防団に関すること。 

⑦避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)等の発令

に関すること。 

⑧気象等災害情報の収集伝達に関すること。 

⑨受援業務の総括に関すること。 

⑩復旧期の人的支援要請に関すること。 

⑪復旧期の人的支援の受入れ調整に関すること。 

⑫災害対策に係る緊急予算措置に関すること。 

⑬備蓄に関すること。 

⑭その他、他の部に属しないこと。 

 情報収集広報班 ①警報等の伝達及び災害広報に関すること。 

②被害の記録、整理に関すること。 

③住民からの通報、問い合わせに関すること。 

④報道機関等との連絡調整に関すること。 

⑤災害対策本部の歳入、歳出他現金の出納に関すること。 

⑥義援金品の受付、保管及び出納に関すること。 

⑦その他の会計に関すること。 

調査調整班 ①被害情報の収集、連絡に関すること。 

②被害調査等に関すること。 

③災害現場及び現地本部と対策本部との連絡調整に関すること。 

④町税の減免に関すること。 

⑤り災証明書の発行に関すること。 

厚生救援部 救助班 ①被災者、避難行動要支援者等の救出、避難に関すること。 

②社会福祉施設の安全確保及び被害対策に関すること。 

③社会福祉施設の被害調査に関すること。 

④社会福祉団体との連絡調整に関すること。 

⑤ボランティアセンターの支援、連絡調整に関すること。 

⑥被災者相談窓口の設置に関すること。 

⑦見舞金等の支給及び生活再建支援に関すること。 

⑧その他、救助対策に関すること。 

⑨医療施設の被害調査に関すること。 

⑩医療関係機関、団体との連絡調整及び食品衛生に関すること。 

⑪応急医療救護に関すること。 

⑫医療救護用資機材及び医薬品の確保に関すること。 

⑬避難所等における健康管理に関すること。 

⑭火葬に関すること。 

 

 避難所運営班 ①避難所・福祉避難所等の開設、運営、閉鎖に関すること。 
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部名 班名 事務分掌 

②避難者名簿の作成に関すること。 

③避難所における物資の受入れ、管理、配布に関すること。 

④保育園等における園児等の安全確保に関すること。 

⑤保育園等施設の被害調査及び復旧に関すること。 

⑥帰宅困難者への対応に関すること。 

 文教班 ①学校児童・生徒の安全確保に関すること。 

②教育施設の被害調査及び復旧に関すること。 

③災害時の応急教育に関すること。 

④災害時の学校給食に関すること。 

⑤その他、学校教育に関すること。 

⑥社会教育施設利用者の安全確保に関すること。 

⑦社会教育施設の被害調査及び復旧に関すること。 

⑧その他、社会教育に関すること。 

⑨災害用食料の確保に関すること。 

⑩炊き出しに関すること。 

⑪臨時ヘリポートに関すること。 

技術部 技術管理班 ①公共土木施設の被害調査に関すること。 

②公共土木施設の応急復旧及び復旧に関すること。 

③水道施設の被害調査に関すること。 

④水道施設の応急復旧及び復旧に関すること。 

⑤輸送路、避難路の確保に関すること。   

  ⑥災害時における給水対策に関すること。 

⑦応急仮設住宅に関すること。 

 衛生班 ①災害時の防疫、清掃に関すること。 

②愛護動物等の保護等に関すること。 

③仮設トイレの設置に関すること。 

④その他、衛生に関すること。 

⑤遺体の収容に関すること。 

資材・産業対策

部 

資材班 ①災害対策物資、資材の運搬に関すること。 

②輸送車両の確保に関すること。 

③保育施設、教育施設、社会教育施設の応急復旧に関すること。 

④その他公共施設の応急復旧に関すること。 

⑤復旧期の物的支援要請に関すること。 

⑥復旧期の物的支援の受入れ調整に関すること。 

産業対策班 ①農作物及び農業用施設の被害調査に関すること。 

②畜産及び家畜施設の被害調査に関すること。 

③被災農家等の営農等指導、支援に関すること。 

④被災商工業者の被害調査、支援に関すること。 

⑤その他、産業対策に関すること。 

消防団  ①消防全般に関すること。 

②被災者の救助に関すること。 

③災害情報の広報に関すること。 

④被災地域の防犯活動に関すること。 

⑤水防作業等、災害対策・支援活動に関すること。 
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７．本部及び本部職員の標識 
災害時において、災害対策本部の所在、本部長、副本部長、本部職員の身分を明確に表示

するため、あらかじめ標識及び腕章を定めておき、これを携帯しておくものとする。 
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第２節 予警報等の伝達計画 

気象に関する予報、警報及び情報を迅速、確実に関係機関及び一般住民に伝達するための計

画である。 

 

１．予警報の種類及び基準等 
（１）気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等

に発表される。福岡管区気象台により、九州北部地方及び山口県を対象とする「九州北

部地方（山口県を含む）気象情報」並びに福岡県を対象とする「福岡県気象情報」及び

「福岡県記録的短時間大雨情報」が発表される。「雨を要因とする特別警報」が発表さ

れたときは、その後速やかに、その内容を補完するため「記録的な大雨に関する福岡県

気象情報」が発表される。 

（２）注意報の種類及び基準 

大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがある場

合に、その旨を注意して行う予報であり、その種別及び基準の内容のうち主なものは次

表のとおりである。 

種類 発表基準 

注
意
報 

大雨 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には次の条件に該当すると予想される場合である。 

[表面雨量指数基準 18]  

[土壌雨量指数基準 127] 

洪水 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。具体的には次のいずれかの条件に該

当すると予想される場合である。 

[花宗川流域の流域雨量指数 7.6] 

[山ノ井川流域の流域雨量指数 9.1] 

[花宗川流域の複合基準(表面雨量指数と流域雨量指数)11、6.1] 

[山ノ井川流域の複合基準 11、9.1] 

強風 

強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[平均風速が 12m/s 以上になると予想される場合] 

風雪 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[雪を伴い、平均風速が 12m/s 以上になると予想される場合] 

大雪 

大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[24時間の降雪の深さが５㎝以上になると予想される場合] 

雷 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。また、発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」に

よる災害についての注意喚起を付加することもある。急な強い雨への注

意についても雷注意報で呼びかける。具体的には次の条件に該当する場

合である。 

[落雷等により被害が予想される場合] 

濃霧 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[視程が陸上で 100ｍ以下になると予想される場合] 
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種類 発表基準 

乾燥 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には火災の危険が大きい気象条件を予想したときで、次

の条件に該当する場合である。 

[最小湿度が 40％以下で、実効湿度 60％以下になると予想される場合] 

低温 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬

季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときで、

次の条件に該当する場合である。 

[冬季：最低気温が内陸部で－７℃以下になると予想される場合] 

[夏季：平年より平均気温が４℃以上低い日が３日続いた後、さらに２

日以上続くと予想される場合] 

霜 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には早霜・晩霜で農作物への被害が起こるおそれのあるときで、

次の条件に該当する場合である。 

[11 月 20 日までの早霜、３月 15 日からの晩霜の期間内において、最低

気温が３℃以下になると予想される場合] 

着氷・着雪 

著しい着氷・着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には通信線や送電線などへの被害が起こるおそれ

のあるときで、次の条件に該当する場合である。 

[大雪警報・注意報の条件下で、気温が－２℃～２℃、湿度が 90％以上

になると予想される場合] 

 

（３）警報の種類及び基準 

大雨、洪水、大雪、暴風、風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそれがあ

る場合に、その旨を警告して行う予報であり、その種別及び基準の内容のうち主なもの

は次表のとおりである。 

種類 発表基準 

警
報 

大雨 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報

（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）として、特に警戒すべき事

項が明記される。具体的には次の条件に該当すると予想される場合であ

る。 

[表面雨量指数基準 28] 

洪水 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害とし

て、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が挙げられ

る。具体的には次のいずれかの条件に該当すると予想される場合であ

る。 

[花宗川流域の流域雨量指数 9.6] 

[山ノ井川流域の流域雨量指数 11.4] 

[山ノ井川流域の複合基準 11、10.2] 

[指定河川洪水予報による基準 矢部川(船小屋) 氾濫警戒情報等と関連] 

暴風 

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[平均風速が 20m/s以上になると予想される場合] 
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種類 発表基準 

暴風雪 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことに

よる視程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びか

ける。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[雪を伴い、平均風速が 20m/s以上になると予想される場合] 

大雪 

大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には次の条件に該当する場合である。 

[24時間の降雪の深さが 20㎝以上になると予想される場合] 

 

（４）特別警報の種類及び基準 

大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるために    重大な災害の起

こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を警告して行う予報であり、その種別及び基

準の内容のうち主なものは次表のとおりである。 

種類 発表基準 

特
別
警
報 

大雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、

又は数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨にな

ると予想されたときに発表される具体的には次の条件に該当する場合

である。 

[48 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上とな

った５kmメッシュ地点が県域程度の広がりの範囲内で 50メッシュ以上

出現し、更に雨が降り続くと予想される場合又は３時間降水量及び土

壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった５km メッシュ地点

が県域程度の広がりの範囲内で 10 メッシュ以上出現し、更に雨が降り

続くと予想される場合] 

参考値：大木町の 50年に一度の値 

48時間降水量 520ｍｍ、３時間降水量 163ｍｍ、土壌雨量指数 293 

暴風 

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと

予想されたときに発表される。具体的には次の条件に該当する場合で

ある。 

[中心気圧 930hPa以下又は最大風速 50m/s以上の台風（伊勢湾台風級）

や同程度の温帯低気圧の襲来が予想される場合] 

暴風雪 

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風

が吹くと予想されたときに発表される。具体的には次の条件に該当す

る場合である。 

[暴風の特別警報の発令基準の暴風に雪が伴うと予想される場合] 

大雪 

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想されたときに発表される。具

体的には次の条件に該当する場合である。 

[県域程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その

後も警報級の積雪が丸一日程度以上続くと予想される場合] 

 

（５）記録的短時間大雨情報 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測（地上の雨

量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）した

ときに発表される。 

     [１時間雨量 110ｍｍ以上] 

（６）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び
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かける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生し

やすい気象状況になっている時に、一次細分区域（福岡地域、北九州地域、筑豊地域、

筑後地域）単位で発表される。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報が

あった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高

まっている旨を発表する。 

（７）火災警報 

町長は、県知事から火災気象通報を受領したとき、又は直接ラジオ・テレビ等により

覚知したとき、あるいは気象状況が火災予防上危険であると認める場合に、一般に対し

て警戒を喚起するために火災注意報又は火災警報を発令するものとする。 

（８）予警報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）予警報の伝達要領 

ア．予警報について、通常の執務時間中は総務課が、執務時間外は当直者が伝達を受

ける。 

イ．災害対策本部の開設中は、総務対策部が当たるものとする。 

ウ．警報等の伝達を受けたときは、速やかに災害対策本部長・副本部長・総務対策部

をはじめ、各対策部に連絡するものとする。 

エ．情報連絡を担当する対策部は必要により、消防団・学校・その他団体に連絡する。 

オ．解除の場合もこれに準ずる。 

カ．特別警報の伝達を受けた場合は、防災無線等により住民等に伝達する。（気象業

務法第１５条の２第４項） 

（10）水防法第 15条第２項の洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設への洪水予報等の伝達 

要配慮者利用施設の所有者または管理者への洪水予報等の伝達は、次の表のとおりと

する。また、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、要配慮者の確実な避難の確保の

ために、自らも、気象庁、河川事務所、福岡県のＨＰなどにより、気象予警報、降水量、

河川の水位情報等の把握に努めるものとする。 

伝達する情報 伝達方法 

筑後川（瀬ノ下）氾濫危険情報、氾濫発生情報 緊急速報メール(河川事務所配信) 

矢部川（船小屋）氾濫危険情報、氾濫発生情報 緊急速報メール(河川事務所配信) 

沖端川（新村橋）氾濫危険情報、氾濫発生情報 ＦＡＸ 

山ノ井川（十間橋）氾濫危険水位超過、氾濫発生情報 ＦＡＸ 

花宗川（下北島）氾濫危険水位超過、氾濫発生情報 ＦＡＸ 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、 

避難指示（緊急）の情報 

緊急速報メール(町配信)、防災無

線、戸別受信機、防災メール 

 

 

福岡管区気象台 

 

ＮＴＴ西日本 

 

福岡県防災危機管理局 

 
福岡県警察本部 報道機関 

筑後警察署 

大木交番 大木町 

 

教育委員会 関係団体 消防団 

各学校 一般住民 
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２．異常現象発見時における措置 
（１）発見者の通報 

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、次の最も近いところに通報

するものとする。 

ア．役場 

イ．警察機関 

ウ．消防署又は消防団 

（２）町への通報 

異常現象を発見した場合、又は地域住民から通報を受けた場合、警察機関、消防署又

は消防団は、直ちに町長に対し通報しなければならない。 

町の情報収集担当は、次のとおりである。 

総務課  （災害対策本部の開設中は総務対策部） 

責任者  総務課長又は消防担当係長 

電話番号 0944-32-1013 

（３）各関係機関への通報 

町長は異常現象の通報を受けたときは、直ちに情報を確認し、気象台、近隣市、その

他の関係団体に通報するものとする。 

（４）通報を要する異常な現象 

ア．気象…大雨、大雪、竜巻、強い降ひょう等 

イ．水象…放置すると決壊のおそれのある堤防の水漏れ 

ウ．土砂…地割れ、落石、地面からの異常な湧水等 

（５）通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 町 長 

警察署 

消防署 

消防団 

町内関係団体 

関 係 各 課 

福岡管区気象台 

災害に関係ある市町村 

県出先機関 

防災危機管理局 
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第３節 災害通信計画 

災害時において、有線電話の途絶又は利用することが困難な場合、次の方法によって通信を

確保する。 

 

１．優先電話による通信 
優先電話の承認を受けた電話番号（４回線） 

優先電話番号とは、災害により一般電話からの利用が多発し、使用不能となる場合に、官

公庁・病院等重要な回線のみ発信できるように確保されてある番号である。 

 

２．非常・緊急通話 
「災害優先電話」からの電話でも困難な場合は、非常・緊急電話を利用するものとする。 

その利用方法は、「102」をダイヤルし、オペレーターに「非常電話」と告げ、その理由

を申し出るとともに、契約名義及び電話番号、通話先電話番号を伝える。 

 

３．防災行政無線の通信等 
（１）県防災行政無線を利用できる関係機関との通信 

災害時における県、その他の関係機関からの一斉通報時を除き、防災行政無線を活用

するものとする。 

（２）災害対策本部と災害応急対策現場等との通信 

携帯型ＭＣＡ無線、携帯電話、特定省電力無線等を活用するものとし、必要に応じて、

九州総合通信局へ移動通信機器の貸与を申請するものとする。 

 

４．他機関の通信施設の利用 
下記機関が設置する有線電気通信施設又は無線施設の利用について、緊急かつ特別を要す

る場合には、これを利用するものとする。 

（筑後警察署通信施設） 

上記の通信施設を利用する時は、その理由・通信内容・発信者・受信者を文書又は口頭で

告げるものとする。 

 

５．非常通信の利用 
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通話を利用することができ

ないとき、又はこれを利用することが著しく困難であるときは、電波法第 52 条の規定によ

り、以下の場合において非常通信として非常通信協議会の無線を利用することができる。 

（１）人命の救助、避難者の救護に関する場合 

（２）犯罪、交通制限など秩序の維持に関する場合 

（３）防災関係機関が災害応急対策を講ずるときに必要な場合 

（４）鉄道、道路、電力設備、電話回線の障害状況及びその復旧のための資材の手配、運搬

要員の確保等に関する場合 

（５）その他、気象観測資料、災害復旧や救護物資の調達、配分、輸送に関すること等災害

に関して緊急措置を要する場合 

 

※資料編参照 【資料 17 災害対策用移動通信機器の借受要請】 
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第４節 災害情報等の収集・報告計画【総務対策部】 

災害の情報収集、報告を迅速かつ的確に行うことは、応急対策実施上、最も重要であるため、

町の全機能を動員して情報の収集に努める。 

 

１．災害情報の調査実施者 
災害状況の把握及び応急対策実施状況の調査収集に当たっては、原則として各対策部が収

集するが、集計等は総務対策部が行い、常に状況を把握しておくものとする。 

 

２．災害の情報及び被害報告 
（１）災害情報の収集【調査調整班】 

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害情報の収集に万全の措

置をとるために、職員をもって情報把握に当たらせる。区長、消防団員等と連絡を取り、

情報の早期把握に努めるものとする。 

また、収集した情報により上空からの情報収集、大規模な消火・救助活動等が必要と

判断した場合は、県に対しヘリコプター、自衛隊等の応援を要請する。 

（２）被害状況報告【総務班】 

災害が発生し、被害の状況が判明した場合、これを取りまとめ、県をはじめ各関係機

関へ報告する態勢を確立しておくものとする。各報告については、県災害調査報告実施

要綱に基づき報告するものとする。 

なお、行方不明者の数について、町は住民登録の有無にかかわらず町域内で行方不明

となった者について、警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努めるもの

とする。また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っているこ

とが判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対

象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は県に連絡するものと

する。 

     町は、県に被害状況等の報告ができない場合は、消防庁（応急対策室）に直接報告を 

行うほか、119番通報が殺到した場合等には、町から県に加えて直接消防庁（応急対策室）

にも報告を行うものとする。 

 

※資料編参照 【資料 18 災害状況受付票・集計表】 

※資料編参照 【資料 19 福岡県災害調査報告実施要綱】 
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第５節 災害広報計画【情報収集広報班】 

災害時において、住民及び報道機関に対し、被害状況、その他災害状況を迅速かつ的確に周

知させることは、人心の安定と社会秩序の維持を図る上で必要である。 

 

１．住民への広報 
総務対策部情報収集広報班は、各対策部から資料を集め編集作成し、広報活動を行うもの

とする。広報事項は、あらかじめ災害対策本部長の承認を得て、広報担当（総務対策部長及

び情報収集広報班長）が行う。なお、広報活動に当たっては、要配慮者に配慮した広報の実

施に努めるものとする。 

（１）広報の内容 

災害広報は、時期に配慮し、適切な内容の広報を行う。 

ア．災害に関する注意報・警報・特別警報及び指示等に関すること。 

イ．避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の指示に関すること。 

ウ．災害時における住民の心構えに関すること。 

エ．自主防災組織等に関する活動実施要請に関すること。 

オ．災害応急対策実施の状況及び復旧の見通しに関すること。 

カ．電気・ガス・水道・燃料等の供給に関すること。 

キ．安否情報に関すること。 

ク．指定避難所の設置に関すること。 

ケ．応急仮設住宅の供与に関すること。 

コ．炊き出し等食品の供給に関すること。 

サ．飲料水・生活必需品の供給に関すること。 

シ．物価の安定等に関すること。 

ス．その他必要な事項 

（２）広報の方法 

町はあらゆる媒体を活用して広報に努めるものとする。 

ア．広報車 

イ．防災無線 

ウ．ＨＰ・メール・電話・ＦＡＸ 

エ．テレビ・ラジオ 

オ．公共掲示板・広報紙・チラシ 

カ．その他活用できる媒体 

（３）指定緊急避難場所、指定避難所での広報活動 

指定緊急避難場所及び指定避難所では、災害時に情報が不足する傾向があるため、ボ

ランティア、避難所運営組織等と連携を保ち、情報の混乱が生じないよう特に留意して

対応する。特に指定緊急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紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情

報提供に努める。 

また、情報の入手が困難な要配慮者に十分配慮するものとする。 

 

２．報道機関への対応 
（１）放送の要請 

町は、放送局を利用することが適切と考えるときは、やむを得ない場合を除き、県を

通じて放送の要請を行うものとする。 

また、次のいずれの事項にも該当し、緊急に住民に周知する必要があるときは、緊急

警報放送を要請するものとする。 

ア．事態が切迫し、避難勧告、命令や警戒区域の設定等についての情報伝達に緊急を

要すること。 

イ．通常の町の伝達手段では対応困難で、伝達のための特別の必要があること。 
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緊急警報放送要請先（原則として県を窓口とする。） 

ＮＨＫ福岡放送局 

電話 092-741-7557 / 092-741-4029 / 78-982-70（県防災行政無線電話） 

FAX 092-781-4270 / 092-771-8579 

 

（２）情報提供 

避難勧告等の情報については、福岡県災害緊急情報自動配信システムを活用し、放送

事業者へ迅速な情報提供を行う。また、必要があれば、プレスルームを役場内会議室に

設置し、報道機関に対して災害情報の提供を行う。その際の責任者は災害対策本部長と

する。 
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第６節 避難計画【総務班、情報収集広報班、厚生救援部】 

災害のため、現に身体・生命が危険な状態にある場合、これらの者を保護するため、安全な

場所に避難させ、また、屋内での待機その他の避難のための安全確保に関する措置（以下「安

全確保措置」という。）をとらせるための計画である。 

 

１．実施責任者 
緊急避難の必要を認めた場合、次の者は避難の勧告・指示等を発令することができる。 

町  長 

住民の生命及び身体を災害から保護し、その他災害

の拡大を防止するため、特に必要があると認めると

き、その地域の住民に対し避難の勧告・指示をする

とともに避難先を指示する。また、避難のための立

ち退きを行うことにより、かえって人の生命又は身

体に危険が及ぶおそれがあると認めときは、その地

域の居住者等に対し、安全確保措置を指示する。 

災害対策基本法 

第 60条第１項、 

第３項 

警 察 官 

町長から要求があったとき又は町長が避難のための

立ち退き若しくは安全確保措置を指示することがで

きないと認めるとき。 

生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大

な損害を及ぼすおそれがあり、特に急を要する場

合。 

災害対策基本法 

第 61条第１項 

警察官職務執行法 

第４条第１項 

自 衛 官 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官においては、危

険な事態が生じ、かつ警察官がその場にいないと

き。 

自衛隊法 

第 94条第１項 

水防管理者 

洪水等により著しい危険が切迫していると認められ

るとき、必要と認める区域の住民に対して立ち退く

べきことを指示することができる。 

水防法 

第 29条 

 

２．避難の勧告・指示等の基準 
 考え方 発令時の状況 住民に求める行動 

避難準備・高齢

者等避難開始 

○避難を要する状況に

なるおそれがあるこ

とを知らせるもの 

○避難勧告や避難指示

（緊急）を発令する

ことが予想される場

合 

○避難行動要支援者

等、特に避難行動に

時間を要する者が避

難行動を開始しなけ

ればならない段階で

あり、人的被害の発

生する可能性が考え

られる状況 

○避難行動要支援者

等、特に避難行動に

時間を要する者は、

予想される災害に対

応した指定緊急避難

場所へ避難する（避

難支援者は支援行動

を開始） 

○上記外の者は、避難

準備を整えるととも

に、防災気象情報等

に注意を払い、自発

的に避難を開始する

ことが望ましい 

避難勧告 

○その地域の居住者等

に対し、避難を拘束

するものではない

が、居住者等がその

○通常の避難行動がで

きる者が避難行動を

開始しなければなら

ない段階であり、人

○通常の避難行動がで

きる者は、予想され

る災害に対応した指

定緊急避難場所へ避
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勧告を尊重すること

を期待して、避難の

ための立ち退きを進

め、又は促すもの 

○災害による被害が予

想され、人的被害が

発生する可能性が高

まった場合 

的被害の発生する可

能性が明らかに高ま

った状況 

難する 

○指定緊急避難場所へ

の避難がかえって命

に危険を及ぼしかね

ないと自ら判断する

ときは、近隣の安全

な場所への避難や、

屋内安全確保を行う 

避難指示(緊急) 

○被害の危険が目前に

切迫している場合等

に発するものであ

り、勧告よりも拘束

力が強く、居住者等

を避難のために立ち

退かせるもの 

○災害が発生するなど

状況が更に悪化し、

人的被害の危険性が

非常に高まった場合 

○前兆現象の発生や現

在の切迫した状況か

ら、人的被害の発生

危険が非常に高いと

判断された状況 

○堤防の隣接地等、地

域の特性等から人的

被害の発生危険が非

常に高いと判断され

た状況 

○人的被害が発生した

状況 

○未だ避難していない

対象住民は、予想さ

れる災害に対応した

指定緊急避難場所へ

緊急に避難する 

○指定緊急避難場所へ

の避難がかえって命

に危険を及ぼしかね

ないと自ら判断する

ときは、近隣の安全

な場所への避難や、

屋内安全確保を行う 

安全確保措置 

○指定緊急避難場所へ

の避難ではなく屋内

安全確保又は近隣の

安全な場所に避難さ

せるもの 

○災害の拡大により危

険が切迫し、かつ、

夜間や激しい降雨時

など避難路上の危険

箇所の把握が困難な

場合等に避難を行う

ことが、かえって危

険な状況 

○自宅又は近隣の２階

以上の場所など安全

な場所へ避難し、身

の安全を確保する 

避難勧告等の発令等は、本計画のほか「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」により行うもの

とし、発令に当たっては、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難勧告等を夜間に発

令する可能性がある場合には避難行動をとりやすい時間帯における避難準備・高齢者等避難開始

の発令に努めるものとする。 

特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてか

ら災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める

ものとする。 

また、災害の状況に応じて避難勧告等を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣の

より安全な建物等への避難や「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるように努

めるものとする。 

３．県に対する報告 
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)又は安全確保措置を災害対策本

部長が発令したときは、総務対策部は、発令者・発令の理由・避難の対象区域・発令日時・

避難対象世帯及び人員数・避難先を明らかにし、記録するとともに直ちに県に対し報告する

ものとする。 

 

４．関係機関への連絡 
総務対策部は、災害対策本部長が避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊

急)若しくは安全確保措置を発令したとき、又は警察官等から勧告・指示等を行った旨の通

報を受けたときは、総務対策部は次の要領により関係機関等に対し連絡するものとする。 

（１）県の出先機関、消防本部、警察署等に連絡し協力を得る。 

（２）町内の避難場所として利用する学校等施設の管理者、区長及び自主防災会長に対し至
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急連絡し、協力を得る。 

（３）福祉施設、保育園等の避難行動要支援者となり得る施設に連絡し協力を得る。 

（４）広域避難のため隣接市の施設を利用したい場合又は誘導経路によって協力を求めなけ

ればならない場合は、隣接市に対し協力を得る。 

 

５．伝達の方法 
避難の勧告・指示、安全確保措置の指示等を行ったとき、又はその通知を受けたときは、

防災無線、電話、ＨＰ、メール、広報車、警鐘、サイレン等をもって周知徹底させる。この

場合において、危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫するとともに、その対象者を明確

にし、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達するなどにより住民の積極的な避

難行動の喚起に努めるものとする。また、情報の伝わりにくい避難行動要支援者への伝達に

配慮するものとする。 

 

６．指示伝達事項 
住民に伝達する事項又は避難上の注意事項は、下記の内容とする。 

（１）避難又は安全確保措置を要する理由 

（２）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)又は安全確保措置の対象地

域 

（３）避難勧告等の場合の避難先とその場所 

（４）避難勧告等の場合の避難経路 

（５）注意事項 

ア．避難後の戸締り 

イ．家屋の補強、家財等の流出防止 

ウ．必要最小限の携帯品の持参 

エ．避難者は避難秩序を乱すことなく避難員の指示に従い、相互に助け合い冷静に避

難しなければならないこと。 

 

７．指定緊急避難場所・指定避難所及び避難誘導・移送 
（１）指定緊急避難場所及び指定避難所 

指定緊急避難場所及び指定避難所の開設は、原則的に町長の指示により行う。 

指定緊急避難場所及び指定避難所の開設に当たっては、災害の状況に応じ、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。 

また、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとする。必要に応じて、あらかじ

め指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の上、管理者の同

意を得て指定避難所の開設を行う。さらに、要配慮者に配慮して、被災地外の地域にあ

るものを含め、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に

努めるものとする。 

（２）避難方法 

ア．避難者の誘導に当たっては、次の事項に留意して行われなければならない。 

避難の誘導は、可能な限り指示者があらかじめ避難路の安全を確認し避難させる。 

また、避難行動要支援者を優先的に避難させる。なお、避難行動要支援者の誘導

は地域支援者が中心となり、厚生救援部、消防本部及び消防団と協力して行う。 

イ．移送 

被災者の生命の安全を図るため、移送を要するときは、車両・ヘリコプター等を

借上げて移送する。 

 

８．指定避難所の運営 
（１）運営の担当者 

指定避難所の運営は、避難所派遣職員が担当するが、避難者の取りまとめや運営等は、
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避難者の代表者と連携を取り、自主運営の形態で行うことを原則とする。 

また、自主防災組織、ボランティア等と協力して運営を行う。 

（２）運営事項 

ア．指定避難所を設置した場合は避難者名簿を作成し、その名簿により避難人員、傷

病者の有無、その他必要な事項を確認し、必要事項を災害対策本部長に報告すると

ともに、食料品、飲料水、生活必需品、学用品等の要供給数の把握を行う。この場

合において、指定避難所で生活せず食事のみ受け取りに来ている被災者等の情報の

把握も行う。 

イ．避難所派遣職員は避難状況を名簿等により定期的に総務対策部へ報告する。 

ウ．指定避難所においては掲示板等を通じて逐次避難者に情報を伝達する。 

エ．避難所派遣職員は、食料品、飲料水、生活必需品、学用品等を受け取ったときは、

受払簿に記入し、自主防災組織及び災害ボランティア等と協力し、避難者に分配す

る。 

オ．必要に応じて医療救護班の避難所への派遣を依頼し、検診等を実施する。 

     カ．民生委員児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者が把握してい 

      る要配慮者の居場所や安否の情報についても収集するよう努めるものとする。 

     キ．指定避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等について、 

避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の 

協力が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の市町村に対して協力を求め 

るものとする。 

（３）避難長期化への対応 

避難の長期化に備え、次の対策を実施する。 

ア．長期化対策 

①行政区単位等でグループ分けを行うとともに、居住区域をできる限りパーテー

ション等で仕切りプライバシーを確保する。 

②防犯に努めるほか、避難者の精神安定に配慮する。 

③衛生管理（医療、風呂、トイレ、清掃、ごみ等）を徹底させる。 

④男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 

イ．要配慮者対策 

①社会福祉施設等への移送及び指定避難所滞在者に対しては、要配慮者優先の徹

底を図る。 

②ボランティアによる健康診断や相談業務、介助等の協力を行う。 

③避難スペースの優先的割当て、福祉仮設住宅への入居を行う。 

上記対策に加え、救護所の設置、健康状態や栄養摂取状況の把握・改善指導・相談の

実施、仮設トイレの確保、暑さ寒さ対策、入浴・洗濯対策・食品衛生対策、感染症対策、

心の相談の実施等に努めるとともに、必要な措置を講じることができるよう実施状況及

び頻度等を把握するものとする。また、必要に応じ、指定避難所敷地周辺に愛護動物の

ためのスペースの確保に努めるものとする。 

（４）指定避難所の閉鎖へ向けた対応 

災害の規模に鑑みて、必要に応じて応急仮設住宅の迅速な提供、民間賃貸住宅及び空

き家等利用可能な既存住宅の斡旋及び活用を行うなど、指定避難所の早期の縮小・閉鎖

を考慮した運営を行うものとする。 

 

９．指定避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮 
やむを得ない理由により指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な

生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報提供等、生活環境の整備に必要な措置

を講じるものとする。 

 

 

※資料編参照 【資料 20 避難者名簿・避難者台帳・集計表・集計表（報告用）】 
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第７節 応援要請計画【総務対策部】 

１．他機関に対する応援要請 
各対策部長は、他機関に応援協力を要請する必要が生じた場合は、総務対策部長に連絡す

るものとする。 

総務対策部長は直ちに本部会議を招集し、要請を協議の上、災害対策本部長が決定するも

のとするが、そのいとまがない場合は直接、災害対策本部長が決定するものとする。 

（１）県内市町村又は県に対する応援要請 

災害対策本部長は、自らの力のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することが

できない場合は、災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定又は災

害対策基本法第 68条に基づき、他市町村又は県に対し応援を要請するものとする。 

（２）福岡県消防相互応援協定に基づく応援要請 

災害対策本部長は、自らの消防力のみで対処できないと判断した場合、福岡県消防相

互応援協定に基づき、消防機関に対し応援を要請するものとする。 

【応援消防機関の活動拠点候補地】 

名 称 所 在 地 施設管理者 連絡先 

みんなの広場 大角 648-1 教育委員会 0944-32-1013 

道の駅おおき 横溝 1331-1 
株式会社クリエ

イティブおおき 
0944-78-2472 

 

（３）緊急消防援助隊に対する応援要請 

災害対策本部長は、県内外の応援協定による消防力では災害に対応できない場合は、

県知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援助隊の出動を要請することができる。 

緊急消防援助隊の応援要請を行った場合には、福岡県緊急消防援助隊受援計画（平成

29 年３月策定）に基づき、緊急消防援助隊が円滑に活動できるよう次の体制の確保を図

る。 

ア．情報提供 

イ．通信運用 

ウ．集結及びヘリコプター離着陸予定場所 

エ．補給体制 

オ．宿営地 

 【宿営候補地】 

名 称 所 在 地 施設管理者 連絡先 

みんなの広場 大角 648-1 教育委員会 0944-32-1013 

 

（４）九州地方整備局に対する応援要請 

災害対策本部長は、町内の国土交通省所管施設の応急対応に対し、自らの力のみでは

十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合は、大木町における大規模

な災害時の応援に関する協定書に基づき、九州地方整備局筑後川河川事務所に対し応援

を要請するものとする。 

 

２．自衛隊に対する災害派遣要請依頼 
（１）派遣要請依頼の基準 

ア．天災地変その他災害に際して人命又は財産保護のため緊急に必要であり、かつ自

衛隊以外の機関では対処することが困難であると認められるとき。 

イ．災害の発生が迫り予防措置が急を要する場合で自衛隊の派遣以外に方法がないと

認められるとき。 

（２）災害派遣要請の要領等 

ア．派遣要請方法 
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災害対策本部長が自衛隊の災害派遣を要請する場合は、次の事項を明らかにし、

電話又は口頭をもって県（県防災危機管理局）に要請を依頼し、後に速やかに文書

を提出するものとする。この場合において、災害対策本部長は必要に応じて、その

旨及び町内の災害の状況を自衛隊に通知するものとする。 

①災害の状況及び派遣を要請する理由 

②派遣を必要とする期間 

③派遣を希望する区域及び活動内容 

④その他参考事項（作業用資材・宿舎の準備等） 

（緊急通知） 

通信の途絶等により知事に依頼できない場合は、その旨及び災害の状況を自衛

隊に通知することができる。その後、速やかに知事にその旨を通知しなければな

らない。 

イ．担当の対策部及び要請先 

自衛隊の要請の依頼は総務対策部が行い、県の連絡関係書類の提出先は、県災害

対策本部（防災危機管理局）に行う。 

ウ．派遣部隊の受入態勢 

知事から派遣の通知を受けたときは、次により措置する。 

①派遣部隊の宿泊所・車両器材等の保管場所の確保 

②派遣部隊及び県との連絡調整用の職員の指名 

③応援を求める作業の内容・所要人員・器材の確保・その他について計画を立て、

部隊の到着と同時に作業できるよう準備をする。 

④派遣部隊が到着した場合は、目的地に誘導するとともに、部隊の責任者と作業

計画について協議の上、措置する。 

⑤総務対策部は、部隊到着後及び必要に応じて、次の事項を県に連絡する。 

・派遣部隊の長の官職名 

・部隊数 

・到着日時 

・従事している作業の内容及び進歩状況 

・その他参考となる事項 

エ．派遣部隊の撤収要請 

災害対策本部長は、災害派遣要請の目的を達成したとき、又はその必要がなくな

ったときは、派遣部隊の撤収要請を速やかに文書でもって、知事に対し依頼するも

のとする。 

【要請先】 

要 請 先 電話番号 ＦＡＸ番号 
県防災 

行政無線番号 

県防災 

ＦＡＸ番号 

県防災危機管理局 
092-641-

4734 
092-643-3117 

78-700-7021 78-700-

7390 

自 衛 隊 

（陸上自衛隊第４高射

特科大隊久留米駐屯

地） 

0942-43-

5391 
0942-43-5391 

  

（注）自衛隊については、県に要請できない場合に通報する。 

【災害派遣部隊の活動拠点候補地】 

名 称 所 在 地 施設管理者 連絡先 

大木町役場駐車場 八町牟田 255-1 町 0944-32-1013 

木佐木小学校グラウンド 八町牟田 623 教育委員会 0944-32-1021 

道の駅おおき 横溝 1331-1 
株式会社クリエ

イティブおおき 
0944-78-2472 
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３．自衛隊の支援活動の内容 
支援活動の内容は、次のとおりである。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）被災者の捜索救助 

（４）水防活動 

（５）消火活動 

（６）道路又は水路の応急啓開 

（７）応急医療、救護及び防疫 

（８）人員及び物資の緊急輸送 

（９）炊飯又は給水の支援 

（10）危険物の保安及び除去 

（11）その他 

 

４．経費の負担区分 
派遣部隊が活動に要した経費のうち、次に掲げるものは町の負担とする。ただし、２以上

の地域にわたる場合は、関係市町と協議して負担割合を定めるものとする。 

（１）派遣部隊が連絡のため、宿泊施設に設置した電話の設置費及び通話料金 

（２）派遣部隊が宿泊のために要した宿泊施設借上料、電気料及び水道料 

（３）宿泊施設の汚物の処理料金 

（４）活動のため現地で調達した資機材の費用 

（５）その他必要な経費については、事前に協議するものとする。 

 

５．臨時ヘリポートの設置 
（１）災害に際し、ヘリコプターを要請した場合の応急ヘリポートを次の場所に設置する。 

名  称 所 在 地 施設管理者 連 絡 先 

大溝小学校グラウンド 前牟田 735 教育委員会 0944-32-1114 

木佐木小学校グラウンド 八町牟田 623 教育委員会 0944-32-1021 

大莞小学校グラウンド 奥牟田 250 教育委員会 0944-32-1504 

大木中学校グラウンド 上八院 1234 教育委員会 0944-32-0493 

大木町運動公園グラウンド 上牟田口 128-1 教育委員会 0944-32-2973 

  新たに臨時ヘリポートを選定した場合、防災計画に定めるとともに、県に報告（略図添 

付）する。 

（２）機種に応ずる発着点付近の基準 

ＯＨ－6Ｄ（小型ヘリ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着陸点 

 Ｈ 

５m 

５m 30m 
着陸帯 

30m 
進入角 10° 10° 

450m 

無障害物空間 
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ＵＨ－１Ｊ（中型ヘリ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＨ－60ＪＡ（中型ヘリ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＨ－47Ｊ（超大型ヘリ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１ 着陸点とは、安全、安易に接地できるように準備された地点をいう。 

２ 着陸帯（無障害地帯）とは、発着に障害とならない地帯をいう。 

３ この基準は、気候、湿度、気圧、風向、高度等天候の条件により変動する。 

４ 全方向進入とする場合は、着陸帯の形状を円形とすることができる。 

（３）標示 

ア．上空から確認し得る風の方向を標示する旗又は発煙筒を離着陸地点から約 50ｍ離

れた位置に設置する。 

イ．着陸地点には、石灰等を用いて直径７ｍ以上のΘの記号を標示する。なお、積雪

時は墨汁、絵の具等明瞭なもので行う。 

着陸点 

 Ｈ 

６m 

６m 36m 
着陸帯 

36m 
進入角 ８° ８° 

450m 

無障害物空間 

着陸点 

 Ｈ 

12m 

12m 40m 
着陸帯 

40m 
進入角 ８° ８° 

450m 

無障害物空間 

 Ｈ 

着陸点 

着陸帯 

進入角 ６° ６° 

無障害物空間 

450m 

20m 

100m 

20m 100m 
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（４）危険防止の処置 

ア．離着陸時は、風圧等により危険であるので場内にいる者を排除する等の立入禁止

措置をとる。 

イ．離着陸地点付近は、平坦で回転翼の回転によって砂塵等が上がらない場所を選定

し、物品等異物を放置しない。また、砂塵が舞い上がる場合は散水する。 

ウ．安全上の監視員を配置する。 

エ．着陸したヘリコプターから隊員が降りて合図するまでは、絶対に近づかないこと。 

 

（５）地上と陸上自衛隊航空機との交信方法 

ア．地上から航空機に対する信号の種類 

旗の色別 事 態 事態の内容 希望事項 摘  要 

赤 旗 
緊急事態 

発生 

人命に関する非常

事態（患者又は緊

急に手当を要する

負傷者）が発生し

ている。 

緊急着陸又は隊員

の降下を請う。 

旗の規格は１辺１

ｍの正方形の布を

用い、上空から見

やすい場所で旗面

が航空機から判明

しやすい角度で大

きく振るものとす

る。 黄 旗 
異常事態 

発生 

食料又は飲料水の

欠乏等、異常が発

生している。 

役場又は警察官に

連絡を請う。 

できれば通信筒を

つり上げてもらい

たい。 

青 旗 異常なし 
別段の異常は発生

していない。 

特に連絡する事項

はない。 

 

イ．地上からの信号に対する航空機の回答要領 

事 項 信    号 

了   解 翼を振る（ヘリコプターの場合は機体を左右交互に傾斜させる） 

了解できず 蛇行飛行（機首を左右交互に向ける） 

 

ウ．航空機から地上に対する信号要領 

事 項 信号 信号の内容 

投 下 急降下 
物資又は信号筒を投下したい地点の

上空で急降下をくり返す。 

誘 導 

旋回等で捜索隊又は住民の注意を

喚起した後、誘導目的地点に向い

直線飛行し、目的地上空で急降下

をくり返す。 

ある地点で異常を発見し、その地点

まで地上の人員を誘導したい場合に

行う。 

督 促 連続旋回 
地上からの信号等通信事項を求める

際に行う。 

 

エ．地上にヘリコプターの着陸を希望する際は、その希望地点を直径７ｍ以上のＨを

図示し、風向を吹流し、又はＴ字形（風向→├）で明確に示すものとする。 

 
※資料編参照 【資料４ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定・実施要領】 

※資料編参照 【資料５ 災害時相互応援連絡表・要請依頼文書】 

※資料編参照 【資料６ 県への応援要請文書】 

※資料編参照 【資料７ 福岡県消防相互応援協定書】 

※資料編参照 【資料８ 福岡県消防相互応援協定覚書】 

※資料編参照 【資料９ 消防相互応援要請様式】 
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※資料編参照 【資料 10 国土交通省九州地方整備局との大規模災害時応援協定書】 

※資料編参照 【資料 21 自衛隊災害派遣要請依頼文書・要請報告】 
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第８節 水防計画【総務班】 

この計画は、洪水、雨水出水又は高潮による水害を警戒し、これによる被害を軽減するため、

特に必要な事を定めておくものとする。 

（大木町水防計画書を参照のこと） 
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第９節 災害救助法適用計画【総務対策部、厚生救援部、各部】 

１．災害救助法の適用基準 
本町における災害救助法適用基準は、次のいずれかに該当する場合である。 

（１）町の区域内の住家滅失世帯数が 40世帯以上であるとき。 

（２）県の区域内の住家滅失世帯数が、2,500世帯以上であって、町における住家滅失世帯数

が 20世帯以上に達したとき。 

（３）県の区域内の住家滅失世帯数が、12,000 世帯以上である場合又は災害が隔絶した地域

に発生したものである等により、被災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こと。 

（４）多数の者が生命若しく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、

内閣府令で定める基準に該当すること。 

備  考 ①「滅失世帯」とは、住家が全壊（全焼・全流失）した世帯であるが、住

家が半壊・半焼する等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床

上浸水・土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態とな

った世帯は３世帯をもって、それぞれ１世帯とみなす。 

②「世帯」とは生計を一にしている実際の生活単位とする。 

 

２．災害救助法の適用手続 
（１）町域内の災害による被害の程度が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込み

がある場合は、直ちにその旨を県知事に情報提供し、法の適用について協議する。 

（２）災害の事態が急迫して、県知事による救助の実施を待つことができないときは、法に

よる救助に着手し、その状況を速やかに県知事に情報提供するものとする。 

 

３．救助業務の実施者 
災害救助法の適用後の救助業務は、県知事が実施者となるが、救助を迅速に行うため必要

があると認めるときは、救助の実施に関する事務の一部を災害対策本部長が行うものとする。

また、その他の救助実施についても、県知事が行う救助を補助するものとする。 

 

４．救助の内容 
法による救助の種類は、次のとおりである。 

（１）避難所（応急仮設住宅を除く。）の供与 

（２）炊き出し、その他による食品の供与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具、その他生活必需品の供与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）災害にかかった者の救出 

（６）災害にかかった住宅の応急処理 

（７）学用品の供与 

（８）遺体の捜索及び処理・埋葬 

（９）災害により日常生活に著しい支障を及ぼしている障害物の除去 

（10）応急仮設住宅（借上型仮設住宅）の供与 
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第10節 消防計画【総務班、消防機関】 

この計画は、各種災害時における消防計画に関する必要な事項を定め、災害の防御及び被害

の軽減を図ることを目的とする。 

 

１．消防組織の構成 
大木町消防団と消防本部は連携して、必要な消防活動に当たる。 

 

２．消防活動の実施 
（１）危険区域の消防活動 

木造建築物又は危険物施設等の密集地域で、延焼の拡大性が極めて大きく、あるいは

消防活動上悪条件を伴う危険区域においては、火災の状況に応じて防御部隊を増強し、

延焼防止に努める。また、別に予備部隊を編成待機させ、風向き、風速の変化による不

測の事態に備えるものとする。 

（２）異常時の消防活動 

平均風速が 10ｍを超える強風下の火災は、風速に比例して延焼速度を増し、火粉の発

生により飛火延焼の可能性が強く、風下へ一方的に延焼し、防御活動は極めて困難であ

る。このことから、火勢の状況を把握することに努め、主流に対して側面挟撃の態勢を

もって防圧に当たり、風下方面は、事前注水部隊及び飛火警戒部隊をもって延焼防止に

努め、また、風位の変化による延焼方向の変化に備えるため、別に予備部隊を編成して

待機させるものとする。 

（３）災害時における応援要請 

大規模な災害が発生した場合、災害対策本部長は必要に応じて「福岡県消防相互応援

協定」に基づき、他の市町村に対して消防応援を求めるものとし、応援要請を行った場

合はその旨を知事に対し報告する。また、消防応援協定締結市町村の応援を得ても、な

お災害が拡大するおそれがある場合は、知事に対し応援を要請する。 

（４）警察機関との連絡調整 

災害における消防機関と警察機関との連絡を密にし、その連絡調整を図るものとする。 

 

３．消防団の活動 
消防団は災害時には、次のような活動を行うものとする。 

（１）出火防止 

ア．住民に対し、出火防止の広報を行う。 

イ．出火時には、住民の協力を得て、初期消火に努める。 

（２）消火・救急活動 

ア．火災時には、消防本部と協力の上、消火活動を行う。 

イ．火災のおそれがない場合は、救急救助活動を行う。 

（３）避難誘導 

ア．避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)が出された場合は、

住民に伝達するとともに、関係機関と連携し、避難誘導を行う。 

 

※資料編参照 【資料７ 福岡県消防相互応援協定書】 

※資料編参照 【資料８ 福岡県消防相互応援協定覚書】 

※資料編参照 【資料９ 福岡県消防相互応援要請様式】 
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第11節 救出計画【総務班、厚生救援部、消防機関】 

災害のため生命・身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者に対する捜索又は

救出、保護を行うための計画である。 

 

１．救出対策 
被災者の救出対策は、本部開設中は厚生救援部が行い、通常の場合は総務課が当たるもの

とする。救出活動は、消防機関が主体となり、状況に応じた作業を実施するものとする。 

 

２．連携協力 
通報を受けた町の消防機関は、直ちに救出活動を開始するとともに、警察に連絡し、厚生

救援部・消防機関・警察の三者は、相互に連絡を取り合い協力して救出に当たるものとする。 

 

３．救出を必要とする場合 
（１）災害により現に生命・身体が危険な状態にある者で、次のような場合 

ア．火災時に火中に取り残された場合 

イ．倒壊家屋の下敷きになった場合 

ウ．流出家屋及び孤立した所に取り残された場合 

エ．その他救出を必要とする場合 

（２）災害により生死不明の状態にある者で、次のような場合 

ア．行方不明の者で、諸般の情勢から生存していると推定される場合 

イ．行方はわかっているが生存しているかどうか、明らかでない場合 

 

４．傷病者の搬送 
（１）救出した負傷者は、応急処置を施した後、救護所へ引き継ぐか車両等を使用して医療

機関に搬送する。 

（２）傷病者の救急搬送は、救命処置を要する者を優先とする。 

（３）搬送は、消防団、町所有の車両等を使うほか、必要に応じて自衛隊等のヘリコプター

を要請し行う。 

（４）災害の状況等を判断し、安全で活動容易な場所に現場救護所を設置し、救出隊、医療

救護班と連携を図り救護活動を行う。また、救護能力が不足する場合は、救護所、医

療機関への輸送力を強化し、効率的な活動を行う。 
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第12節 医療及び助産計画【救助班】 

災害のため医療機関の機能が停止し、又は著しく不足しあるいは混乱したために、被災地の

住民が医療の途を失った場合に、応急的に医療又は助産を実施するための計画である。 

 

１．実施責任者 
災害対策本部長が主体となり関係機関の協力を得て、被災者に対する医療・助産の実施を

行うことになるが、災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として行い担当は厚生

救援部が当たるものとする。 

 

２．医療及び助産の対象者 
医療及び助産の対象者は、医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のために医

療の途を失った者及び災害発生の日前後１週間以内の分娩者で、災害のため助産の途を失っ

た者である。 

 

３．医療救助の範囲 
（１）診察 

（２）薬剤又は治療材料の支給 

（３）処置・手術・その他の治療及び施術 

（４）病院又は診療所への受入れ 

（５）看護 

 

４．医療救助の期間 
災害救助法が適用された場合、災害発生の日から 14 日以内とする。ただし、特別の事情

がある場合は、内閣総理大臣の承認を得て延長することができる。 

 

５．助産救助の範囲 
（１）分娩の介助 

（２）分娩前後の処置 

（３）脱脂綿・ガーゼ・その他衛生材料の支給 

 

６．助産救助の期間 
災害救助法が適用された場合、分娩の日から７日以内とする。ただし、特別の事情がある

場合は、内閣総理大臣の承認を得て延長することができる。 

 

７．医療及び助産の方法 
医療及び助産に関する事務、連絡調整等は、原則として救護班が行う。 

（１）医療情報の収集 

県及び医師会等と連絡体制を密にし、医療施設の被害状況、医薬品・医療器具等の需

給状況等の医療情報を収集する。 

（２）災害医療派遣チーム・医療救護班等の出動 

災害対策本部長は、必要に応じ、大川三潴医師会に対し、災害医療派遣チーム・医療

救護班の出動を要請する。 

大川三潴医師会は、要請に応じて災害医療派遣チームを災害現場若しくは医療救護所

に派遣し、又は医療救護班を避難所に派遣するものとする。また、大川三潴医師会が緊急

やむを得ないと認めるときは、要請を待たずに災害医療派遣チーム又は医療救護班を派遣

することができる。 
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災害対策本部長は、大川三潴医師会の協力を得ても医療救護活動者が不足し、対応で

きない場合は、近隣市町のほか、県に医療救護活動者の派遣及び後方医療活動等を要請

する。 

（３）医療救護所の設置 

安全で活動容易な場所に医療救護所を設置する。 

（４）災害医療派遣チーム・医療救護班の編成 

大川三潴医師会は、災害医療派遣チーム・医療救護班の編成について、あらかじめ計

画等により定めておくものとする。 

（５）重傷者の受入れ 

救助班は、医師会等と連携し、救護所から搬送される重傷病者を受入れできる医療機

関を確保する。町内の医療機関で受入れが困難な場合は、町外の病院及び近隣の災害拠

点病院等後方搬送医療機関に受入れる。 

また、重症患者を町外にヘリコプターで後方搬送する必要が生じた場合には、県、自

衛隊等に対し、受入施設の確保とヘリコプターの派遣を要請する。 

（６）医薬品の確保 

原則として、医薬品販売業者から町が調達するものとするが、不足する場合は、薬剤

師会又は医師会が保有する医薬品を調達する。それが困難な場合は、県を通じて業者、

他医療機関に要請する。 

 
※資料編参照 【資料 22 医師会への医療救護活動協力要請書】 

※資料編参照 【資料 23 医療機関等一覧】 
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第13節 給水計画【技術管理班】 

飲料水を確保するために給水責任者及び責任分担、協力機関を地域ごとに定めるとともに、

水道施設が損壊した場合の水源の選定、消毒、搬送給水等を定めておくものとする。 

 

１．実施責任者 
災害対策本部長が被災者の飲料水の供給について実施権限を持つものとするが、災害救助

法が適用された場合は知事の補助機関として行う。担当は、技術部が、消防団と協力して行

うものとする。 

 

２．応援の要請 
町単独で飲料水の確保、給水活動が困難と判断するときは、他の水道事業者、近隣市又は

県へ応援を要請する。 

 

３．給水活動の実施 
（１）給水の実施責任者と協力者 

給水は、技術部が県・福岡県南広域水道企業団の指示に基づき、(公社)日本水道協会

の協力を求めて実施する。 

また、補給水利ごとに実施責任者及び協力者を定めておくものとする。実施責任者に

は、技術部の職員、協力者には(公社)日本水道協会へ要請した応援部隊をもって充てる。 

（２）給水所の設置 

給水は、原則として、(公社)日本水道協会へ要請した応援部隊を中心に給水所を開設

し、拠点給水により行う。 

その候補地としては、大溝小学校・木佐木小学校・大莞小学校・大木中学校・総合体

育館前広場とする。 

また、要配慮者等の水の運搬が大きな負担になる者に対する供給に関しては、必要に

応じてボランティアに対し支援を要請する。 

（３）水の確保 

西部配水場を利用する。また、水道施設が不能になった場合、給水必要人員を考慮の

上、汚染の少ないと思われる井戸等を水源に選定し、濾水器によりろ過した後、消毒を

行う。その際には、福岡県南広域水道企業団に水質検査を依頼する。 

（４）給水の方法 

洗浄済みのカン、ポリエチレン等の容器に入れ、自動車等により搬送するものとする。 

給水所での給水は、避難所派遣職員、地区の消防団、自主防災組織等の協力を得て、

住民が自ら持参した容器により行う。不足する場合には、給水袋等を用意し、使用する。 

（５）給水量 

災害発生後３日間は、大人１人当たり、１日３リットルの飲料水を供給する。応急復

旧は約４週間で被災前と同水準の通水ができるよう務め、その間、復旧段階に応じ給水

量を増加させるものとする。 

経過日数 目標水量 住民の運搬距離 給水レベル 

3日 3ℓ/人・日 概ね １km以内 飲料水(生命維持用水) 

10日 20ℓ/人・日 概ね 250ｍ以内 飲料水、炊事・トイレ用水 

21日 100ℓ/人・日 概ね 100ｍ以内 上記＋洗濯水、指定避難所での

入浴 

28日 約 250ℓ/人・日 概ね 10ｍ以内 自宅での入浴、洗濯 

29日 通  水  被災前と同水準 
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４．優先給水施設 
救護所、病院、社会福祉施設、指定避難所を優先給水施設とし、給水タンク等で個別に給

水する。 

 

５．給水の費用及び期間 
給水のための費用及び期間については、災害救助法が適用された場合に準ずる。 
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第14節 食料供給計画【文教班】 

災害時における食料の確保や供給方法、炊き出しの方法等を定め、食料供給を迅速に行うた

めの計画である。 

 

１．食料の確保と供給 

（１）食料の確保 

文教班は、協定締結業者や近隣の製パン業者、食料加工業者、弁当業者、スーパー等

から、パン、弁当、副食品、炊き出し用の米穀、野菜等を調達するものとするが、調達

に当たっては、製パン業者、食料加工業者、弁当業者には、原則として配送を含めて依

頼を行う。 

     また、あらかじめ災害時における食料供給計画（輸送に関する計画を含む）を策定し、

被災者の食料の確保と供給に努めるものとし、必要な食料の確保ができない場合は、県

及び隣接市に対し応援を要請する。 

（２）食料の供給 

ア．効率的な供給実施のため原則として指定避難所で行う。この場合、要配慮者（高

齢者、乳児、食事管理を要する者等）に対し優先的に実施する。 

イ．避難所運営職員が自主防災組織及びボランティア等の協力を得て供給を行う。 

（３）供給対象者 

ア．指定緊急避難場所、指定避難所の避難者 

イ．住家に被害を受けて炊事のできない者 

ウ．旅行者等で現に食を得ることができない状態にある者 

エ．通常の配給機関が一時的に麻痺し、主食の配給が受けられない者 

オ．災害応急対策等に従事する者 

事態がある程度落ち着いた段階では、給食対象者を指定避難所の避難者に限定し、給

食需要の明確化を図るものとする。 

 

２．炊き出しの計画 
（１）炊き出し実施の責任者 

被災者に対する炊き出しは、文教班が当たるものとする。ただし、災害救助法が適用

された場合の被災者に対する炊き出し及び食料品の給与は、知事の補助機関として行う。 

（２）炊き出しの方法及び各種の協力団体 

炊き出しは、必要に応じ自主防災組織及びボランティア等に協力を求め、給食施設等

既存の施設が使用可能な場合は既存施設を利用して行う。また、自主防災組織は、必要

に応じて自ら炊き出しを行う。 

ア．現場責任者 

炊き出しの現場には、責任者を配置しておくものとする。 

責任者はその実態に応じ混乱が起こらないように指導するとともに、関係事項を

記録しておくものとする。現場責任者には厚生救援部より指名するが、必要に応じ

他の対策部から応援を求めて現場責任者に指名する。 

イ．献立 

炊き出しを行う場合、献立は栄養価、アレルギー等を考慮しなければならないが、

被災の状況により食品等が確保されるまでの間は、握り飯と漬物、カン詰め等の副

食物等を配給するものとする。 

（３）炊き出しの応援要請 

災害対策本部長は、災害救助法による炊き出しを実施しようとするときは、災害応急

用米穀の供給申請を県知事に対し行う。 

 

 



 

 111 

（４）炊き出しの食品衛生 

炊き出しに当たっては､常に食品の衛生を心掛けるものとする。 

ア．炊き出し施設には飲料適水を供給し、必要な器具容器を確保する。 

イ．炊き出し場所に皿洗い設備及び器具類の消毒設備を設ける。食器には、ハエ・そ

の他害虫の駆除に十分留意する。 

ウ．原料は新鮮なものを仕入れ、保管にも十分留意する。 

（５）炊き出し等の費用及び期間 

費用及び期間は、災害救助法の適用された場合に準ずるものとする。 
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第15節 衣料、生活必需品等物資の供給計画【厚生救援部】 

被災者に配付する衣料、生活必需品等の確保と供給を迅速かつ確実に行うための計画であり、

特に給与又は貸与については責任分担と協力者を決めて、調達の方法、配分計画などを定め災

害時に不安・混乱を生じないよう定めておくものとする。 

 

１．実施責任者 
災害対策本部長が主体となり実施するものとするが、災害救助法が適用された場合の給与

物資の確保及び町当局までの輸送は県知事が行い、被災者に対する支給は知事の補助機関と

して災害対策本部長が実施するものとする。また、知事から委任されたとき及び知事に救助

のいとまがないときも知事の補助機関として災害対策本部長が行う。 

 

２．給与又は貸与の対象者 
災害により住居に被害（全焼・全壊・流失・半焼・半壊・床上浸水）を受けた者、生活上

必要な家財等が喪失又は毀損し、日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。 

 

３．給与又は貸与の方法 
（１）物資の購入及び配分計画の樹立 

厚生救援部は、世帯構成員別被害状況を把握し、救助物資の購入及び配分計画を作り、

給与及び貸与するものとする。 

（２）物資の調達 

物資の調達については、厚生救援部において行うが、町で調達困難な場合は、県に依

頼し調達する。 

 

４．給与又は貸与の費用及び期間等 
給与又は貸与の品目、支給基準、費用、期間については、災害救助法が適用された場合に

準ずる。 
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第16節 応急仮設住宅提供等計画【技術管理班】 

災害のため住家が全焼、全壊、流失又は半焼、半壊した場合の応急仮設住宅の建設及び供与

並びに住宅の応急的修理を行い、被災者の居住の安定を図るための計画である。 

 

１．実施責任者 
災害対策本部長が被災者に対する応急仮設住宅の建設を行うものとするが、災害救助法に

基づく場合は、知事から委任を受けたものについて、災害対策本部長が実施する。 

担当は、技術部が当たるものとする。 

 

２．応急仮設住宅の建設 
（１）応急仮設住宅の入居基準 

応急仮設住宅に入居できる被災者は、災害のため住家が全焼・全壊・流失し、自らの

資力で住宅を得ることのできない者とし、県と協議のうえ、町が入居者を選定する。こ

の場合において、要配慮者を優先するが、応急仮設住宅での生活が長期化することも想

定し、要配慮者が集中しないよう配慮する。 

（２）応急仮設住宅の建設方法 

応急仮設住宅の建設に関する計画の樹立と実施は、災害対策本部長が行う。  

災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の建設は、知事が行うが、知事により救助

事務を行うこととされた場合又は知事の実施を待つことができない場合は、災害対策本

部長が行う。 

応急仮設住宅の建設は、本部会議が検討し、技術部が実施する。 

（３）建設用地の決定 

飲料水・衛生環境・交通の利便・教育等を勘案の上、次の場所を建設候補地とする。

また、建設候補地に何らかの理由により建設できないときは、できる限り公有地を選定

する。 

候補地名 住所 面積（㎡） 

アクアス西側広場 大木町大字八町牟田 544 5,220 

みんなの広場 大木町大字大角 648-1 7,875 

若宮広場 大木町大字大角 653-1 4,131 

（４）応急仮設住宅建設等の費用期間等 

ア．規  模 １戸当たり、面積は世帯構成人員等を考慮して設定する 

            入居予定者の状況により、高齢者、障がいのある人向けの仕様にも配 

慮する。 

イ．費  用 １戸当たり、県が示す限度額以内（福岡県災害救助法施行細則） 

ウ．着工期限 災害発生の日から 20日以内 

エ．供与期間 完成の日から２年以内 

（５）応急仮設住宅の運営管理 

町は、応急仮設住宅における安全・安心の確保、入居者の心のケア、コミュニティの

形成に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする入居者の意見を反映

できるよう配慮する。  

 

３．空き家住宅の活用 
町は、民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における災害や、応急仮設住宅の建設のみ

では膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時には、民間賃貸住

宅を借り上げて供与する応急仮設住宅を積極的に活用するものとする。 

また、町は、町内の活用可能な空き家のほか、県の協力を得て、県営住宅等公的住宅、民

間賃貸住宅等の空き家情報の提供、相談に応じるものとする。 

 



 

 114 

 

４．住宅の応急修理 
（１）対象者 

災害のため住家が半焼・半壊し日常生活が営み得ない状態であり、かつ自らの資力で

は、応急修理することができない者とする。 

（２）修理の範囲 

居室・炊事場・便所等、日常生活に必要な最小限度の部分とする。 

（３）応急修理の費用期間等 

ア．費  用 １戸当たり、県が示す限度額以内 

イ．期  間 災害発生の日から１ヶ月以内 
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第17節 保健衛生計画【救助班】 

災害時における、健康・栄養相談の実施等を行い、被災者の心身等の安定を図るための計画

である。具体的な活動内容については、「南筑後地域災害時における保健活動マニュアル」及

び「福岡県災害時健康管理支援マニュアル」に準ずる。 

１．健康相談の実施 
被災者の健康状態の把握を行ったうえで指導・相談に応じるものとする。 

厚生救援部は、保健師班を編成し、必要に応じて、近隣市町及び南筑後保健福祉環境事務

所の支援を受け、次の巡回健康相談及び家庭訪問等を行う。 

（１）要配慮者に対する保健指導 

（２）指定避難所や被災家庭の生活環境の把握と改善指導、被災者の健康相談 

（３）応急仮設住宅入居者の健康・生活改善指導 

 

２．栄養相談の実施 
被災者の栄養の摂取状況の把握を行ったうえで指導・相談に応じるものとする。 

厚生救援部は、栄養士班を編成し、必要に応じて、近隣市町及び南筑後保健福祉環境事務

所の支援を受け、次の巡回栄養相談等を行う。 

（１）要配慮者に対する栄養指導 

（２）指定避難所における食事相談、共同調理、炊き出し等の指導助言 

（３）指定避難所、応急仮設住宅等の被災者等に対する栄養相談・指導 

 

３．心のケアの実施 
厚生救援部は、精神障がいのある人に対する保健・医療サービスの確保とＰＴＳＤ（心的

外傷後ストレス障害）等の精神的不安に対し、南筑後保健福祉環境事務所の支援を受けなが

ら、相談や広報を行い、必要に応じて、専門的な知識を有するＤＰＡＴ（災害派遣精神医療

チーム）の派遣等、更なる支援を要請する。 
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第18節 愛護動物の保護計画【衛生班、産業対策班】 

災害時において、飼い主が不明であったり、負傷した愛護動物の保護等及び指定避難所にお

ける愛護動物の受入れ等に関する計画である。 

１．愛護動物の保護等 
衛生班は、必要に応じて、南筑後保健福祉環境事務所、獣医師会等と協力して次のとおり

愛護動物の保護等を行う。 

（１）負傷した愛護動物の収容・治療・保管 

（２）飼い主不明の愛護動物の収容・保管 

（３）飼養困難な愛護動物の一時保管 

（４）愛護動物の飼い主や新たな飼い主探しのための情報収集、提供 

（５）愛護動物に関する相談の実施等 

 

２．飼養動物、危険動物等の管理 
衛生班及び産業対策班は、必要に応じて、南筑後保健福祉環境事務所、飼育者、関係団体

等と協力して、被災した飼養動物の保護収容、危険動物の逸走対策、人獣共通感染症予防等

衛生管理等必要な措置を講じる。 

 

３．指定避難所における愛護動物の取扱い等 
指定避難所に同行避難した愛護動物については、原則として施設屋内での飼育は認めず、

必要に応じて敷地周辺に、できる限り他の避難者の迷惑とならない場所に、飼育用スペース

を確保するものとする。この場合において、南筑後保健福祉環境事務所等と協力して、適正

な飼育方法の指導等を行い、指定避難所の生活環境の悪化の防止に努める。また、飼育用ス

ペースの確保ができない場合、不足する場合等は、保護施設への愛護動物の受入れ及び譲渡

等の調整を行う。 
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第19節 防疫及び清掃計画【救助班、衛生班】 

災害時において、被災地区が汚染され生活環境の悪化に起因する感染症の発生及びまん延を

防止するとともに環境の改善を図るための計画である。 

 

１．防疫計画 
（１）実施責任者 

災害対策本部長が責任をもって、被災地区の防疫を行うものとするが、町独自で実施

することが困難な場合は、県・他市町及び医師会等、関係機関の応援協力のもとに実施

する。 

（２）防疫及び調査班の編成 

被災地区の防疫活動を迅速かつ的確に実施するため、防疫班、調査班を編成する。 

ア．防疫班 

町は防疫実施のため、次により防疫班を編成する。 

衛生技術者（班長） １名 

作業員 ２～３名 

助手 １名 

イ．調査班 

町は調査のため必要があるときは、次により調査班を編成する。 

医  師 １名 

保健師（看護師） ２名 

助手 １名 

（３）防疫の種類及び方法 

ア．調査 

被災地区内の感染症患者の早期発見及び患者の受入れ並びに汚染地区の消毒・清

掃等環境の整備及び改善を図るため、南筑後保健福祉環境事務所の協力を得ながら

調査を実施する。 

イ．臨時予防接種 

被災地区の感染症発生を予防するため、臨時予防接種の必要がある場合は、県知

事の指示により種類・対象・期間等を定めて実施する。 

ウ．消毒方法 

衛生班は、次の要領により消毒活動を実施する。 

①浸水家屋・下水・その他不潔場所の消毒 

②井戸の消毒 

なお、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に基づく消毒や

ねずみ族・昆虫等の駆除等の措置を行う場合は、県知事の指示した地域等において

実施する。 

エ．各世帯における家屋の消毒 

町は、大雨等により床上、床下の浸水被害を受けた家屋の所有者又は居住者に対

し、必要に応じて家屋の消毒に関する衛生上の指導又は役務の提供を行う。 

オ．避難所の衛生管理及び防疫指導 

避難所は、多くの避難者を受入れ、かつ、施設の設備が応急仮設的であるため、

衛生状態が悪くなりがちで、感染症発生の原因となることが多いため、県の指導の

もと、避難所における防疫の徹底を図るものとする。 

カ．感染予防対策に関する広報活動の強化 

感染症の発生及びまん延防止のため、被災地区住民に対し、手洗いやうがいの励

行、マスク等感染防護物品の利用、消毒薬の使用方法、飲食物の取扱い上の注意等

の広報活動を強化する。 
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２．清掃計画 
被災地における、ごみの収集及びし尿の汲み取り処分、へい獣の処理等の清掃業務を適切

に実施し、環境衛生の万全を図るため定めておくものとする。 

（１）実施責任者 

災害対策本部長が被災地区における清掃業務を実施するが、実施困難な場合は、隣接

市、これによっても対応できない場合は県の応援を要請して行うものとする。 

（２）清掃の方法 

ア．ごみ収集処分 

①食品の残廃物を優先的に収集するものとする。生ごみの処分は、処理施設「く

るるん」で処理するが施設が利用できない場合は、他の可燃ごみと同様に、大

川市清掃センターで焼却処分を行うほか、必要に応じて埋め立て、露天焼却等、

環境衛生上支障のない方法で行うものとする。 

②町のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市町等に応援を要請する。 

イ．し尿の収集処分の方法 

①大規模な災害が発生し、トイレが使用不能となった場合、備蓄している仮設ト

イレのほか、リース業者等から仮設トイレを借上げ、指定避難所その他必要と

認める箇所に設置し、仮設トイレ等の重要度、使用頻度の高い施設のし尿を優

先的に収集する。 

②し尿の収集、運搬、処分に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

定める基準に可能な限り準拠し実施するものとし、収集したし尿は処理施設

「くるるん」により処理する。 

③町のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市町等に応援を要請する。 

ウ．へい獣の処理方法 

へい獣の処理は、へい獣の処理取扱場で行うことが困難な場合、適当な場所に収

集し、埋没又は焼却等の方法で処理するものとする。 

エ．がれき等処理 

①実施体制 

町は、がれき等の処理方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保し、

計画的な収集、分別、運搬及び処分を図り、がれき等の円滑かつ適正な処理を行

う。また、環境汚染の未然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置

等を講ずるものとする。 

ただし、町のみで処理が困難なときは、民間業者、他市町村の応援を得るほか、

県を通じて広域的な支援を確立する。 

損壊建物の解体を実施する場合には、解体業者、産業廃棄物処理業者、建設業

者等と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて速やかに他の地方公

共団体への協力要請を行うものとする。 

②処理方法 

・計画的な処理のため、木くず、コンクリート等材質別の全体発生量と処理量

を把握する。 

・原則として発生場所でがれき等の分別を行い、仮置場へ搬入する。 

・コンクリート等は、破砕、選別して最終処分場に運搬し、処分する。最終処 

分が困難なときは、仮置場を確保する。 

・適当な分別により、可能な限りリサイクルを行う。 

・施設の処理能力を超えるときは、仮置き場を設けて、一時保管する。 

・がれき等の処理では大気汚染等環境対策に配慮し、関係業者等に処理基準の

遵守を指導する。 
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第20節 遺体の捜索及び対策並びに火葬計画【救助班、衛生班】 

災害によって行方不明の状態にある者で周囲の状況により既に死亡したと推定される者（以

下「行方不明者等」という。）や死亡者の遺体の捜索及び死亡者の収容・対策・火葬の実施に

関する計画を定めておくものとする。 

 

１．実施責任者 
災害対策本部長が遺体の捜査及び収容埋葬を行うが、災害救助法が適用された場合の実施

は県知事の補助機関として行い、担当は厚生救援部及び技術部が警察と協力して行うものと

する。 

 

２．遺体の捜索 
（１）実施者及び方法 

遺体捜索の計画は、厚生救援部及び技術部が捜索班を編成し、警察と協力して必要な

機械器具を活用して実施する。状況により消防機関の応援及び地域住民の応援を得て実

施する。 

また、遺体を発見したときは、発見日時、場所、発見者等を記載したメモを添え、災

害対策本部及び警察署に連絡する。 

（２）応援要請等 

ア．関係市町への要請 

被災し隣接市町の応援を要する場合又は遺体が流出等により他市町に漂着してい

ると考えられる場合は、漂着が予想される市町に対し捜索の依頼を要請する。 

イ．応援の提示事項 

応援要請に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。 

①遺体が漂着していると思われる場所 

②遺体数及び氏名・性別・年齢・容貌・特徴・着衣等 

ウ．応援を要請する人数又は舟艇・器具等 

 

３．納棺用品等の確保 
遺体を収めるための棺や保存のためのドライアイスを、近隣の葬儀業者から確保する。ま

た、捜索、収容、火葬に必要な人員、遺体搬送車及び対策のための施設を確保する。 

 

４．遺体の収容、対策方法 
（１）遺体の調査、身元確認 

明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき、又は遺体がある旨の

届出を受けた場合は、警察は遺体の調査を行う。遺体の調査、身元確認等を、医師等の

協力を得て行うものとする。遺体の調査に当たっては、ＤＮＡ型鑑定資料の採取、指紋

の採取、写真撮影を行い、身元が明らかになったときは、遺体を遺族に引き渡す。 

（２）関係者への連絡 

警察による調査が終了後、遺体の身元が判明している場合は、遺族に引き渡す。また、

遺体の受取人がいないとき、又は身元不明の遺体は、死亡報告書に本籍等不明死体調査

書を添付して災害対策本部長に引き渡す。 

（３）遺体の対策 

ア．調査が終了した遺体について医師等による死因その他の医学的検査を実施する。 

イ．調査及び医学的検査を終了した遺体について、おおむね次の対策を実施する。 

①遺体の識別のため、遺体の洗浄・縫合・消毒等を行い、遺体撮影等により身元

確認の措置をとるともに、遺体対策台帳の整備を行う。 

②遺体の身元識別のため相当の期間を必要とする場合又は死亡者が多数のため短

時日に火葬できない場合は、遺体を特定の安置場所（寺院などの施設の利用又
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は寺院、学校等の敷地に仮設）に収容し、火葬をするまで一時保存するものと

する。なお、一時保存に当っては火葬の処置をするまでの間ドライアイスを補

給する等、適切な処置に努めるものとする。 

③遺体の安置場所について、公共施設又は寺院等あらかじめその管理者と協議し

て抽出選定しておくとともに、関係機関と連携し確保に努めるものとする。 

④被害が集中した場合、遺体の収容、収容場所の設営、遺体の処理、安置及び一

時保存の対応が困難な場合は、県と連携して周辺市町村に協力を依頼する。 

（４）遺体の火葬 

災害の際に死亡した者で、遺族等が遺体の火葬を行うことが困難な場合又は遺族がい

ない場合は、次にように遺体の火葬を実施する。 

ア．身元不明の遺体については、警察・その他関係機関と連絡し、その調査に当たる。 

イ．被災地以外に漂着した遺体で身元が判明しない者の火葬は、行旅死亡人扱いとす

る。 

ウ．本町内で、速やかな遺体の火葬が困難と思われるときは、近隣団体との広域的協

定等に基づき火葬協力を依頼する。 

エ．火葬した遺骨は、一時寺院等に安置し、火葬台帳を作成する。 

オ．遺族等から遺骨、遺留品の引取り希望のあるときは、遺骨及び遺留品処理票によ

り整理の上、引き渡す。 

カ．遺骨の引取人がない場合は、災害対策本部長が指定する場所に仮埋葬する。 

（５）費用及び期間 

遺体の捜索及び収容火葬のための費用及び期間については、災害救助法が適用された

場合に準じて行うものとする。 

【遺体の対策、火葬関係一覧表】 

 名 称 住 所 電話番号 

火葬場 やすらぎ苑 上八院 1654 0944-32-2788 

葬儀社 

株式会社日本フェ

ニックス 

（玉泉院） 

大牟田市上官町 1-8-

8 
0944-57-8181 

〃 
木下株式会社 

（草苑） 
久留米市野中町 865 0942-33-7401 

遺体一時安置所 やすらぎ苑 上八院 1654 0944-32-2788 
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125-126第21節 緊急輸送計画【資材・産業対策部】 

災害時における、被災者の避難、傷病者の受入れ・隔離、災害応急対策要員の移送、災害対

策用資材、生活必需品物資の輸送を迅速かつ的確に行うための計画である。町は、緊急輸送体

制を確保し、地域内輸送拠点を開設するとともに、その周知徹底を図るものとする。 

 

１．輸送方法 
輸送の方法は、災害の程度、物資等の種類・数量、緊急度及び現地の交通施設等の状況を

勘案して行う。 

（１）車両による輸送 

（２）航空機（ヘリコプター等）による輸送 

（３）人力による輸送 

 

２．輸送の対象 
輸送の対象は、次のとおりとする。 

（１）傷病者 

（２）被災した要配慮者 

（３）避難者 

（４）災害対策要員 

（５）各資機材 

（６）飲料水、食料、生活必需品 

（７）救助物資 

（８）遺体 

（９）その他 

 

３．車両による輸送 
災害の種別、程度により道路交通が不能となる場合のほかは、車両により迅速・確実に輸

送する。 

（１）町有車両等の確保 

車両の確保・配車及び燃料の調達については、資材・産業対策部が担当し、各対策部

が車両を必要とする場合は、総務対策部に配車の要請をするものとする。 

【町有車両】                                     ( )カッコ内は広報機能付き 

車 名 台 数 車 名 台 数 

普通ダンプ １台 普通乗用車 ３台 

軽ダンプ ２台(１台) 消防指令車 １台 

軽トラック ２台 消防車 11台 

軽ライトバン ５台(４台) 10人乗ワゴン車 １台 

軽乗用車 ３台 マイクロバス ２台 

平成 31年 3月現在 

（２）町有以外の車両等の確保 

各対策部は町有以外の車両等を必要とする場合、総務対策部に車両の確保を要請する

ものとする。要請があった場合は、速やかに協定業者等、民間の車両・営業用の車両等

を確保するものとする。それでも確保が困難な場合は、次の事項を明示して県に調達斡

旋を要請するものとする。 

ア．輸送区間及び借上げ期間 

イ．輸送人員、物資品名、輸送量 

ウ．車両等の種類及び台数 
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エ．集結場所及び日時 

オ．その他必要な事項 

（３）緊急通行車両 

ア．緊急通行車両の確認 

公安委員会が災害対策基本法に基づく通行の規制又は制限を行った場合、災害応

急対策活動に従事する車両が指定された道路の区間を通行する際は、緊急通行車両

の確認（証明書及び標章の交付）を受ける必要がある。 

緊急通行車両であることの確認は、県又は公安委員会(各警察署)に対し所定の書

類をもって申請する。 

イ．緊急通行車両の使用 

緊急通行車両の確認を受けた場合、車両ごとに確認証明書・標章の交付を受ける。

標章は、車両の助手席側ウィンドガラスの上部の前面から見やすい箇所に貼付する。

確認証明書は必ず携行し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示する。 

ウ．事前届出済み車両の証明書交付 

事前届出を申請している車両については、県又は公安委員会（各警察署）に当該

届出済証を提出し、確認審査を省略して速やかに確認証明書・標章の交付を受ける

ことができる。 

 

４．航空機による輸送 
災害により地上輸送が全て不可能な場合等、航空機による輸送の必要が生じた場合は、県

を通じ航空機輸送の要請を行うものとする。 

 

５．人力による輸送 
災害のため車両等による輸送が不可能な場合は労務者による人力の輸送を行う。労務者は、

雇上げ、民間団体及びボランティアにより確保する。労務者の確保が困難な場合、物資の輸

送が緊急を要する場合は、県に対し自衛隊の災害派遣要請の依頼を行う。自衛隊の派遣要請

は、「第３章 第７節 ２．自衛隊に対する災害派遣要請依頼」によるものとする。 
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第22節 交通施設災害応急対策計画【技術管理班】 

災害時に、交通施設を確保することは特に重要であり、道路・橋梁の被害状況及び危険箇所

を直ちに把握し、これに応急措置を行うための計画である。 

 

１．応急対策 
（１）被害状況の調査 

パトロール等を実施して町内の重要道路の被害及び道路上の障害物の状況を把握する

とともに、南筑後県土整備事務所柳川支所、筑後警察署等関係機関と連絡を密にし、隣

接市を含む道路被害の状況及び交通状況を把握する。 

     なお、被害状況等の調査を迅速に行うため、あらかじめ団体等との間で協定等を締結 

しておくものとする。 

（２）道路管理者への通報 

町道以外の道路が損壊等により通行に支障をきたしている場合は、道路管理者に通報

し、応急復旧の実施を要請する。町が管理する道路は、町が応急・復旧対策を行う。 

（３）交通規制 

被災者の移送、被災地への緊急物資の輸送等の緊急輸送を確保するため必要と認める

ときは、県公安委員会（筑後警察署）に災害対策基本法第 76 条に基づく交通規制を要請

する。また、町道の損壊、決壊その他の事由により交通が危険である場合、町は道路法

第 46条に基づく通行の禁止又は制限措置を施す。 

 

２．復旧対策 
（１）道路の応急復旧 

ア．道路上の倒壊物及び落下物等、道路の通行に支障を及ぼす障害物を除去し交通の

確保に努める。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

行を確保するため緊急の必要があるときは、道路の区間を指定するとともに、運転

者等に対し車両の移動等の命令を行い、運転者がいない場合等においては、道路管

理者等は、自ら車両の移動等を行う。これらの場合、災害対応拠点をつなぐ道路、

緊急道路及び主要避難路から優先的に行う。 

  その他の道路啓開優先順位を決定するに当たっては、ライフライン事業者の被災

状況を考慮する。 

イ．町は、被害状況等に基づき、効率的な防災活動が展開可能となるよう下記の点を

考慮し、応急対策協定土木業者の協力を得て重要道路の応急措置を行う。なお、町

道以外の道路については、各々の道路管理者に応急措置を要請する。 

①消火活動、救出活動上重要な道路 

②緊急医療上重要な道路（病院やヘリポートへのアクセス道路） 

③緊急物資の輸送上重要な道路 

④広域応援受入れ上必要な道路 

（２）仮設道路の設置 

町が管理する道路が被災した場合は、迂回路等の有無を十分調査し、迂回路がある場

合は代替道路として利用するものとするが、他に交通の手段がない場合は、関係機関と

協議の上、仮設道路を設置する。 
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【町内の重要道路】 

道路の種類 路 線 名 道路管理者連絡先 

国 道 442号線 
南筑後県土整備事務所柳
川支所 

県 道 

県道 23号線（久留米柳川線） 
県道 83号線（大和城島線） 
県道 716号線（水田大川線） 
県道 99号線（環境プラザ前道路） 

南筑後県土整備事務所柳
川支所 

町 道 

1号線（笹渕～大溝小） 
2号線（大溝小～県道 23号） 
3号線（県道 23号～西鉄大溝駅） 
5号線（大溝小～大木中学校～県道 23号） 
7号線（にこにこ通り） 
10号線（役場～県道水田大川線三八松信号） 
11号線（給食センター前道路） 
116号線（運動公園前道路） 
1545号線（旧国道 442号） 

町建設水道課 
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第23節 障害物除去計画【技術管理班、衛生班】 

災害に際して、土石、竹木及び災害を受けた工作物等の障害物を除去し、災害の拡大防止と

交通路の確保等、災害応急措置を迅速かつ的確に実施するための計画である。 

 

１．実施責任者 
災害対策本部長が実施責任者として障害物の除去を行うものとするが、災害救助法が適用

された場合の障害物除去の実施は、知事の補助機関として行う。 

 

２．障害物の除去の対象 
災害において、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等のため、生活に支障をきたす障

害物の除去を行う対象としては、次のような場合である。 

（１）障害物のため、日常生活が営み得ない状態である場合 

（２）居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に障害物がある場合又は障害物に

より家への出入りが困難な状態である場合 

（３）自らの資力をもっては、障害物の除去ができない場合 

（４）住家が半壊又は床上浸水を受けた場合 

（５）応急措置の支障となるもので緊急を要する場合 

 

３．除去の方法 
除去については、除去担当の技術部が消防団と協力し、原則としては機械力により除去す

るものとする。 

 

４．障害物の保管等の場所 
（１）障害物の大小によるが再び人命、財産に被害を与えない安全な場所を選定する。 

（２）道路交通の障害とならない場所を選定する。 

（３）盗難等の危険のない場所を選定する。 

（４）工作物等を保管したときは、保管を始めた日から 14 日間、その工作物名簿を公示する。 

 

５．障害物の売却及び処分方法 
保管した工作物等が破損するおそれがあるとき、又は保管に不相当な費用若しくは手数を

要するときは、その工作物を売却又は処分するものとする。売却又は処分の方法は、競争入

札又は随時契約により行うものとする。 
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第24節 労務供給計画【総務班】 

災害時における労務者の確保は、次によるものとする。 

 

１．実施責任者 
応急対策に必要な労務者の確保は、災害対策本部長が行うが、災害の程度、規模等により

町で確保できないときは、公共職業安定所に依頼又は知事に対し、文書若しくは口頭をもっ

て要請するものとする。 

 

２．労務者雇上げ 
（１）災害対策本部における労務者の雇上げは、総務班において行うものとする。 

（２）各対策部が労務者を必要とするときは、次の事項について記入の上、総務班に提出す

るものとする。 

ア．所要労務者数 

イ．作業場所 

ウ．作業内容 

エ．労務の種別 

オ．就労期間又は時間 

カ．労働条件 

キ．宿泊施設の状況 

ク．その他参考事項 

 

３．公共職業安定所の労務者斡旋 
ハローワーク大川に対しては、次の事項を明らかにして必要労務者の紹介斡旋を依頼する

ものとする。 

（１）必要となる労働者の人数 

（２）労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 

（３）労働契約の期間に関する事項 

（４）賃金の額に関する事項 

（５）始業及び終業の時刻 

（６）所定労働時間を超える労働の有無 

（７）休憩時間及び休日に関する事項 

（８）就業の場所に関する事項 

（９）社会保険、労働保険の適用に関する事項 

（10）労働者の輸送方法 

（11）その他の必要な事項 
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第25節 民間団体活用計画  

災害時における民間団体の活用は、次によるものとする。 

 

１．民間団体への要請 
（１）災害応急対策の実施のため、各班において人員が不足し、民間団体の活用を必要と認

めるときは、次の事項について示した上、総務班に要請するものとする。 

ア．活動を必要とする理由 

イ．活動場所 

ウ．活動期間 

エ．作業内容 

オ．必要人員 

カ．その他必要な連絡事項 

（２）民間団体への動員要請は、総務班が行うものとする。 
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第26節 災害ボランティアの受入・支援計画【社会福祉協議会、救助班】 

発災後の災害応急対策の実施に当たっては、被災地の様々な援助ニーズが増大する中で、参

加したボランティアの善意が効果的に活用されるよう、関係機関と連携して受入・支援体制の

整備を図るものとする。 

また、社会福祉協議会は町とともに、福岡県災害ボランティア本部及び現地災害ボランティ

ア本部や、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等のボランティア団体等と、情報を共有

する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携の取れた支援活

動を展開するよう努めるものとする。 

 

１．受入窓口等の開設 
社会福祉協議会は、町とともに、必要に応じて、被災地でのボランティアの受付、登録、

活動分担、活動内容の調整を行うため、関係団体と協力して、災害ボランティアセンター

（現地受入窓口）を開設するものとする。 

 

２．災害ボランティア等への情報提供及び活動支援 
災害対策本部又は災害ボランティアセンターは、必要なボランティアの募集を行い、地域

内外からのボランティアを窓口において受入れるとともに、必要に応じ、活動の拠点、資機

材や災害情報を提供し、被災地での活動が円滑に行われるよう必要な支援を行うものとし、

あわせて県に対し、当該情報を提供するものとする。 

 

３．ボランティアの活動内容 
ボランティアの活動内容は、おおむね次のとおりとし、作業の種別により適宜協力を求め

るものとする。 

（１）生活支援に関する業務 

ア．指定避難所の運営補助 

イ．食料・飲料水等の配給、炊き出し 

ウ．救援物資等の分類・配布 

エ．高齢者、障がいのある人等に対する介護補助 

オ．清掃及び防疫活動 

カ．災害ボランティアセンター運営の補助 

キ．被災者の話し相手・励まし 

ク．愛護動物の世話、一時預かり 

ケ．その他危険を伴わない軽作業 

（２）専門的な知識を要する業務 

ア．救護所等での医療、看護 

イ．被災宅地の応急危険度判定 

ウ．外国人のための通訳 

エ．被災者へのメンタルヘルスケア 

オ．高齢者、障がいのある人等への介護・支援 

カ．アマチュア無線等を利用した情報通信事務 

キ．公共土木施設の調査等 

ク．その他専門的な技術・知識が必要な業務 
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第27節 上水道施設等対策計画【技術管理班】 

１．応急対策要員の確保 
災害対策本部長は、あらかじめ定めておいた非常配備における人員編成計画書の動員体制

に基づき、災害応急対策活動に必要な人員を速やかに確保するものとする。 

なお、災害の状況により実施機関のみの人員で不足する場合は、指定工事店に協力を求め

て実施するものとする。 

 

２．応急対策資機材の確保 
応急復旧の実施は、あらかじめ備蓄していた資機材をもって行うものとする。 

なお、被害の状況により実施機関のみの資機材で不足する場合は、指定工事店から調達す

る。 

 

３．上水道施設応急措置 
（１）施設が破壊したときは、破壊箇所から有害物質が侵入しないように処置するとともに、

特に浸水地区等で汚水が流入するおそれがある場合は、水道の使用を一時中止するよ

う一般に周知するものとする。 

（２）災害発生に際しては、施設等の防護に全力を挙げ、給水不能の範囲ができるだけ少な

くなるようにするものとする。 

（３）施設等が破壊し、給水不能又は給水不足となった区域に対しては、他系統の全能力を

挙げて給水するとともに、施設の速やかな復旧を図るものとする。 

（４）配水管の幹線が破壊したときは、相当範囲にわたり給水不能となるため、配水車を出

動させる等の方法により給水を確保するものとする。 

（５）配水管の幹線が各所で破壊し、漏水が著しく、配水を一時停止することが適当である

と考えられる場合は、大木町流量計室内の電動弁を閉めることにより配水を停止する

とともに、破壊箇所の応急修理を行うものとする。 
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第28節 要配慮者（避難行動要支援者）支援計画【厚生救援部】 

災害時には、自らの行動等に制約のある高齢者、障がいのある人、外国人、乳幼児、妊産婦

等要配慮者（避難行動要支援者）の安全や心身の健康状態等に特段の配慮を行いながら、発災

直後の安否確認・避難から、その後の生活に至るまでの各段階において、きめ細かな支援策を

総合的に講ずるものとする。 

なお、町は、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から

保護するために必要な措置を実施するために必要な限度で、避難行動要支援者名簿を効果的に

利用するものとする。 

１．避難支援の内容 
（１）避難行動要支援者に対して、行政区や自主防災組織等における支援者が町と連携して、

具体的な避難支援を行うものとする。避難支援の主な内容については、次のとおりと

する。 

ア．避難行動要支援者の安否確認 

イ．避難行動要支援者の救助・救出活動 

ウ．避難行動要支援者の避難誘導 

（２）災害の発生に際しては、平常時から避難行動要支援者名簿や個別計画に登録されてい

る避難行動要支援者に加え、災害を契機に新たに避難支援を要する者が発生すること

から、これら要配慮者（避難行動要支援者）に対し、時間の経過に沿って、各段階に

おけるニーズに合わせ、的確な避難支援を行っていくことが重要である。発災時に要

配慮者（避難行動要支援者）を発見した場合には、できる限り本人の同意を得て、必

要に応じて次の措置をとる。 

ア．指定緊急避難場所、指定避難所（必要と認められる場合は福祉避難所）への誘

導・移送 

イ．必要と認められる場合は社会福祉施設等への緊急入所 

ウ．身体の状況に応じて必要な場合は医療機関等への入院 

 

２．指定避難所における支援の内容 
（１）指定避難所での避難生活は、要配慮者にとって大きな負担となることから、指定避難

所においても過ごしやすい生活環境を確保する、物資の支給を優先的に行う等の配慮

を行う。指定避難所における支援の主な内容については、次のとおりとする。 

ア．要配慮者の避難状況の把握 

イ．要配慮者のニーズの把握 

ウ．避難スペースの優先的提供 

エ．救援物資の優先的支給 

オ．関係機関による医療支援、福祉支援 

カ．関係機関への支援要請 

（２）指定避難所においては、バリアフリー対策、プライバシー確保、冷暖房機器の設置等

の環境整備に努めるものとする。また、障がいのある人、女性、乳幼児等のニーズを

把握するとともに、その対策には特段の配慮を行うものとする。 

（３）掲示板、広報紙、パソコン、ＦＡＸ等を活用し、また、報道機関の協力のもとに、新

聞、ラジオ、文字放送、手話付きテレビ放送等を利用することにより、被災した要配

慮者に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行

う。 

（４）避難生活が長期化する場合には、保健師等による健康相談、二次的健康被害（エコノ

ミークラス症候群、生活不活発病等）の予防、心のケア、福祉関係職員による相談等

の生活支援を必要に応じて行うものとする。また、透析や日常的な投薬治療、生活場

所の変化に伴う生活支援等が必要な場合は、福祉避難所への移送や社会福祉施設への

緊急入所、医療機関への入院等の手続を行うものとする。 
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３．居住施設等の確保 
町は、次により、要配慮者の居住施設の確保に努めるものとする。 

（１）応急仮設住宅の建設 

（２）民間住宅の確保 

（３）宿泊施設の確保 

 

４．外国人の支援対策 
（１）外国人への情報提供 

町は、報道機関と連携し、テレビ・ラジオ等を活用した外国語による災害情報の提供

を行う。また、町は、県がメール配信システム「防災メール・まもるくん」を活用して

行う外国語等による災害情報の提供、県が設置する支援機関等からの支援を活用し外国

人への情報提供を行う。 

（２）通訳ボランティア等の派遣受入れ 

町は、必要に応じて、県から外国語を話すことができるボランティアや国際交流専門

員等の派遣を受入れるとともに、通訳・翻訳ボランティア等の確保に努める。 

 

※資料編参照 【資料 24 要配慮者利用施設一覧】 
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第29節 文教対策計画【文教班】 

災害により教育施設又は児童・生徒が被災し、通常の教育を行えない場合には、文教施設の

応急復旧を行うとともに、被災生徒に学用品等を支給する等の応急教育を実施するため、また、

当該施設が指定緊急避難場所として使用される場合の開設の支援を行うための計画である。 

 

１．実施責任者 
小・中学校の応急教育、文教施設の応急復旧作業は、災害対策本部長、町教育委員会が行

う。また、小中学校ごとの災害発生の場合に伴う適切な措置については、学校長が具体的な

応急計画を立てて行うものとする。 

 

２．応急教育対策 
（１）災害発生時の措置 

ア．授業開始後の措置 

災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、各学校長は、教

育委員会と協議し必要に応じて休校措置をとるものとする。 

児童・生徒は学校にて保護者に引き渡すか、学校に一時待機させるか、又は教職

員の引率で集団下校させる等の措置をとるものとする。なお、集団下校させる際は

通学路の安全を確認した上で行うものとする。 

イ．登校前の措置 

休校措置を登校前に決定したときは、直ちにその旨を周知させるものとする。 

（２）学校施設の確保 

授業実施のための校舎等施設の確保は、災害の規模・被害の程度によって、次の方法

によるものとする。 

ア．校舎の一部が利用できない場合 

屋内体育施設等を利用してなお不足するときは、二部授業等の方法をとる。 

イ．被災学校が１校で、全部又は大部分が使用不能の場合、公民館等施設を借用する。 

ウ．特定の地区が全体的に被災を受けた場合 

避難先の最寄りの学校又は被災をまぬがれた公共的施設を利用するものとする。

利用できる施設がない場合は、応急仮校舎を建設するなどの対策を講ずるものとす

る。 

 

３．教科書及び学用品の調達並びに支給 
（１）調達方法 

ア．教科書の調達 

被災学校の学校別・学年別・使用教科書ごとに、その数量を速やかに調査し、県

に報告するとともに、指示に基づき教科書供給書店に連絡し、供給を受けるものと

する。また、町内の他の学校及び他の市町に対し、使用済みの古本の供与を依頼す

るものとする。 

イ．学用品の調達 

学用品については、県より送付を受けた物を配布するほか、県の指示により調達

する。 

（２）支給対象者 

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世帯の児童・生徒

で教科書・学用品を喪失又は毀損した者に対して支給する。 

（３）支給の方法 

文教班（教育委員会）は、学校長と緊密な連絡を保ち、支給の対象となる児童・生徒

を調査把握し、支給を必要とする学用品の確保を図り、各学校長を通じて対象者に給付

する。 
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（４）支給項目 

ア．教科書 

イ．文房具（ノート・鉛筆・消ゴム・クレヨン等） 

ウ．通学用品（運動靴・カバン等） 

エ．その他 

 

４．避難所開設支援 
学校長は、災害対策本部より指定緊急避難場所の開設の指示があったときは、体育館等を

開放し、避難者の受入れを行う。また、施設の利用等について、避難所派遣職員と協議し、

運営に協力する。 

 

５．教科書及び学用品等の給付の費用・期間 
教科書及び学用品の支給品目、費用並びに期間については、災害救助法が適用された場合

に準じて行うものとする。 

 

６．学校給食対策 
文教班（教育委員会）は、応急給食の必要があると認めたときは、関係機関と協議の上、

応急給食を実施する。 

 

７．被災教職員・児童・生徒の健康管理 
災害の状況により被災学校の教職員・児童・生徒に対し、感染症予防接種・健康診断を南

筑後保健福祉環境事務所に依頼し、実施するものとする。 

 

８．心のケア対策 
町及び学校長は、南筑後保健福祉環境事務所等関係機関と連携し、被災した児童・生徒の

心の健康管理に十分配慮し、カウンセリングの実施等、心に傷を受けた児童・生徒の心の健

康保持に努める。 
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第30節 治安対策計画【総務対策部、技術部】 

避難所及びその周辺、避難のために住民が不在となった地域において、盗難等の各種犯罪の

防止や火災予防のため、次のことを実施する。 

 

１．情報交換 
治安維持のため、適切な防犯活動が行えるように、総務班は警察、防犯組合、自主防災組

織等と被害や避難情報等の情報交換を行い、連携を図る。 

 

２．パトロール 
総務対策部は、警察、防犯組合、自主防災組織等と連携し、避難所及びその周辺、避難の

ために住民が不在となった地域のパトロールを実施する。 

 

３．防犯灯の復旧 
総務対策部及び技術部は、治安維持のため防犯灯等の被害を調査し、早期復旧を図る。 
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第４章 震災応急対策に関する計画 

第１節 応急活動体制の確立 

応急活動体制の確立については、「第３章 第１節 応急活動体制の確立」（P76）に準じ

て行うほか、次により行うものとする。 

 

１．配備基準 
（１）動員配備基準 

震度情報、災害の状況に基づき、次の基準により配備体制をとる。 

 

組織 体制 配備基準 主な活動・配備職員 

 警戒待機 ○他地域で大地震が発生し、情報収集な

ど対応が必要なとき。 

○その他、町長が必要と認めたとき。 

○防災担当職員で情報

収集を行い得る体制

をとる。 

災害警戒本部 第一配備 ○本町で震度４の地震を観測したとき。 

○その他、町長が必要と認めたとき。 

 

○総務課及び課長級の

職員により、情報収

集及び連絡活動等が

円滑に行い得る態勢

をとる。 

○第二配備に移行し得

る体制とする。 

災害対策本部 第二配備 ○本町で震度５弱以上の地震を観測した

とき。 

○災害対策本部に関係

のある職員は、全員

待機して防災事務に

従事する。 

 

（２）災害配備の通知公表 

災害配備体制をとったとき、又は廃止したときは、総務班及び情報収集広報班により、

各班員、関係機関及び必要に応じて町民、報道機関に対して周知を行う。 
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２．動員組織形態 
（１）組織体制 

災害警戒本部又は災害対策本部を設置する場合は、災害対策本部長は町長をもって充

て、副本部長には副町長、教育長をもって充てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

本部に部及び班を設け、部に部長を置き、班に班長及び班員を置く。部・班編成は、

行政組織機構を基準にして設ける。 

災害対策本部長の下に本部会議を置く。本部会議は本部長、副本部長、各部長、行政

組織における課長及び消防団長、災害対策本部に派遣された久留米広域消防本部消防長

をもって構成し、災害応急対策の実施、その他の防災に関する重要な事項について協議

する。 

 

（２）意思決定の基準 

町における災害対策に係る意思決定は、災害対策基本法に基づき町長（災害対策本部

長）が行うが、町長の判断を仰ぐことができない場合は、次の順位で代行する。 

第１順位：副町長   

第２順位：教育長  

 第３順位：総務課長 

第４順位：参集した職員のうち、最上位の職位の中の年長者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部名 班名 担当課 

配備要員定数 

警戒待機 
災害警戒本部 災害対策本部 

第１ 第２ 

総務対策部 

総務班 
総務課 3 7 

全員 

議会事務局  1 

情報収集広報班 
企画課  1 

会計課  1 

調査調整班 税務町民課  1 

厚生救援部 

救助班 
福祉課  1 

全員 

健康課  1 

避難所運営班 こども未来課  1 

文教班 
学校教育課  1 

生涯学習課  1 

技術部 
技術管理班 建設水道課  1 

全員 
衛生班 環境課  1 

資材・産業対策部 
資材班 

産業対策班 

産業振興課 

農業委員会 
 1 全員 

消防団     全員 
久留米広域 

消防本部 
    1 
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（３）災害における動員 

各配備に必要な職員の動員指令は、次の系統により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務時間外においては、電話又は参集メールを使用し、登庁を指示するが、当該職員

は気象情報や災害の状況が前項の「配備基準」に定める事項に該当することを知ったと

き、又は推定されるときは動員指示を待つことなく自主的に登庁するものとする。 

また、当直者は防災情報ＦＡＸ等により情報を得たときは、防災担当職員に連絡する

(総務対策部)

（総務課）

（健康課）

(産業振興課・農業委員会)

情報収集広報班長
(企画課長)

総務班長
(議会事務局長)

資材・産業対策部長
(産業振興課長)

所属職員厚生救援部長
(健康課長)

技術部長
(建設水道課長)

技術管理班長
(建水・庶務係長)

産業対策班長
(資材班長兼務)
(産・産業振興係長)

衛生班長
(環境課長)

会計課長

総務対策部長
(総務課長)

消防団

副本部長
(副町長・教育長)

本部長
(町長)

避難所運営班長
(こども未来課長)

文教班長
(学校教育課長)

生涯学習課長

調査調整班長
（税務町民課長）

救助班長
(福祉課長)
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ものとする。 

（４）参集の報告 

各班長は、班員の参集状況を取りまとめ、各部長を通じて総務班に報告するものとし、

総務班は、全体の参集状況を取りまとめ、災害対策本部長に報告するものとする。 

 

※資料編参照 【資料 16 職員参集簿】 

 

３．災害警戒本部 
（１）災害警戒本部の設置 

町長は、本町で震度４の地震を観測したとき、又は町長が必要と認めたときは、災害

警戒本部を設置する。本部は、総務課に置くこととするが、必要に応じて本部を役場大

会議室に置くこととし、本部室のほか会議スペースを大会議室に確保する。 

（２）災害警戒本部の解除等 

町長は、予想された災害の危険が解消したと認められるときは、災害警戒本部を廃止

する。また、災害が拡大又は拡大のおそれがあるときは災害対策本部へ移行する。 

 

４．災害対策本部 
（１）災害対策本部の設置 

町長は、本町で震度５弱以上の地震を観測したときは、災害対策本部を役場大会議室、

庁議室又は総務課に設置する。本部室のほか会議スペースを大会議室又は庁議室に確保

し、必要に応じてプレスルーム、応援援助隊事務室、災害ボランティアセンターのスペ

ースを確保する。 

（２）災害対策本部の廃止 

町長は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、又は災害発生後におけ

る応急措置が完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止又は下位いずれかの配

備体制に移行する。 

 

５．自主参集 
地震発生時には、特に発災直後において関係機関が緊密な連絡のもと、的確な初動対応を

行う必要がある。そのため、勤務時間外及び休日等において地震が発生したとき、配備要員

はテレビ・ラジオ等により震度情報を確認し、自主的に登庁するものとする。 

ただし、交通の途絶等で登庁が困難な場合は、可能な限り各所属長に連絡を取り、その旨

を報告する。 

 

６．各対策部、班の任務分担 
「第３章 第１節 ６．各対策部、班の任務分担」（P80）参照。 

 

７．本部及び本部職員の標識 
「第３章 第１節 ７．本部及び本部職員の標識」（P82）参照。 
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第２節 地震関連情報伝達計画 

地震に関する情報を迅速、確実に関係機関及び一般住民に伝達するための計画である。 

 

１．地震関連情報の発表 
福岡管区気象台から発表される地震関連情報の種類・内容は、次のとおりである。 

 

種類 内容 

緊急地震速報 

（警報） 

強い揺れが予想される場合に、事前に（揺れる前に）発表する。最大震度

が５弱以上と予想された場合に、震度４以上が予想される地域を発表す

る。なお、最大震度が６弱以上と予想される場合を特別警報に位置付け

る。 

震度速報 
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名（全国を約 190 地域

に区分）と地震の発生時刻を速報する。 

震源・震度に 

関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地

域名と市町村名を発表する。なお、震度５弱以上と考えられる地域で震度

を入手していない地点がある場合は、その市町村名を発表する。 

各地の震度に 

関する情報 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表する。なお、震度５弱以上と考えられる地域で

震度を入手していない地点がある場合は、その地点名を発表する。 

 

２．予警報の伝達系統 
「第３章 第２節 １．（８）予警報の伝達系統」（P86）参照。 

 

３．異常現象発見時における措置 
（１）発見者の通報 

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、次の最も近いところに通報

するものとする。 

ア．役場 

イ．警察機関 

ウ．消防署又は消防団 

（２）町への通報 

異常現象を発見した場合、又は地域住民から通報を受けた場合、警察機関、消防署又

は消防団は、直ちに町長に対し通報しなければならない。 

町の情報収集担当は、次のとおりである。 

総務課    （災害対策本部の開設中は総務対策部） 

責任者    総務課長又は消防担当係長 

電話番号   0944-32-1013 

（３）各関係機関への通報 

町長は異常現象の通報を受けたときは、直ちに情報を確認し気象台、近隣市、その他

の関係団体に通報するものとする。 

（４）通報を要する異常な現象 

ア．地震に関する事項 

群発地震…数日間以上にわたり頻繁に感じるような地震 

イ．その他に関する事項 

通報を要すると判断される上記以外の異常な現象 
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第３節 災害通信計画 

１．優先電話による通信 
「第３章 第３節 １．優先電話による通信」（P88）参照。 

 

２．非常・緊急通話 
「第３章 第３節 ２．非常・緊急通話」（P88）参照。 

 

３．防災行政無線の通信等 
「第３章 第３節 ３．防災行政無線の通信等」（P88）参照。 

 

４．他機関の通信施設の利用 
「第３章 第３節 ４．他機関の通信施設の利用」（P88）参照。 

 

５．非常通信の利用 
「第３章 第３節 ５．非常通信の利用」（P88）参照。 
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第４節 災害情報等の収集・報告計画 

「第３章 第４節 災害情報等の収集・報告計画」（P89）に準じて行うが、地震による町

内の被害状況を速やかに把握するため、町内をいくつかのブロックに分け、参集した職員で情

報の収集を行う。ブロック分け等の方法については、参集できた職員数等を考慮して決定する。

なお、災害の規模が大きく、町の情報収集能力が著しく低下した場合は、県に応援を求める。 
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第５節 災害広報計画 

「第３章 第５節 災害広報計画」（P90）に準じて行うが、震災時には、次の広報内容に

も留意して行うものとする。 

なお、避難勧告等の情報を被災者等へ伝達できるよう、福岡県災害緊急情報自動配信システ

ムを活用し、放送事業者への迅速な情報提供体制の整備に努める。 

 

１．広報の内容 
時  期 内    容 

災害発生直後 

・避難の指示 

・地震情報 

・被害の状況 

・電話の自粛 

・住民のとるべき措置 

・自主防災活動の要請 

応急対策活動時 

・被害の状況、余震等の情報 

・交通状況等の被害状況 

・応急対策の状況 

・住民のとるべき防災対策 

・食料・飲料水の供給等に関する情報 

・その他必要な事項 
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第６節 避難計画 

１．実施責任者 
「第３章 第６節 １．実施責任者」（P92）参照。 

 

２．避難の勧告・指示等の基準 
「第３章 第６節 ２．避難の勧告・指示等の基準」（P92）参照。 

 

３．県に対する報告 
「第３章 第６節 ３．県に対する報告」（P93）参照。 

 

４．関係機関への連絡 
「第３章 第６節 ４．関係機関への連絡」（P93）参照。 

 

５．伝達の方法 
「第３章 第６節 ５．伝達の方法」（P94）参照。 

 

６．指示伝達事項 
「第３章 第６節 ６．指示伝達事項」（P94）参照。 

 

７．指定緊急避難場所・指定避難所及び避難誘導・移送 
「第３章 第６節 ７．指定緊急避難場所・指定避難所及び避難誘導・移送」（P94）参照。 

 

８．指定避難所の運営 
「第３章 第６節 ８．指定避難所の運営」（P94）参照。 

 

９．指定避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮 
「第３章 第６節 ９．指定避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮」（P95）参照。 
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第７節 応援要請計画 

１．他機関に対する応援要請 
「第３章 第７節 １．他機関に対する応援要請」（P96）参照。 

 

２．自衛隊に対する災害派遣要請依頼 
「第３章 第７節 ２．自衛隊に対する災害派遣要請依頼」（P96）参照。 

 

３．自衛隊の支援活動の内容 
「第３章 第７節 ３．自衛隊の支援活動の内容」（P98）参照。 

 

４．経費の負担区分 
「第３章 第７節 ４．経費の負担区分」（P98）参照。 

 

５．臨時ヘリポートの設置 
「第３章 第７節 ５．臨時ヘリポートの設置」（P98）参照。 
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第８節 二次災害の防止計画【消防機関】 

余震及び火災による二次災害を防止するための計画である。 

 

１．出火防止、初期消火 
地震による火災は時間帯、気象状況等によっては同時多発するおそれがあり、その被害を

軽減するためには、出火防止措置及び初期消火が有効である。 

そのため、地震発生直後の情報収集活動に際し、住民に対して、出火防止・初期消火活動

を呼びかけるものとする。また、情報収集中に火災発生を知ったときは、速やかに警戒本部

又は対策本部に連絡するものとする。 

 

２．消防活動 
地震によって通行に障害が発生した場合又は火災が同時多発した場合には、消防活動に相

当の困難が生じると考えられる。そのため、状況に応じて重点的に消防力を投入したり、延

焼阻止線を設定したりするなど効率的な消防活動を図る。 

 

３．危険箇所の安全対策 
（１）水害、宅地災害対策 

余震あるいは降雨等による二次的な水害、宅地災害等の危険箇所の点検を地元在住の

専門技術者、福岡県防災エキスパート協会等へ協力要請するほか、国のアドバイザー制

度を活用して行うものとする。その結果、危険性が高いと判断された場所については、

関係機関や住民に周知を図り、適切な応急対策を行うとともに、災害発生のおそれのあ

る場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする。 

（２）建築物災害対策 

被災した建築物の余震等による倒壊の危険性、部材の落下等から生じる二次災害を防

止し、住民の安全を確保するため被災建築物・宅地の応急危険度判定を実施する。 

応急危険度判定は、県の判定士の派遣支援を受け、登録された応急危険度判定士を活

用して、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判

定・表示を行うものとする。また、判定の結果「危険」とされた建築物は立入禁止の措

置を促すものとする。 

また、応急危険度判定士の確保のため、以下の措置を行う。 

ア．町内建設関係団体へ派遣を要請する。 

イ．県、他市町へ派遣を要請する。 

ウ．ボランティアの募集のための広報を行う。 

 

４．住民に対する啓発 
町及び消防機関は、地震発生時における住宅からの火災発生を未然に防止するため、耐

震安全装置付火気使用設備器具の普及に努めるとともに、住宅防火診断等を通じ、地震発

生時の火気使用設備・火気器具の適切な取り扱い、消火器の使用方法等について啓発を行

い、震災時における火災の防止と消火の徹底を図る。また、住宅用防災機器（住警器）に

ついても設置・普及促進に努める。 

なお、住宅火災による被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、身体障が

いのある人等の住宅を優先して住宅防火診断等を実施する。 
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第９節 災害救助法適用計画 

１．災害救助法の適用基準 
「第３章 第９節 １．災害救助法の適用基準」（P102）参照。 

 

２．災害救助法の適用手続 
「第３章 第９節 ２．災害救助法の適用手続」（P102）参照。 

 

３．救助業務の実施者 
「第３章 第９節 ３．救助業務の実施者」（P102）参照。 

 

４．救助の内容 
「第３章 第９節 ４．救助の内容」（P102）参照。 
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第10節 消防計画 

「第３章 第 10 節 消防計画」（P103）に準じて行うものとするが、地震時においては下

記の点に留意して行うものとする。 

 

１．消防活動の実施 
（１）基本方針 

ア．町民、自主防災組織及び事業所は、自らが出火防止活動及び初期消火活動を行う。 

イ．危険物を取り扱う事業所では、二次災害の防止に努める。 

ウ．消防本部、消防団は、多数の人命を救うことを最優先とした消火活動を行う。 

（２）消防本部、消防団の活動 

ア．情報収集 

①延焼火災の状況 

②消防活動の状況及び通行可能な道路の把握 

③消防水利等の状況 

イ．消防活動時の留意点 

①風向き、建築物の分布等を考慮した効率的な消火活動 

②延焼火災が少ない地区における集中消火による安全地区の確保 

③延焼火災の多い地区における避難のための避難路の確保 

④危険物のある地区の立入禁止の措置 

⑤病院、避難所、幹線道路等の防災拠点等施設の優先的な消火 

⑥火災現場近くの倒壊家屋の生き埋め者の優先救出 

（３）町民、事業所の活動 

ア．ガス栓、プロパンガスのバルブ等の閉止による火気の遮断 

イ．火災発生時の消火器、汲み置き水等による初期消火活動 

ウ．初期救出活動 

近隣に軽微な倒壊家屋による生き埋め者を発見した場合は、防災機関に連絡する

とともに、近所の人と協力して救出に努める。 

 



 

 148 

第11節 救出計画 

１．救出対策 
「第３章 第 11 節 １．救出対策」（P104）参照。 

 

２．連携協力 
「第３章 第 11 節 ２．連携協力」（P104）参照。 

 

３．救出を必要とする場合 
「第３章 第 11 節 ３．救出を必要とする場合」（P104）参照。 

 

４．傷病者の搬送 
「第３章 第 11 節 ４．傷病者の搬送」（P104）参照。 
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第12節 医療及び助産計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 12 節 １．実施責任者」（P105）参照。 

 

２．医療及び助産の対象者 
「第３章 第 12 節 ２．医療及び助産の対象者」（P105）参照。 

 

３．医療救助の範囲 
「第３章 第 12 節 ３．医療救助の範囲」（P105）参照。 

 

４．医療救助の期間 
「第３章 第 12 節 ４．医療救助の期間」（P105）参照。 

 

５．助産救助の範囲 
「第３章 第 12 節 ５．助産救助の範囲」（P105）参照。 

 

６．助産救助の期間 
「第３章 第 12 節 ６．助産救助の期間」（P105）参照。 

 

７．医療及び助産の方法 
「第３章 第 12 節 ７．医療及び助産の方法」（P105）参照。 
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第13節 給水計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 13 節 １．実施責任者」（P107）参照。 

 

２．応援の要請 
「第３章 第 13 節 ２．応援の要請」（P107）参照。 

 

３．給水活動の実施 
「第３章 第 13 節 ３．給水活動の実施」（P107）参照。 

 

４．優先給水施設 
「第３章 第 13 節 ４．優先給水施設」（P108）参照。 

 

５．給水の費用及び期間 
「第３章 第 13 節 ５．給水の費用及び期間」（P108）参照。 
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第14節 食料供給計画 

１．食料の確保と供給 
「第３章 第 14 節 １．食料の確保と供給」（P109）参照。 

 

２．炊き出しの計画 
「第３章 第 14 節 ２．炊き出しの計画」（P109）参照。 
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第15節 衣料、生活必需品等物資の供給計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 15 節 １．実施責任者」（P111）参照。 

 

２．給与又は貸与の対象者 
「第３章 第 15 節 ２．給与又は貸与の対象者」（P111）参照。 

 

３．給与又は貸与の方法 
「第３章 第 15 節 ３．給与又は貸与の方法」（P111）参照。 

 

４．給与又は貸与の費用及び期間等 
「第３章 第 15 節 ４．給与又は貸与の費用及び期間等」（P111）参照。 
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第16節 応急仮設住宅提供等計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 16 節 １．実施責任者」（P112）参照。 

 

２．応急仮設住宅の建設 
「第３章 第 16 節 ２．応急仮設住宅の建設」（P112）参照。 

 

３．空き家住宅の活用 
「第３章 第 16 節 ３．空き家住宅の活用」（P112）参照。 

 

４．住宅の応急修理 
「第３章 第 16 節 ４．住宅の応急修理」（P113）参照。 
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第17節 保健衛生計画 

１．健康相談の実施 
「第３章 第 17 節 １．健康相談の実施」（P114）参照。 

 

２．栄養相談の実施 
「第３章 第 17 節 ２．栄養相談の実施」（P114）参照。 

 

３．心のケアの実施 
「第３章 第 17 節 ３．心のケアの実施」（P114）参照。 
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第18節 愛護動物の保護計画 

１．愛護動物の保護等 
「第３章 第 18 節 １．愛護動物の保護等」（P115）参照。 

 

２．飼養動物、危険動物等の管理 
「第３章 第 18 節 ２．飼養動物、危険動物等の管理」（P115）参照。 

 

３．指定避難所における愛護動物の取扱い等 
「第３章 第 18 節 ３．指定避難所における愛護動物の取扱い等」（P115）参照。 
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第19節 防疫及び清掃計画 

１．防疫計画 
「第３章 第 19 節 １．防疫計画」（P116）参照。 

 

２．清掃計画 
「第３章 第 19 節 ２．清掃計画」（P117）参照。 
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第20節 遺体の捜索及び対策並びに火葬計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 20 節 １．実施責任者」（P118）参照。 

 

２．遺体の捜索 
「第３章 第 20 節 ２．遺体の捜索」（P118）参照。 

 

３．納棺用品等の確保 
「第３章 第 20 節 ３．納棺用品等の確保」（P118）参照。 

 

４．遺体の収容、対策方法 
「第３章 第 20 節 ４．遺体の収容、対策方法」（P118）参照。 
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第21節 緊急輸送計画 

１．輸送方法 
「第３章 第 21 節 １．輸送方法」（P120）参照。 

 

２．輸送の対象 
「第３章 第 21 節 ２．輸送の対象」（P120）参照。 

 

３．車両による輸送 
「第３章 第 21 節 ３．車両による輸送」（P120）参照。 

 

４．航空機による輸送 
「第３章 第 21 節 ４．航空機による輸送」（P121）参照。 

 

５．人力による輸送 
「第３章 第 21 節 ５．人力による輸送」（P121）参照。 
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第22節 交通施設災害応急対策計画 

１．応急対策 
「第３章 第 22 節 １．応急対策」（P122）参照。 

 

２．復旧対策 
「第３章 第 22 節 ２．復旧対策」（P122）参照。 
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第23節 障害物除去計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 23 節 １．実施責任者」（P124）参照。 

 

２．障害物の除去の対象 
「第３章 第 23 節 ２．障害物の除去の対象」（P124）参照。 

 

３．除去の方法 
「第３章 第 23 節 ３．除去の方法」（P124）参照。 

 

４．障害物の保管等の場所 
「第３章 第 23 節 ４．障害物の保管等の場所」（P124）参照。 

 

５．障害物の売却及び処分方法 
「第３章 第 23 節 ５．障害物の売却及び処分方法」（P124）参照。 
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第24節 労務供給計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 24 節 １．実施責任者」（P125）参照。 

 

２．労務者雇上げ 
「第３章 第 24 節 ２．労務者雇上げ」（P125）参照。 

 

３．公共職業安定所の労務者斡旋 
「第３章 第 24 節 ３．公共職業安定所の労務者斡旋」（P125）参照。 
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第25節 民間団体活用計画 

１．民間団体への要請 
「第３章 第 25 節 １．民間団体への要請」（P126）参照。 
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第26節 災害ボランティアの受入・支援計画 

１．受入窓口等の開設 
「第３章 第 26 節 １．受入窓口等の開設」（P127）参照。 

 

２．災害ボランティア等への情報提供及び活動支援 
「第３章 第 26 節 ２．災害ボランティア等への情報提供及び活動支援」（P127）参照。 

 

３．ボランティアの活動内容 
「第３章 第 26 節 ３．ボランティアの活動内容」（P127）参照。 
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第27節 上水道施設等対策計画 

１．応急対策要員の確保 
「第３章 第 27 節 １．応急対策要員の確保」（P128）参照。 

 

２．応急対策資機材の確保 
「第３章 第 27 節 ２．応急対策資機材の確保」（P128）参照。 

 

３．上水道施設応急措置 
「第３章 第 27 節 ３．上水道施設応急措置」（P128）参照。 
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第28節 要配慮者（避難行動要支援者）支援計画 

１．避難支援の内容 
「第３章 第 28 節 １．避難支援の内容」（P129）参照。 

 

２．指定避難所における支援の内容 
「第３章 第 28 節 ２．指定避難所における支援の内容」（P129）参照。 

 

３．居住施設等の確保 
「第３章 第 28 節 ３．居住施設等の確保」（P130）参照。 

 

４．外国人の支援対策 
「第３章 第 28 節 ４．外国人の支援対策」（P130）参照。 
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第29節 文教対策計画 

１．実施責任者 
「第３章 第 29 節 １．実施責任者」（P131）参照。 

 

２．応急教育対策 
「第３章 第 29 節 ２．応急教育対策」（P131）参照。 

 

３．教科書及び学用品の調達並びに支給 
「第３章 第 29 節 ３．教科書及び学用品の調達並びに支給」（P131）参照。 

 

４．避難所開設支援 
「第３章 第 29 節 ４．避難所開設支援」（P132）参照。 

 

５．教科書及び学用品等の給付の費用・期間 
「第３章 第 29 節 ５．教科書及び学用品等の給付の費用・期間」（P132）参照。 

 

６．学校給食対策 
「第３章 第 29 節 ６．学校給食対策」（P132）参照。 

 

７．被災教職員・児童・生徒の健康管理 
「第３章 第 29 節 ７．被災教職員・児童・生徒の健康管理」（P132）参照。 

 

８．心のケア対策 
「第３章 第 29 節 ８．心のケア対策」（P132）参照。 
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第30節 治安対策計画 

１．情報交換 
「第３章 第 30 節 １．情報交換」（P133）参照。 

 

２．パトロール 
「第３章 第 30 節 ２．パトロール」（P133）参照。 

 

３．防犯灯の復旧 
「第３章 第 30 節 ３．防犯灯の復旧」（P133）参照。 
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第５章 災害復旧計画 

第１節 基本方針 

一たび大規模な災害が発生した場合には、多大な人命及び財産を失うことも十分想像される。 

こうした場合に最も急務とされるのは、甚大な災害により住み慣れた住居や財産を失った被

災者の生活の再建であることから、対策としては被災者の生活再建を基本に、次に掲げる事項

に留意しながら、県等関係機関と連携して迅速かつ円滑な復旧・復興を図るものとする。 

（１）被災者が安心して日常生活を送れるよう、生活の早期安定のためのきめ細かな支援を

行う。 

（２）被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復

旧を目指すか、又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計

画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を定める。必要な

場合は、これに基づき、復興計画を策定する。 

（３）被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ、町及び県が主体的に取り組むとと

もに、国から支援を受けるという役割分担のもと、協同して計画的に行う。その際、

男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するも

のとする。併せて、要配慮者の参画を促進するものとする。 

（４）災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復

旧・復興を図るものとする。 
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第２節 災害復旧事業の促進 

１．公共土木施設災害復旧事業計画 
町は、関係機関と連携を図り、災害復旧事業の実施に当たっては、緊急事業の決定等を行

い、迅速かつ適切な災害復旧及び災害復旧と併せて施工することを必要とする施設の新設又

は改良、復旧資材等の円滑な供給等を行い、民生の安定、災害の再発の防止を図るものとす

る。 

（１）河川災害復旧 

町内各河川の特性を十分検討して災害の原因を追求し、災害再発の根絶及び災害の予

防に重点を置き、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法との調和を図り、一連の計画

のもとに復旧工事を進めるものとする。 

（２）道路災害復旧 

道路は、産業、経済の動脈であり、災害復旧の遅れは交通の混乱をきたすおそれがあ

るため、直ちに応急復旧工事を着手する。 

この場合、近年の自動車交通量の増加及び交通荷重の増加を考慮し、自然災害の防除

と併せて交通保全の見地からみた工法の採用によって、積極的に早期復旧を進めるもの

とする。 

（３）橋梁災害復旧 

橋梁は、道路災害復旧工事と一体的なものであり、直ちに仮設工事又は応急復旧工事

に着手する。 

なお、洪水量の流下能力の増大を図るとともに、交通保全のためできる限り永久橋で

復旧を促進するものとする。 

 

２．農林水産業施設災害復旧事業計画 
（１）農地、農業用施設災害復旧計画 

本町における農業災害は、河川の氾濫、溢水に起因した表土の流出又は土砂の堆積等

であり、さらに農業用施設の災害は、施設等への浸水、土砂の流入、農道損壊であり、

河川流域に展開する農地の災害が主である。 

クリーク法面の崩壊に対する災害復旧は、災害復旧事業によりコンクリートブロック

積工で復旧するなど改良を行っている。災害復旧に関しては、関係機関との総合的連携

のもと迅速に災害復旧事業が施行されるよう努めるものとし、併せて災害関連事業の活

用も検討しながら再度災害発生の防止に努めるものとする。 

（２）農林水産業施設災害復旧計画 

ア．農業協同組合が所有する倉庫、加工施設、共同作業場及びその他の農林水産業者

の供する施設で、政令で定められたものが１箇所の工事の費用が 40 万円以上の災害

を受けた場合は、国庫補助を得て災害復旧の促進を図る。 

イ．農林漁業復興資金対策 

①天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法を適用し、

低利の経営資金の融通を円滑にして、農業経営の維持安定を図るよう推進する。 

②日本政策金融公庫資金の積極的な活用を図るものとし、このため自作農維持資

金の長期低利資金の導入を行い、農業経営の維持安定を図る。 

③農地等の災害復旧資金として土地改良（災害）資金、果樹植栽資金等の活用及

び被災施設復旧資金として共同利用施設（災害）資金等の積極的導入を図る。 

 

 

 

 

 

 

３．住宅災害復旧事業計画 
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（１）災害公営住宅の建設 

災害の被害が、次の基準に該当する場合は、速やかに、国土交通省から災害公営住宅

整備事業の承認を受けて、公営住宅を建設する。 

ア．「公営住宅法第８条第１項第１号」 

地震、暴風雨、高潮その他異常な天候現象により住宅が滅失した戸数が、被災全

域で 500 戸以上又は１市町村の区域内で 200 戸以上若しくはその区域内の住宅戸数

の１割以上であるとき。 

イ．「公営住宅法第８条第１項第２号」 

火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で 200 戸以上

又は１市町村の区域内の住宅戸数の１割以上であるとき。 

（２）住宅金融支援機構災害復興住宅融資 

災害が発生したときは、被災地の被災状況の略図を作成し、被災状況と併せ、住宅金

融支援機構九州支店に速やかに報告する。 

（３）災害復興住宅建設及び補修資金の貸付適用の際の措置 

ア．住宅金融支援機構又は県より貸付適用の通知を受けた場合は、県と直ちに打ち合

わせ、貸付けに関する説明会を開催する。 

イ．災害の程度により必要があると認めたとき、又は被災者からの融資希望があると

きは、直ちに災害認定を行い、貸付けの手続について説明する。 

（４）住宅金融支援機構貸付制度 

ア．災害復興住宅建設及び補修資金貸付 

イ．災害特別貸付 

 

４．公立文教施設災害復旧事業計画 
（１）児童・生徒に対する正常な教育を実施するため、迅速かつ適切な復旧を促進する。 

（２）再度災害発生防止のため、原因を検討し、不燃堅牢構造化、防災施設の設置等を図る。 

（３）被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・

安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図

るものとする。 

 

５．社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業計画 
（１）施設の性格上緊急に復旧する必要があるため、国及び県による補助、その他関係機関

の融資を促進する。 

（２）再度の災害発生を防止するため設置場所、構造その他防災施設等について十分検討す

る。 
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第３節 生活資金の確保計画 

１．被災者生活再建支援制度 
（１）対象となる自然災害 

この制度が適用になる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火そ

の他の異常な自然現象により生じる災害であって、次のいずれかに該当するもの 

ア．災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害（同条第２項の

みなし規定により該当することとなるものを含む。）が発生した市町村における

自然災害 

イ．10世帯以上の住宅が全壊した市町村における自然災害 

ウ．県内で 100世帯以上の住宅が全壊した自然災害 

エ．県内でア又はイに規定する被害が発生しており、５世帯以上の住宅が全壊した市

町村（人口 10万人未満に限る。）における自然災害 

オ．ア又はイに規定する市町村若しくは 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した県に

隣接し、５世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口 10 万人未満に限る。）におけ

る自然災害 

カ．ア又はイに規定する市町村を含む都道府県若しくは 100 世帯以上の住宅全壊被害

が発生した都道府県が２以上ある場合で、 

①５世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口 10 万人未満に限る）における自然災

害 

②２世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口５万人未満に限る）における自然災

害 

（２）支給対象世帯 

支給対象は、次のいずれかに該当する世帯 

ア．住宅が全壊した世帯 

イ．住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ．災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世

帯 

エ．住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世

帯（大規模半壊世帯） 

（３）支給金額支給額は、次の２つの支援金の合計額となる。（※世帯人数が１人の場合は、

各該当欄の金額の 3/4の額） 

ア．住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

（単位：万円） 

住宅の被害程度 
全壊 

イ．①該当 

解体 

イ．②該当 

長期避難 

イ．③該当 

大規模半壊 

イ．④該当 

支給額 100 100 100 50 

 

イ．住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

（単位：万円） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸（公営住宅以外） 

支給額 200 100 50 

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、

合計で 200（又は 100）万円。 

（４）支給手続 
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支給申請は町に行い、提出を受けた町は申請書等の確認を行い、取りまとめの上、県

に提出する。県は、当該書類を委託先である公益財団法人都道府県センターに提出する。 

 

２．生活福祉資金貸付制度 
災害援護資金貸付対象とならない世帯の内、生活の立て直しのため借入を希望する世帯

に行う。 

（１）緊急小口資金 

災害によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった、災害援護資金の対象とな

らない低所得世帯等に対し、10万円を限度に無利子で貸付ける。 

（２）福祉費 

災害によって住宅の補修や家財道具の購入が必要となった、災害援護資金の対象とな

らない低所得世帯等に対し、150万円を限度に無利子又は低利で貸付ける。 

（３）借入申込先 

社会福祉協議会 

 

３．母子寡婦福祉資金貸付制度 
災害により、家財の破損、住宅の損壊を受けた場合に住宅資金の貸付を行う。 

（１）制度内容 

母子家庭の母及び寡婦を対象に、200万円を限度に無利子又は低利で貸付ける。 

（２）借入申込先 

南筑後保健福祉環境事務所 

 

４．生活保護 

災害により生活が困窮し、最低限度の生活が維持できない者に対しては、生活保護法を

適用し、必要な保護を行い、最低限度の生活を補償するとともに、その自立を助長するよ

う努める。 

 

５．大木町災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付け 
本町の区域内に住所を有し、自然現象による災害により被害を受けた者について、災害

弔慰金、災害障害見舞金の支給又は災害援護資金貸付の救済を行う。 

 

６．福岡県災害見舞金等の支給 
福岡県災害見舞金等交付要綱による。 

 

 

※資料編参照 【資料 25 大木町災害弔慰金の支給等に関する条例】 

※資料編参照 【資料 26 福岡県災害見舞金等交付要綱】 
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第４節 義援金品の受付及び配分方法【情報収集広報班、関係各班】 

１．義援金品の募集 
町は、災害の状況に応じて義援金品の募集を行うものとする。なお、義援金品の募集に当

たっては、次の点に留意するものとする。 

（１）義援金品の募集の広告については、新聞社、放送局等報道機関に協力を求めるととも

に、広報媒体等を通じて呼びかけを行う。 

（２）義援金の募集に当たっては、関係機関の協力を得た上で振込先等を決定し、受入窓口

（町役場及び出先機関）と併せて公表する。 

（３）義援品の募集に当たっては、被災住民の要望等を的確に把握し、食料、生活物資の供

給計画との整合を図り、時期を逸することなく募集を行うものとし、受入れを希望す

るもの・希望しないものを把握し、そのリスト及び送り先を公表するよう、また、現

地の需給状況を勘案し、リストを逐次改定するよう努める。 

（４）物資については、企業等からの大口の物資調達を原則として、個人からの援助につい

ては、義援金による協力を主とし、個人からの小口の義援物資、梱包物資の内容やサ

イズ等が一見してわからない物品並びに古着及び保存性のない物品等は受け付けられ

ない旨の報道を依頼する。 

 

２．義援金品の受付 
町は、義援金品の受付に際して、状況に応じて関係機関、他市町村との連絡調整を行い、

義援金品の円滑な受入れに努めなければならない。（日本赤十字社福岡県支部及び福岡県共

同募金会で受入れ、取り扱うのは義援金のみである。） 

 

３．義援金品の配分及び輸送 
町、県、日本赤十字社福岡県支部及び福岡県共同募金会に寄託された義援金品は、原則と

してり災者に配分する。義援金品の配分は、町及び県、日本赤十字社福岡県支部及び福岡県

共同募金会に寄託された義援金品について、次の基準に基づいて、大木町義援金品配分委員

会（以下「配分委員会」という。）により決定する。ただし、配分委員会が特に必要と認め

た場合は、この基準によらないことができる。 

（１）配分対象 

ア．義援金 

・死者（行方不明で死者と認められる場合を含む。）及び重傷者 

・全壊全焼流出世帯、半壊半焼世帯、一部損壊世帯及び床上浸水世帯 

イ．義援品 

・災害救助法が適用され、町が避難所を開設している場合 

（２）配分比率 

ア．義援金（床上浸水世帯を１とする。） 

死者（行方不明で死亡と認められる者を含む）        10 

重傷者（３か月以上の治療を要する見込みの者）       ５ 

重傷者（１か月以上３か月未満の治療を要する見込みの者）  ３ 

全壊全焼流出世帯                     10 

半壊半焼世帯                       ５ 

一部損壊世帯                       １ 

床上浸水世帯                       １ 

イ．義援品 

避難所における緊急性、必要性に応じて配分を決定する。なお、避難所への配分

を決定するに当たっては、緊急性を要すること、また、個人へ配分するものではな

いことから、義援金品配分委員会における決定は不要とする。 

 

（３）配分の方法 
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物資等の輸送及び保管に関しては、あらかじめ義援品の収集、配達等の標準化を行い、

民間企業やボランティア団体等と協定を締結するなど、受付から配分まで一貫して管理

できる体制を構築する。 

（４）大木町義援金品配分委員会の構成 

配分委員会は、義援金品の配分に関して適当と認める者をもって構成する。 

 

４．義援品保管場所 
義援品の保管場所については、義援品の態様に応じて適切な保管ができる場所をあらかじ

め確保しておくものとする。 
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第５節 被災者等の生活再建等の支援 

１．り災証明書の発行【調査調整班】 
町は、災害の被災者から申請があったときは、その災害による被害戸数等にかかわらず、

遅滞なく、住家の被害状況等を調査し、当該災害による被害の程度を証明するり災証明書を

交付するとともに、積極的な被災者台帳の作成及び活用を図るものとする。 

   また、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、住宅被害の調査やり

災証明書の交付の担当部局を調査調整班とし、被害状況調査について専門的な知識及び経験

を有する職員の育成、り災証明書の交付に関する要綱や様式の準備、関係職員が事務処理に

当たって参照できる簡便なマニュアルの作成、他の地方公共団体又は民間団体との連携の確

保、応援の受入れ体制の構築その他必要な措置を講じるものとする。 

   町は、効率的なり災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムを活用する。 

   また、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、住宅被害認定調査な

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、県の支援を得ながら被災者

に明確に説明するものとする。 

（１）り災台帳の作成 

被害調査結果に基づき、り災台帳を整備する。 

（２）り災証明書の発行 

被災者の申請により、り災台帳を確認の上、発行する。り災台帳で確認できないとき

は、被災者の被害状況申告によりり災届証明書を発行し、被害の調査確認をした際にり

災証明書に切替え発行するものとする。なお、り災証明書については、手数料を徴収し

ない。 

（３）証明の範囲 

災害対策基本法第２条第１号に規定する被害の範囲で、次の事項について証明する。 

ア．住家・建物の被害…全壊・全焼、流失、大規模半壊、半壊・半焼、床上浸水、床

下浸水 

イ．人的被害…死亡、行方不明、負傷 

 

２．被災者台帳の整備 
被災者の救護を総合的かつ効率的に実施するため、必要に応じて、被災者の援護を実施す

るための基礎となる台帳（以下「被災者台帳」という。）を作成する。 

（１）記載事項 

被災者台帳には、被災者に関する次の事項を記載し、又は記録する。 

ア．氏名 

イ．生年月日 

ウ．性別 

エ．住所又は居所 

オ．住家の被害その他被害の状況 

カ．援護の実施状況 

キ．配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク．電話番号その他の連絡先 

ケ．世帯の構成 

コ．り災証明書の交付の状況 

サ．町長が台帳情報を町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

シ．サの提供を行った場合には、その旨及びその日時 

ス．その他必要な事項 

（２）情報の収集 

ア．町長は、被災台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被
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災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため

に内部利用を図る。 

イ．町長は、被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体

の長その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求める。 

（３）台帳情報の利用 

町長は、町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用すると

きは、被災者台帳に記載し、又は記録された情報（以下「台帳情報」という。）を、そ

の保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用することができる。 

（４）台帳情報の提供 

町長は、次のいずれかに該当するときは、台帳情報を、その保有に当たって特定され

た利用の目的以外の目的のために提供する。 

ア．本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意があるとき又は

本人に提供するとき。 

イ．他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける

者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供される情報を利用するとき。 

 

３．生活相談 
災害時における住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ものとする。 

（１）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、広報車等に

より被災地を巡回して移動相談を行う。 

（２）国、県をはじめとする関係機関による支援情報を収集し、また、必要な情報を関係機

関に提供する。相談窓口では、町の対策のみではなく、総合的に情報提供を行うなど、

必要に応じて的確な窓口への誘導を図る。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地に係る地方公

共団体及び避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービ

スを提供するよう努めるものとする。 

 

４．女性のための相談 
町は、避難所等において、女性特有の問題に関する相談を受け付ける。 

 

５．雇用機会の確保 
町は、被災事業所の雇用維持及び被災者の職業斡旋について、福岡労働局及び県に対する

要請措置等必要な計画を策定しておくものとする。 

 

６．税の減免等 
被災者の納税すべき町税について、条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他の書

類の提出又は納付若しくは納入に関する期日の延長、税（遅滞金を含む）の徴収猶予及び減

免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

また、その他の税（国税・県税）の措置に関する情報に留意し、必要に応じて住民に周知

するものとする。 

税   目 減 免 の 内 容 

個 人 の 町 民 税 

（個人の県民税を含む） 
被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

固 定 資 産 税 
災害により著しく価値が減じた固定資産について行

う。 

国 民 健 康 保 険 税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

※資料編参照 【資料 27 被害調査票】 
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※資料編参照 【資料 28 り災証明書等交付申請書・証明書・り災者台帳・届出証明書】 
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第６節 激甚災害の指定 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号。以下

「激甚法」という。）は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場

合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置につ

いて規定している。 

著しく激甚な災害が発生すると、被災地は壊滅的な打撃を受け、応急措置や災害復旧に要す

る経費が著しく過重になるばかりでなく、被災者も復興の意欲を失うほど疲弊してしまうこと

が予想される。 

したがって、そうした大規模な災害が発生した場合は、応急措置及び災害復旧を迅速かつ適

切に行うため、早期に激甚法に基づく財政援助及び助成措置を受けることが必要となる。 

 

１．激甚災害の指定手順 
激甚法第２条では、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負

担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生

した場合には、内閣総理大臣が中央防災会議に諮った上で、政令により、その災害を「激甚

災害」として指定することとなっている。 

激甚災害としての適否及びどの措置を適用するかの具体的な判断基準は、中央防災会議の

「激甚災害指定基準」（昭和 37 年 12 月７日中央防災会議決定）又は「局地激甚災害指定基

準」（昭和 43年 11月 22日中央防災会議決定）によることとなっている。 

激甚な災害が発生すると、関係省庁が所管事項についての被害額等を把握し、被害状況を

取りまとめ、激甚災害としての該当の適否、適用措置について政府原案が作成される。これ

を中央防災会議に諮った上で、閣議を経て、政令が公布、施行されることとなる。 

 

２．激甚災害に関する調査報告 
（１）町 

町は、町内に災害が発生した場合には、災害対策基本法第 53 条第１項の規定により、

速やかに、その被害状況等を県に報告する。 

（２）県 

県は、町からの被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要があると思われ

る事業について、被害額、復旧事業に要する負担額その他激甚法に定める事項について、

速やかに調査する。 
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第７節 復興計画 

大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地域の

再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑

な大規模事業となることから、町、県及び関係機関は、緊密な連携を図りながら、再度災害の

発生防止と、より快適な生活環境を目指し、住民の安全と環境保全、高齢者、障がいのある人、

女性等の意見等にも配慮した防災まちづくりを実施するものとする。また、必要に応じ、大規

模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、当

該計画に基づき復興事業を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相

当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする。 

 

１．復興計画作成の体制づくり 
復旧後の早い段階で、総合的かつ長期的な視野に立ち、さらに災害に強いまちづくり等の

中長期的課題の解決をも図る計画的な復興を図るため、復興計画を作成する。 

 

２．復興に対する合意形成 
復興計画の作成に当たっては、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュ

ール、被災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を住民に対し行い、住民の早急な

生活再建の観点から、防災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民の合意を得る

ように努めるものとする。 

 

３．復興計画の推進 
復興事業は、多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり、中長期に及ぶこと

から、社会情勢や住民のニーズの変化、科学技術の進展等復興事業を取り巻く状況の変化を

考慮の上、可及的速やかに実施するため、町、県及び関係機関は、諸事業を調整しつつ、計

画的に復興を進めるものとする。 

なお、復興計画の作成に際しては、地域コミュニティが、被災者の心の健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築

に十分配慮するものとする。 

 

４．復旧・復興事業からの暴力団の排除 
町は、警察署との連携により、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入、

介入の実態把握に努めるとともに、関係行政機関、関係団体等と連携を図りながら、復旧・

復興事業からの暴力団の排除に努めるものとする。 
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資料編 
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資料１ 大木町防災会議条例 

大木町防災会議条例 
 

昭和 41年大木町条例第 11号 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第６項の規定に基づき、

大木町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 大木町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 町長の諮問に応じて大木町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(４) 水防法(昭和 24年法律第 193 号)第 33 条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査

審議すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 福岡県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(３) 福岡県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(４) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(５) 教育長 

(６) 久留米広域消防本部の消防吏員のうちから町長が任命する者 

(７) 消防団長 

(８) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(９) 前各号に掲げるもののほか、町長が防災上必要と認めて任命する者 

６ 前項の委員の定数は、30人以内とする。 

７ 第５項第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その

前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 
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３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(議事等) 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 
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資料２ 大木町災害対策本部条例 

大木町災害対策本部条例 
 

昭和 41年大木町条例第 15号 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 23 条の２第８項の規定に基づ

き、大木町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

(雑則) 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 
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資料３ 災害通信連絡先名簿 

 

名称 電話番号 
県防災行政無線 

電話 FAX 

福岡管区気象台 092-725-3604 78-981-70  

福岡県災害対策本部 
092-641-4734 

092-643-3986 

78-700-7500 

～7504 
 

福岡県消防防災指導課 092-643-3113  
1-78-700-7390 

～7394、7399 

福岡県県土整備部河川管理課 092-643-3665 78-700-7103 1-78-700-7396 

南筑後県土整備事務所柳川支所 0944-72-4155 78-812-711 1-78-812-761 

筑後川河川事務所 0942-33-9131   

筑後川河川事務所大川出張所 0944-86-2516   

筑後警察署 0942-52-0110   

久留米広域消防本部 0942-38-5151 78-658-70 1-78-658-75 

三潴消防署 0942-62-2185   

陸上自衛隊第４高射特科大隊 0942-43-5391   

南筑後保健福祉環境事務所 0944-72-2111 78-812-260  

南筑後教育事務所 0942-53-7524 78-952-70 1-78-952-75 

筑後農林事務所 0942-52-5642 78-803-701 1-78-803-760 

久留米市 0944-30-9074 78-203-70 1-78-203-75 

大川市 0944-85-5562 78-212-70 1-78-212-75 

筑後市 0942-65-7065 78-664-74  

柳川市 0944-77-8153 78-207-70 1-78-207-75 

九州電力久留米営業所 0942-37-5533   

西日本電信電話福岡支店 092-476-6122   

西日本鉄道柳川駅 0944-72-2503   

日本赤十字社福岡県支部 092-523-1171 78-980-70  

大川三潴医師会 0944-87-2611   

大川三潴歯科医師会 0944-33-2215   

大川三潴薬剤師会 0942-65-0618   

大木交番 0944-32-1110   

大木郵便局 0944-32-1042   

大木町社会福祉協議会 0944-32-2423   
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資料４ 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協

定・実施要領 

災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定 

 

(目的) 

第１条 この協定は、福岡県内の地域に災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」

という。)第２条第１号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみで

は十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第67条第１項

による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、福岡県内のすべての市町村が相互

に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるものとする。 

(応援の種類) 

第２条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(２) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(３) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

(４) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(５) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(６) 被災傷病者の受入れ 

(７) 遺体の火葬のための施設の提供 

(８) ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供 

(９) ボランティアの受付及び活動調整 

(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

(応援要請の手続き) 

第３条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各

号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。 

(１) 被害の状況 

(２) 応援の種類 

(３) 応援の具体的な内容及び必要量 

(４) 応援を希望する期間 

(５) 応援場所及び応援場所への経路 

(６) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲

げる事項を明らかにして電話等により福岡県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依

頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。 

３ 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書

を提出するものとする。 

(応援の実施) 

第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要
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請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事

情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。 

２ 前条第２項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定

し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとと

もに応援を実施するものとする。 

(自主応援) 

第５条 被災市町村の長からの応援要請文は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、

被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うもの

とする。 

２  前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等に

より被災市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するも

のとする。 

(応援の調整) 

第６条 知事は、前２条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うこ

とができるものとする。 

(応援経費の負担) 

第７条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。 

２ 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないとき

は、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものと

する。 

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。 

(情報の交換等) 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換す

るとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。 

(その他) 

第９条 この協定の実施に閲し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。 

附 則 

１ この協定は、平成17年４月26日から施行する。 

２ この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 
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災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する実施要領 
 

１．目的 

この要領は、災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定(以下「協定」

という。)第９条の規定に基づき、災害時における県内市町村間の相互応援が円滑に実施され

るため必要な事項を定めるものとする。 

２．定義 

この要領において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第２項第１号に定

める災害であり、地震、津波、暴風、豪雨等の異常な自然現象のみでなく、航空機の墜落、列

車の衝突転覆等の大規模事故による被害も含む。 

３．県、市町村の連絡先 

災害時の市町村間の相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県は、年度当初に「県及び

市町村の勤務時間内及び勤務時間外の連絡先一覧」を作成し、市町村に配布する。 

４．応援要請の手続き及び応援の実施（協定第３条、第４条） 

(１) 個別に他の市町村に応援要請する場合（協定第３条第１項、第４条第１項）の手続き等

は、以下のとおりとする。 

 

①要請（電話等） 

      被災市町村の長            １他の市町村の長  

②受諾（電話等） 

 

③応援の実施 

 

④要請文書の提出 

 

① 要  請  被災市町村は、災害時相互応援連絡表(様式１、以下「応援連絡表」とい

う。)に必要事項を記入の上、その要旨を電話(県防災行政無線電話文はＮＴ

Ｔ電話)で連絡するとともにファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴＴ)送信

する。 

 

応援連絡表の記入例 

記入例１・単独－要請 

 

② 受  諾  要請を受けた市町村は、受諾の可否を電話(県防災行政無線電話又はＮＴ

Ｔ電話)で連絡するとともに、受諾した応援連絡表の写しに加除訂正を行

い、ファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴＴ)送信する。 

 

応援連絡表の記入例 

記入例２・単独－受諾 

 

③ 応援の実施  応援を受諾した市町村は、応援連絡表に記載した応援受諾内容を実施す

る。 

④ 要請文書の提出  応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対
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し、速やかに要請文書(様式３)を提出する。要請文書施行の日付は、

実際に要請を行った日とする。 

 

(２) 複数市町村に同時に応援を要請する場合(協定第３条第２項、第４条第２項)の手続きは

以下のとおりとする。 

 

                 県  

①応援要請の依頼                    ②応援要請 

（電話、FAX）                      （一斉FAX）の伝達 

④連絡     ③受諾（電話等） 

ｑ被災市町村ｑ                    １他の市町村１ 

⑤応援の実施 

 

⑥要請文書の提出 

 

① 要請の依頼  被災市町村は、応援連絡表(様式１)に必要事項を記入の上、その要旨を

県(県災害対策本部又は消防防災安全課)に電話(県防災行政無線又はＮＴ

Ｔ電話)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴＴ)

送信する。 

 

応援連絡表の記入例 

記入例３・広域－要請１ 

 

 

② 応援要請の伝達  県はファクシミリ受信した応援連絡表を県防災行政無線により一斉

送信する。 

原則として、音声一斉とファクシミリ一斉送信を行うこととする。 

 

応援連絡表の記入例 

記入例４・広域－要請２ 

 

 

③ 受諾の連絡  応援できる市町村は、受信した応援連絡表に加除訂正を行い、その要旨

を県(県災害対策本部又は県消防防災安全課)に電話(県防災行政無線又は

ＮＴＴ電話)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴ

Ｔ)送信する。 

 

応援連絡表の記入例 

記入例５・広域－受諾 
 

 

④ 受諾の連絡  県は、応援の内容を取りまとめ、必要に応じ調整を行った上、応援を要

請した市町村に応援の内容を電話(県防災行政無線又はＮＴＴ)で連絡する

市町村 

↓ 

県 

県 

↓ 

要請市町村 
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とともに、応援連絡表をファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴＴ)送信す

る。 

 

⑤ 応援の実施  県からの応援を実施するよう連絡を受けた市町村は、速やかに応援連絡

表に記載した応援受諾内容を実施する。 

 

⑥ 要請文書の提出  応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対

し、速やかに要請文書(様式３)を提出する。要請文書施行の目付け

は、実際に応援要請を県に伝達した日とする。 

 

５．自主応援(協定第５条) 

自主応援を行う場合の手続き等は以下のとおりとする。 

 

 県  

②応援内容（電話、FAX） 

（調 整） 

 

 

③応援の実施 

①応援内容（電話、FAX） 

 

① 応援内容の連絡  自主応援をしようとする市町村は、応援連絡表(様式２)に必要事項

を記入の上、その要旨を被災市町村に電話(県防災行政無線又はＮＴ

Ｔ)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴＴ)

送信する。 

 

応援連絡表の記入例 

記入例６・自主応援 

 

 

② 応援内容の連絡  自主応援を行うこととなった市町村は、県に応援を行う旨及び応援

内容を電話(県防災行政無線又はＮＴＴ)で連絡するとともに、応援連

絡表(様式２)をファクシミリ(県防災行政無線又はＮＴＴ)送信する。 

 

 

（県による調整）  県は、救援物資の余剰の発生や緊急輸送路の渋滞などを勘案して必

要に応じ調整を行う。 

 

③ 応援の実施   応援連絡表に記載した応援内容を実施する。 

応援を行おうと 

する市町村の長 
被災市町村の長 

 

応援市町村 

↓ 

被災市町村 

 

応援市町村 

↓ 

県 
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資料５ 災害時相互応援連絡表・要請依頼文書 

様式１（応援要請） 

 

災害時相互応援連絡表 
 

要請側市町村 

連絡者 

福岡県 

連絡表 

応援側市町村 

連絡者 

   

 

下記のとおり要請（受諾）します。 

 

記 

 

① 
要請先（応援側） 

市町村名簿 

単独の場合：対象市町村 市（町・村） 

広域の場合：対象地区 全県・（   ）地区 

② 要請者職・氏名 市町村長 

③ 要請日時 平成   年   月   日   時   分 

④ 被害の状況  

⑤ 応援の種類 （協定第２条第   号） 

⑥ 
応援の具体的内容 

及び所要量等 
 

⑦ 
応援希望（可能） 

時期・期間 
 

⑧ 応援場所及び経路  

⑨ その他必要事項  
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様式２（自主応援） 

 

災害時相互応援連絡表 
 

応援側市町村 

連絡者 

 

 

下記のとおり応援します。 

 

記 

 

① 応援者職・氏名 市町村長 

② 応援日時 平成   年   月   日   時   分 

③ 応援の種類 （協定第２条第   号） 

④ 
応援の具体的内容 

及び所要量等 
 

⑤ 応援可能時期・期間  

⑥ 応援場所及び経路  

⑦ その他必要事項  
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様式３ 
文  書  番  号 

平成  年  月  日 

 

○ ○ ○ 市（町・村）長 様 

 

○○○○市（（町・村）長 

○ ○ ○ ○    公印 

 

 

 

災害時における相互応援の要請について（依頼） 

 

 

 

 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定第３条第１項（複数の市町村の

長に要請する場合は第３条第２項）に基づき、別紙のとおり応援を要請します。 

 

 

 

 

＊別紙 災害時相互応援連絡表（様式１） 
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資料６ 県への応援要請文書 

【県への応援要請文書】 

 

年  月  日 

 

福岡県知事 

様 

 

 

大木町長        印 

 

 

災害対策基本法第 68条に基づく応援の要請について 

 

標記について、下記のとおり応援を要請します。 

 

記 

 

１ 災害の状況 

 

２ 応援（応援措置の実施）を要請する理由 

 

３ 応援を希望する人員又は物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

 

４ 応援（応援措置の実施）を必要とする場所 

 

５ 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

 

６ その他必要な事項 
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資料７ 福岡県消防相互応援協定書 

福岡県消防相互応援協定書 
 

(目的) 

第１条 この協定は，消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき，福岡県内の市

町村，消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)の消防相

互応援について必要な事項を定め，県内において大規模災害等が発生した場合に相互の消防力

を活用して，災害による被害を最小限に防止することを目的とする。 

(地域並びに代表消防機関及び地域代表消防機関の設置) 

第２条 福岡県内を次に掲げる地域に区分するものとする。 

(１) 北九州地域 

北九州市，行橋市，中間市，京築広域市町村圏事務組合，遠賀・中間地域広域行政事務

組合及び苅田町の区域 

(２) 筑豊地域 

飯塚地区消防組合，福岡県田川地区消防組合，直方市及び直方・鞍手広域市町村圏事務

組合の区域 

(３) 福岡地域 

福岡市，筑紫野太宰府消防組合，春日・大野城・那珂川消防組合，糸島市，粕屋南部消

防組合，宗像地区事務組合及び粕屋北部消防組合の区域 

(４) 筑後地域 

久留米広域市町村圏事務組合，大牟田市，大川市，柳川市，筑後市，八女地区消防組

合，みやま市及び甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の区域 

２ この協定による相互応援を円滑に実施するため，代表消防機関を，前項に掲げる地域にそれ

ぞれ地域代表消防機関を設置するものとし，代表消防機関及び地域代表消防機関(以下「代表

消防機関等」という。)にはそれぞれ代行消防機関を選定しておくものとする。 

(対象とする災害) 

第３条 この協定において，相互応援の対象とする大規模災害等とは，次に掲げる災害のうち大

部隊若しくは特殊な消防隊，資機材等の応援を必要とするものをいう。 

(１) 大規模な林野火災，高層建築物火災，危険物火災その他特殊火災 

(２) 地震，風水害その他大規模災害 

(３) 航空機事故，列車事故等で大規模又は特殊な救急，救助事故 

(応援可能消防隊の登録) 

第４条 各市町村等は，応援出動が可能な消防隊をあらかじめ登録しておくものとする。 

(応援要請の種別) 

第５条 応援要請の種別は，災害の規模等により次のとおり区分するものとする。 

(１) 第一要請 

第２条第１項に規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請 

(２) 第二要請 
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第一要請に加えて，他の地域の市町村等に対して行う応援要請 

(応援要請の方法) 

第６条 応援要請は，原則として第一要請，第二要請の順に行うものとする。ただし，特に必要

がある場合は，この限りでない。 

２ 応援要請は，災害の発生地を管轄する市町村等(以下「要請側」という。)の長又は消防長か

ら，他の市町村等(以下「応援側」という。)の長又は消防長に対し，応援に必要な事項を明確

にして行うものとする。 

３ 前項の要請については，第２条第２項に規定された代表消防機関等を通じて行うものとす

る。 

４ 第一要請又は第二要請を行った要請側の長又は消防長は，福岡県に対して要請した旨を通報

するものとする。 

(応援隊等の派遣) 

第７条 前条の規定により応援の要請を受けた応援側の長又は消防長は，消防隊(以下「応援

隊」という。)を派遣するものとする。 

２ 応援隊の派遣を決定したとき又はやむを得ない理由により派遣し難いときは，応援側の長又

は消防長は，その旨を速やかに代表消防機関等を通じて要請側の長又は消防長に通知するとと

もに，福岡県に通報するものとする。 

３ 要請側に隣接する応援側の長又は消防長，及び要請側の地域代表消防機関が属する市町村等

の長又は当該地域代表消防機関の消防長は，第３条に規定する大規模災害等の発生に際し，要

請側の長又は消防長と連絡が取れない場合において，その事態に照らし特に緊急を要し，前条

に規定する応援要請を待ついとまがないと認められるときには，同条第２項の要請を待たない

で，先行調査のため，必要な消防隊(以下「先遣隊」という。)を派遣することができるものと

する。 

４ 前項の規定により，先遣隊の派遣を決定した応援側の長又は消防長は，その旨を速やかに代

表消防機関等を通じて福岡県に通報するものとする。 

(応援等の中断) 

第８条 応援側の都合で応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては，応援側の

長又は消防長は，要請側の長又は消防長と協議のうえ応援を中断することができるものとす

る。 

２ 先遣隊を派遣した応援側の都合で先遣隊を復帰させるべき事態が生じた場合においては，応

援側の長又は消防長は，先遣隊の派遣を中断することができるものとする。この場合において

は，先遣隊の派遣を中断した応援側の長又は消防長は，その旨を速やかに代表消防機関等を通

じて福岡県に通報するものとする。 

(応援側の指揮) 

第９条 応援隊は，消防組織法第47条の規定に基づき要請側の長の指揮の下に行動するものとす

る。 

(経費の負担) 

第10条 応援に関し要した経費については，次の各号に定めるところにより負担するものとす
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る。 

(１) 応援側の負担する経費 

ア 消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く)及び小破損の修理費 

イ 消防職員及び消防団員の給与その他の給付に関する経費 

ウ 消防職員及び消防団員が負傷，疾病又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等 

エ 交通事故における損害賠償費等 

オ 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費 

(２) 要請側の負担する経費 

前号に定める経費以外の経費 

２ 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は，当該市町村等において協議のうえ決定

するものとする。 

(航空消防応援) 

第11条 この協定の規定にかかわらず，航空消防の応援については，別に定める要綱によるもの

とする。 

(改廃) 

第12条 この協定の改廃は，協定市町村等の長の協議により行うものとする。 

(委任) 

第13条 この協定の実施に関し必要な事項は，市町村等の消防長が協議して定める。 

附 則 

１ この協定は，平成 25年４月１日から効力を生じる。 

２ 平成 23 年３月 30 日付けで関係市町村等の間において締結した福岡県消防相互応援協定(以

下「旧協定」という。)は，その効力を失う。ただし，この協定の効力が生じる目前に行われ

た消防相互応援に関する経費の負担については，旧協定第 10 条の規定は，なおその効力を有

する。 

３ この協定の締結を証するため，本書５通を作成し，記名押印のうえ，福岡県総務部防災危機

管理局消防防災指導課，福岡県市長会，福岡県町村会，福岡県消防長会及び財団法人福岡県消

防協会に保管を依頼するとともに，各市町村等はその写しを各１通保管するものとする。 

 

平成 25年３月 28 日 

 

 記名・押印 [略] 
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資料８ 福岡県消防相互応援協定覚書 

福岡県消防相互応援協定覚書 

 

平成25年３月28日付で締結した福岡県消防相互応援協定書(以下「協定書」という。)第13条の

規定に基づき，この覚書を定める。 

 

(代表消防機関等の選定及び任務) 

第１条 協定書第２条第２項に規定する代表消防機関等及びその代行消防機関は，別表第１に定

める消防本部とし，その任務は次のとおりとする。 

(１) 代表消防機関の任務 

ア 県との連絡調整及び情報交換に関すること。 

イ 地域代表消防機関との連絡調整に関すること。 

ウ 第二要請時における応援隊の部隊の調整及び編成に関すること。 

エ その他必要な事項 

(２) 地域代表消防機関の任務 

ア 地域内消防機関との連絡調整に関すること。 

イ 災害に関する情報収集及び資料提供 

ウ 要請側消防機関との応援要請に関する協議 

エ 応援側消防機関との応援隊派遣に関する協議 

オ 県及び代表消防機関との連絡調整に関すること。 

カ 第一要請時における応援隊の部隊の調整及び編成に関すること。 

キ その他必要な事項 

(３) 代行消防機関は，代表消防機関等の管内で大規模災害等が発生した場合に，代表消防機

関又は地域代表消防機関の任務をそれぞれ代行する。 

(応援可能消防隊の登録) 

第２条 協定書第４条の規定に基づく応援可能消防隊は，別表第２に掲げる消防隊とする。 

(応援要請の方法) 

第３条 協定書第６条の規定に基づく応援要請は，別図１に示す要請の順序に従い行うものとす

る。 

２ 応援要請の方法は，次の事項をできるだけ明確にし，別表第３に掲げる窓口に，電話・ファ

クシミリ等により行うものとする。 

(１) 災害の種別，発生場所及び災害の状況 

(２) 応援隊の人員，車両，資機材 

(３) 応援隊の集結場所及び活動内容 

(４) 災害現場の最高指揮者の職，氏名 

(５) その他必要な事項 

３ 要請側の長は，事後速やかに応援側の長に対し応援要請書(様式第１号)を提出するものとす

る。 
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(応援隊派遣の決定通知) 

第４条 協定書第７条第２項の規定に基づく，応援隊の派遣を決定した場合の通知は，次による

ものとする。 

(１) 応援隊の最高指揮者の職，氏名 

(２) 応援隊の人員，車両，資機材 

(３) 応援隊の到着予定時間及び派遣経路 

(４) その他必要な事項 

(先遣隊派遣時の連絡等) 

第５条 協定書第７条第３項の規定に基づき，先遣隊の派遣を決定した応援側の長又は消防長

は，別図２の連絡体系に従い相互に連絡するものとする。 

２ 先遣隊の最高指揮者は，現場到着時に要請側の長，消防長又は現場最高指揮者(以下「現場

最高指揮者等」という。)に応援の要否を確認するものとする。 

３ 前条の規定は，協定書第７条第４項の規定に基づく，先遣隊の派遣を決定した場合の通知に

ついて準用する。この場合において，前条中「応援隊」とあるのは「先遣隊」と読み替えるも

のとする。 

(要請側の措置) 

第６条 要請側の長又は消防長は，次の措置を講ずるものとする。 

(１) 応援隊の集結場所に誘導員を配置し，応援隊の誘導に努めること。 

(２) 現場指揮本部の所在を明示すること。 

(現場到着時の報告等) 

第７条 応援隊の最高指揮者は，現場最高指揮者等に対して第１号に定める事項について報告を

行うとともに，第２号における事項を確認し，必要な指示を受けるものとする。 

(１) 到着報告事項 

ア 応援消防本部及び消防団名 

イ 応援隊の最高指揮者の職，氏名 

ウ 応援隊の人員，車両，資機材 

エ その他必要な事項 

(２) 確認事項 

ア 災害の現況 

イ 活動中の消防隊名，隊数及び指揮者名 

ウ 他の消防隊の活動概要 

エ 活動方針 

オ 今後の見込み 

カ 応援隊の活動範囲及び任務 

キ 使用無線系統 

ク 指揮連絡担当者名 

ケ 安全管理上の注意事項 

コ その他必要な事項 
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(応援隊の部隊運用) 

第８条 応援隊の部隊運用は，代表消防機関等が行う部隊編成をもって運用するものとし，その

部隊編成については，別図３に示す例によるものとする。 

ただし，要請側の長又は消防長の指示がある場合はこれによるものとする。 

(現場引き揚げ時の報告等) 

第９条 応援隊の最高指揮者は，現場最高指揮者等の引き揚げ指示により，次の報告を行ったの

ち引き揚げるものとする。 

(１) 応援隊の活動概要 

(２) 活動中の異常の有無 

(３) 隊員の負傷の有無 

(４) 車両，資機材等の損傷の有無 

(５) 使用した消火薬剤等の数量 

(６) その他必要な事項 

(応援の始期及び終期) 

第10条 応援の始期は，応援隊が常備配置場所から出動した時点とする。ただし，応援隊が常備

配置場所の外にある場合は，応援出動命令を受けて出動した時点とする。 

２ 先遣隊の応援の始期は，第５条第２項の規定により，応援要請を受けた時点とする。 

３ 応援の終期は，応援隊が常備配置場所に帰着した時点とする。ただし，応援に関する目的を

終了したのち，他の用務のため行動する場合は，その目的の行動を開始した時点とする。 

(事後の報告) 

第11条 応援側の長又は消防長は，要請側の長又は消防長に対して応援終了後速やかに応援隊活

動状況報告書(様式第２号)により報告するものとする。 

２ 要請側の長又は消防長は，応援側の長又は消防長に対して，応援終了後速やかに災害概要報

告書(様式第３号)により報告するものとする。 

(経費の請求) 

第12条 応援側の長は，協定書第10条の規定に基づき，応援に要した経費を請求するときは，別

記様式第４号により要請側の長に請求するものとする。 

(合同訓練の実施) 

第13条 各消防長は，円滑な応援活動を図るため各消防本部間で協議のうえ，合同で消防訓練を

実施するよう努めるものとする。 

(連絡会議等の設置) 

第14条 協定の円滑な運用を図るため，次の各号に定めるところに従い連絡会議及び協定書第２

条第１項に定める地域ごとに，地域連絡会議を設置する。 

(１) 連絡会議は，県下各消防本部の担当課長で構成する。 

(２) 地域連絡会議は，地域内の市町村及び消防本部の担当課長で構成する。 

２ 連絡会議及び地域連絡会議は，必要の都度開催するものとし，次の事項について研究及び情

報交換を行う。 

(１) 消防相互応援の実施に関すること。 
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(２) 消防相互応援の基本計画に関すること。 

(３) 市町村等間の合同消防訓練に関すること。 

(４) その他必要な事項 

３ 連絡会議の事務局は代表消防機関内に，地域連絡会議の事務局は地域代表消防機関内にそれ

ぞれ置くものとする。 

(補則) 

第15条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については，別途協議のうえ決定する

ものとする。 

附 則 

１ この覚書は，平成25年４月１日から効力を生じる。 

２ この覚書の締結に伴い，平成23年３月30日福岡県消防相互応援協定第13条の規定に基づき締

結された福岡県消防相互応援協定覚書は，その効力を失う。 

３ この覚書の成立を証するため，本書５通を作成し，記名押印のうえ，福岡県総務部防災危機

管理局消防防災指導課，福岡県市長会，福岡県町村会，福岡県消防長会及び財団法人福岡県消

防協会に保管を依頼するとともに，各消防本部はその写しを各１通保管するものとする。 

 

平成 25年３月 28 日 

 

 記名・押印 [略] 

 

 別表 [略] 
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資料９ 福岡県消防相互応援要請様式 

様式第１号（覚書第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

要請者              

市町村等名            

職，氏名           印 

  

応  援  要  請  書 

 

福岡県消防相互応援協定書第６条の規定に基づき，下記のとおり応援を要請します。 

 

応 援 の 種 別  第一要請     第二要請 

応 援 要 請 年   月   日    時   分 

災害発生日時  年   月   日    時   分 

災 害 の 種 別   

災害発生場所   

災 害 の 状 況  

 

 

応 
 

援 
 

隊 

 

消 火 隊 

 

救 助 隊 

 

救 急 隊 

 

化学消火隊 

 

梯 子 隊 

 

そ の 他 

(人員) 

(資材) 

 

集結場所  

活動内容 
 

災害現場の最高 

指揮者の職・氏名 

 

その他必要事項 

(無線波の指定等) 
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様式第２号（覚書第 11条関係） 

 

応援隊活動状況報告書 
 

   応援側市町村等名  

応援要請の種別 第一要請  第二要請 要請連絡者 消防本部名 

      職 

氏名 
応 援 要 請 

受 報 時 分 年  月  日  時  分 

災害発生場所 
 

応援隊の種別 
   

車    種 
   

人    員 
   

出 動 時 分 時   分 時   分 時   分 

現場到着時分  時   分 時   分 時   分 

活動開始時分  時   分 時   分 時   分 

活動終了時分  時   分 時   分 時   分 

帰 着 時 分 時   分 時   分 時   分 

応 援 時 間 時間   分 時間   分 時間   分 

活 動 概 要 

   

使用資機材 
   

人員機材の 

異常の有無 

   

そ の 他 
   

 

担当者：職 

氏名 

ＴＥＬ           （内線    ） 
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様式第３号（覚書第 11条関係） 
 

災 害 概 要 報 告 書 
 

   要請側市町村等名  

災害発生日時 年  月  日  時  分  覚 知 日 時 月 日 時 分 

応援要請日時 年  月  日  時  分  応援側市町村等名  

災 害 事 案 

終 了 日 時 
年  月  日  時  分  災害活動時間 時間  分  

災害発生場所  

 

災 害 種 別 １林野火災 ２建物火災 ３危険物火災 ４自然災害 ５交通機関災害 ６その他(   )  

災害の概要 

 

被害の程度 

死 傷 者 

 

消 防 隊 の 

活 動 概 要 
 

消 防 隊 の 

出 動 状 況 

 消火隊 救助隊 救急隊 化学消火隊 梯子隊 その他特殊隊 計 消防団 

要請側  

台 人 台 人 台 人 台 人 台 人 台 人 台 人 分団 台 人 

応援側 

台 人 台 人 台 人 台 人 台 人 台 人 台 人 分団 台 人 

他機関の出動状況 

及び活動状況  
 

そ の 他 
 

 

担当者：職 

氏名 

ＴＥＬ           （内線    ） 



 

 206 

様式第４号（覚書第 12条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

     様 

 

 

要請者              

市町村等名            

職，氏名           印 

  

 

応援に要した経費の請求について 

 

 

年  月  日福岡県消防相互応援協定により応援出動したので，同協定第 10 条及び同

覚書 12条の規定に基づき，下記のとおり応援に要した経費を請求します。 

 

記 

 

 

   請求金額                  円    

 

経
費
の
内
訳 

 項目    内容 金     額 

義
務
事
項 

  

  

  

  

  

協
議
事
項 

  

  

  

  

合    計 
 

※添付資料……積算基礎資料 
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資料10 国土交通省九州地方整備局との大規模災害時応援協定書 

大木町における大規模な災害時の応援に関する協定書 
 

国土交通省九州地方整備局長(以下「局長」という。)と大木町長(以下「町長」という。)は、

災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 77 条に関して、国土交通省所管施設(直轄施設を除

く。以下「所管施設」という。)に大規模な災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火等による社会的な影響が大きい重大な自然災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生す

るおそれがある場合の応援に関する内容等を定め、もって被害の拡大を防ぎ、及び二次災害を防

止することを目的として、次の条項により協定を締結する。 

 

(応援内容) 

第１条 応援内容は、次の事項の実施に係る資機材及び職員の応援に関するものとする。 

(１) 所管施設の被害状況の把握 

(２) 情報連絡網の構築 

(３) 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣 

(４) 災害応急措置 

(５) その他必要と認められる事項 

(被災状況の連絡及び現地情報連絡員の派遣) 

第２条 大木町内の所管施設に大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、九州

地方整備局と大木町は相互に連絡するものとする。なお、町長の応援要請があった場合又は局

長が必要と判断した場合は、局長は、現地情報連絡員を大木町に派遣し情報交換を行うものと

する。この場合において、町長は、現地情報連絡員の活動場所を災害対策本部等に確保するも

のとする。 

(応援の実施) 

第３条 局長は、町長からの応援要請に対して、必要性について判断の上、応援を行うものとす

る。 

(応援要請の手続) 

第４条 町長は、大木町内の所管施設に大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に

おいて、九州地方整備局の応援を必要とするときは、九州地方整備局筑後川河川事務所長に電

話等により応援要請を伝え、応援内容を相互に確認した上で、別紙－１の文書にて応援要請を

提也するものとする。 

２ 局長(局長からの指示を受けた九州地方整備局の職員を含む。)は、前項の応援要請を受け、

応援を行うときは、町長(町長からの指示を受けた大木町の職員を含む。)に電話等により応援

する旨を伝え、速やかに別紙－２の文書により応援内容を通知する。 

(応援要請の手続ができない場合の応援) 

第５条 大木町内の所管施設に大規模な災害が発生し、被災による相互の連絡不能などにより応

援要請の手続が速やかにできない場合において、特に緊急を要する場合、かつ、応援要請に時

間を要するときは、局長が独自の判断により応援できるものとする。この場合において、局長
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は、あらかじめ別紙－３の文書により応援内容を町長に通知するものとする。ただし、連絡網

が寸断されている等のため、連絡を取ることが困難である場合は、事前に連絡することを要し

ない。 

(経費の負担) 

第６条 第１条に規定する応援を行った場合の経費の負担については次のとおりとする。 

(１) 災害初動時に第１条(１)、(２)及び(３)の応援を行う場合 

九州地方整備局の負担とする。なお、災害初動時とは、原則として九州地方整備局が災

害等支援本部を設置している期間とする。 

(２) 第１条(４)及び(５)の応援を行う場合 

原則として大木町の負担とするが、第１条(４)の応援を行う場合で、次の(①～④の全

てに該当するときは、原則として九州地方整備局の負担とする。 

① 大規模な災害と認められる場合 

② 国土交通本省が非常災害対策本部若しくは緊急災害対策本部を設置し、又は非常体

制を発令している場合 

③ 被害拡大又は二次災害の防止のための必要最低限の緊急対応である場合(施設復旧

を含まない。) 

④ 広域災害等であって、本来緊急対応を実施すべき者が明確でない場合、又は関係者

間で連絡不能や連絡に時間を要する場合で、応急措置又は災害後旧事実の主体、分担

等が決定されるまでの間である場合 

(平常時の連絡) 

第７条 九州地方整備局企画部防災課と大木町総務課は、平常時から防災に関する情報や資料の

交換を行い、応援の円滑な実施を図るものとする。 

(その他) 

第８条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、局長と町長とが協議し

て定めるものとする。 

２ この協定に関する実務責任者は、九州地方整備局においては企画部防災課長、大木町におい

ては総務課長とする。 

(運用) 

第９条 この協定書は、平成 24年６月８日から適用する。 

 

平成 24年６月８日 

 

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目 10番７号 

国土交通省九州地方整備局長  

吉 崎 収 

福岡県三潴町大木町大字八町牟田 255－１ 

大 木 町 長 

石 川 潤 一 
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別紙－１ 

文  書  番  号 

平成  年  月  日 

 

国土交通省九州地方整備局長 殿 

 

大 木 町 長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（要請) 

 

 

「大木町における大規模な災害時の応援に関する協定書」第４条に基づき、下記のとおり応援

を要請します。 

 

１ 期間 

 

２ 場所 

 

３ 要請内容 

 

４ その他 
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別紙－２ 

文  書  番  号 

平成  年  月  日 

 

大 木 町 長 殿 

 

国土交通省九州地方整備局長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（通知) 

 

○年○月○日付け○○第○号で要請のあったことについては、「大木町における大規模な災害

時の応援に関する協定書」第４条に基づき、下記のとおり応援する旨通知します。 

 

１ 期間 

 

２ 場所 

 

３ 応援内容 

 

４ その他 
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別紙－３ 

文  書  番  号 

平成  年  月  日 

 

大 木 町 長 殿 

 

国土交通省九州地方整備局長 

 

 

 

 

大規模な災害時の応援について（通知) 

 

「大木町における大規模な災害時の応援に関する協定書」第５条に基づき、下記のとおり応援

する旨通知します。 

 

１ 期間 

 

２ 場所 

 

３ 応援内容 

 

４ その他 
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資料11 災害協定一覧 

区分 協定相手 名称 締結日 備考 

自治体等 県内市町村 
災害時における福岡県内市町村間の

相互応援に関する基本協定 
H17.4  

 
県内市町村及び消防

一部事務組合 
福岡県消防相互応援協定 H25.3  

 大川市 大川市との消防相互応援協定 S47.11 消防団の隣接応援 

 久留米市 久留米市との消防相互応援協定 H17.2 消防団の隣接応援 

 筑後市 筑後市との消防相互応援協定 S34.11 消防団の隣接応援 

 柳川市 柳川市との消防相互応援協定 S37.7 消防団の隣接応援 

 みやま市 
みやま市と大木町との持続可能な循

環型社会の構築に係る包括協定 
H29.4  

 
国土交通省九州地方

整備局 

大木町における大規模な災害時の応

援に関する協定 
H24.6  

建設土木 株式会社荒巻組 災害時の応急対策に関する基本協定 H23.11  

 岩永設備 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 株式会社熊丸組 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 広和建設 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 有限会社寿建設 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.5  

 株式会社馬場建設工業 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 株式会社廣瀬組 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 株式会社廣松設備 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 株式会社的場建設工業 災害時の応急対策に関する基本協定 H20.9  

 株式会社Ｇ-Ｂest 災害時の応急対策に関する基本協定 H28.6  

 森設備 災害時の応急対策に関する基本協定 H31.4      

医療 
一般社団法人大川三

潴医師会 

災害時における医療救護活動に関す

る協定 
H26.6  

ボランティア 
大木町社会福祉協議

会 

大木町災害ボランティアセンターの

設置及び運営に関する協定 
H28.9  

物資 イオン九州株式会社 
災害時における支援協力に関する協

定 
H20.5  

 
ＮＰＯ法人コメリ災

害対策センター 

災害時における物資供給に関する協

定 
H25.3  

輸送 
赤帽福岡県軽自動車

運送協同組合 

災害時における物資の輸送に関する

協定 
H25.11  

施設利用 イオン九州株式会社 
大型商業施設出店に関する環境保全

協定 
H19.12 

災害緊急時の駐

車場等の利用等 

 
株式会社大木町健康

づくり公社 

大木町健康福祉センターの管理に関

する協定 
H24.4 指定避難所 

 
一般社団法人サステ

ィナブルおおき 

おおき循環センター「くるるん」指

定管理者協定書 
H29.3  

 
福岡県南筑後県土整

備事務所 

道の駅「おおき」の防災利用に関す

る覚書 
H31.2  

 
株式会社クリエイテ

ィブおおき 

災害時における施設利用に関する協

定書 
H31.3  

 

区分 協定相手 名称 締結日 備考 
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情報・通信 大木町内郵便局 
災害時における大木町、大木町内郵

便局の相互協力に関する覚書 
H10.7  

 株式会社ゼンリン 
災害時における地図製品等の供給等

に関する協定 
H26.10  

 
西日本電信電話株式

会社 

災害時における特設公衆電話の設

置・利用に関する協定 
H27.6  

災害廃棄物 
公益社団法人福岡県

産業廃棄物協会 
災害廃棄物の処理等に関する協定書 H30.2  

レンタル 株式会社アクティオ 
災害時におけるレンタル機材の提供

に関する協定書 
H30.9  

放送 
九州朝日放送株式会

社 
防災パートナーシップに関する協定 H30.10  
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資料12 福岡県災害救助法施行細則 

福岡県災害救助法施行細則 

 
昭和 40年福岡県規則第 44号 

(趣旨) 

第一条 この規則は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の実施につ

いて、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「政令」という。)及び災害救助法

施行規則(昭和二十二年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第一号。以下「省令」

という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第二条 削除 

(救助実施区域の告示) 

第三条 知事は、法第二条の規定による救助(以下「救助」という。)を開始したときは、速やかに

当該救助を適用する市町村の地域を告示するものとする。 

(市町村長の緊急処置) 

第四条 市町村長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、

法第十三条第二項の規定に基づき救助に着手することができる。 

(救助の組織) 

第四条の二 災害救助に関する事務を処理するため、福祉労働部に災害救助部(以下「部」とい

う。)を置く。 

2 部に部長及び副部長を置き、部長には福祉労働部長を、副部長には福祉労働部次長をもつて充

てる。 

3 部に別表第一の上欄に掲げる班を置き、同表の下欄に掲げる区域を管轄させる。 

4 班に班長及び班員を置き、班長には別表第一の中欄に掲げる組織の長の職にある者をもつて充

て、班員には同表の中欄に掲げる組織に所属する職員をもつて充てる。 

(救助の程度、方法及び期間) 

第五条 政令第三条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間は、別表第二のとおりとする。 

2 前項の規定により難い特別の事情があるときは、別に定めるところによるものとする。 

(物資の収用等の場合の公用令書等) 

第六条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲

げるとおりとする。 

一 公用令書(様式第三号から様式第三号の四まで) 

二 公用変更令書(様式第四号) 

三 公用取消令書(様式第五号) 

2 知事は、前項第一号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳(様式第六号)に、これを登録

するものとする。 

3 第一項第二号又は第三号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に、

その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつては、変更事項を記録しなければならない。 

第七条 削除 



 

 215 

(物資の収用等の引渡時における所有者等の立会い) 

第八条 省令第二条第三項の規定により、当該職員が収用又は使用すべき物資の引渡しを受け受領

調書(様式第七号)を作成しようとするときは、その物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有

する者の立ち会いの下で行わなければならない。ただし、やむをえない場合においては、この限りで

ない。 

 (損失補償請求書) 

第九条 省令第三条の規定により、損失補償請求書(様式第八号)の提出があつたとき及びこれに基

づき損失の補償を行つたときは、第六条第二項の強制物件台帳に所要の事項を記録するものとする。 

(従事命令の場合の公用令書等) 

第十条 省令第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

一 公用令書(様式第九号) 

二 公用取消令書(様式第十号) 

2 前項第一号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳(様式第十一号)に、これを登録する

ものとする。 

3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記録し

てこれを抹消しなければならない。 

(協力命令の場合の様式等) 

第十一条 法第八条に規定する救助に関する業務に協力させる者には、協力令書(様式第十二号)を

交付するものとする。ただし、そのいとまがないときはこの限りでない。 

2 前項の協力令書を交付するときは、救助協力者台帳(様式第十三号)に、これを登録するものと

する。 

第十二条 削除 

(従事命令に従事できない場合の届出) 

第十三条 省令第四条第二項の規定による届出に当たり添付する書類は、次のものとする。 

一 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書 

二 天災その他の避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村長、警

察官その他適当な公務員の証明書 

(実費弁償の程度) 

第十四条 政令第五条の規定による実費弁償の方法及び程度は、別表第三のとおりとする。 

(実費弁償請求書の様式) 

第十五条 省令第五条に規定する実費弁償請求書は、様式第十四号による。 

(立入検査証) 

第十六条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項の規定により、当該職員が立入検査に

あたつて、携帯する証票は様式第十五号による。 

 

第十七条 削除 

(扶助金支給申請書の様式等) 
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第十八条 省令第六条第一項の規定による扶助金支給申請書は様式第十八号による。 

2 前項の扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書の提出に当たり、添付す

る書類は次のものとする。 

一 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ること

ができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類及び証明

書等 

二 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治ゆまでの見込期間等に関する医師の

意見書 

3 前条第三項の規定は、省令第六条第二項の扶助金支給申請書及び前項の扶助金申請書の処理に

ついて準用する。 

(知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合の通知) 

第十九条 知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一

部を市町村長が行うこととするときは、様式第十九号により政令第十七条第一項の規定による通知を

行うものとする。 

(繰替支弁) 

第二十条 法第二十九条の規定による市町村長の救助の実施に要する費用は、市町村において一時

繰替支弁をするものとする。 

(繰替支弁金請求書及び提出期限) 

第二十一条 市町村長は、前条の規定により一時繰替支弁をしたときは、救助に関する業務の完了

後六十日以内に次の各号に掲げる書類を知事に提出するものとする。 

一 災害救助費繰替支弁金請求書(様式第二十一号及び第二十一号の二) 

二 救助業務に要した経費算出内訳(様式第二十二号) 

三 決定報告による被害状況調(様式第二十四号) 

四 災害救助費繰替支弁状況調(様式第二十五号) 

五 歳入歳出予算書抄本及び支払証拠書類の写 

2 市町村長は、前条に規定する費用について、概算払を受けようとするときは災害救助費繰替支

弁金概算払請求書(様式第二十六号)を、精算を行うときは災害救助費繰替支弁金精算請求書(様式第

二十七号)に前項第二号から五号までに掲げる書類を添付して、知事に提出するものとする。 

第二十二条 削除 

(救助事務費) 

第二十三条 法第十八条第一項に規定する救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救助 

事務費」という。）として支出できる範囲及び限度額等は、別表第四のとおりとする。 

(災害救助基金台帳) 

第二十四条 法第二十二条の規定に基づき設置した福岡県災害救助基金に係る収入及び支出につい

ては、福岡県災害救助基金台帳(様式第四十三号及び様式第四十四号)に記載し、常時その状況を明ら

かにするものとする。 

(補則) 

第二十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
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別表第一(第四条の二) 

班名 組織 管轄区域 

救助総括班 福祉労働部福祉総務課 県下全域 

筑紫救助班 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 福岡市の中央区、南区、東区及び博多区筑紫

野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川

市 

粕屋救助班 福岡県粕屋保健福祉事務所 古賀市 糟屋郡 

糸島救助班 福岡県糸島保健福祉事務所 福岡市の西区、早良区及び城南区 糸島市 

宗像・遠賀救助班 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事

務所 

北九州市 中間市 宗像市 福津市 遠賀郡 

嘉穂・鞍手救助班 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事

務所 

直方市 飯塚市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 

嘉穂郡 

田川救助班 福岡県田川保健福祉事務所 田川市 田川郡 

北筑後救助班 福岡県北筑後保健福祉環境事務所 久留米市 小郡市 うきは市 朝倉市 朝倉

郡 三井郡 

南筑後救助班 福岡県南筑後保健福祉環境事務所 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 

みやま市 三潴郡 八女郡 

京築救助班 福岡県京築保健福祉環境事務所 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡 

 

 

別表第二(第五条) 

  救助の種

類 

救助の程度、方法及び期間 

一 避難所の

供与 

(1) 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するも

のとする。 

(2) 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を

得難いときは、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法によ

り実施する。 

(3) 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金

職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及

び光熱水費並びに仮設便所等の設置費とし、一人一日当たり三二〇円以内とする。 

(4) 福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であつて避難所での生

活において特別な配慮を必要とする者に供与する避難所をいう。)を設置した場合

は、(3)の金額に、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加

算することができる。 

(5) 避難所での生活が長期にわたる場合等においては、避難所に避難している者への

健康上の配慮等により、ホテル、旅館等の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与す

ることができる。 

(6) 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。 

二 応急仮設

住宅の供

与 

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であつて、自

らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの(以下「建設型仮

設住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「借上型仮設住宅」と

いう。)又はその他適切な方法により供与するものとする。 

(1) 建設型仮設住宅 

ア 建設型仮設住宅の設置に当たつては、原則として、公有地を利用する。ただし、

これら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能

である。 

イ 建設型仮設住宅の一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、

世帯構成等に応じて別に定め、その設置のため支出できる費用は、設置にかかる原

材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、

五、六一〇、〇〇〇円以内とする。 

ウ 建設型仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五〇戸以上設置した

場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、五〇戸未満の場合でも
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戸数に応じた小規模な施設を設置できる。 

エ 福祉仮設住宅(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し、高齢

者等であつて日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をい

う。)を建設型仮設住宅として設置できる。 

オ 建設型仮設住宅は、災害発生の日から二〇日以内に着工し、速やかに設置しなけ

ればならない。 

カ 建設型仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和二十五年法

律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項による期限内(最高二年以内)とする。 

キ 建設型仮設住宅の供与終了に伴う建設型仮設住宅の解体撤去及び土地の原状回復

のため支出できる費用は、当該地域における実費とする。 

(2) 借上型仮設住宅 

ア 借上型仮設住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて(1)イに定める規模

に準ずることとし、その借上げのため支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼

金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に

不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。 

イ 借上型仮設住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しな

ければならない。 

ウ 借上型仮設住宅を供与できる期間は、(1)カと同様の期間とする。 

三 炊き出し

その他に

よる食品

の給与及

び飲料水

の供給 

(1) 炊き出しその他による食品の給与 

ア 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を

受け、若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。 

イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物に

よるものとする。 

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食

及び燃料等の経費とし、一人一日当たり一、一四〇円以内とする。 

エ 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から七日以

内とする。 

(2) 飲料水の供給 

ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うも

のとする。 

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水及び浄

水に必要な機械器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地

域における通常の実費とする。 

ウ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。 

四 被服、寝

具その他

生活必需

品の給与

又は貸与 

(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半

壊、半焼又は床上浸水(土砂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

となつたものを含む。)若しくは全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他

日用品等をそう失又はき損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むこ

とが困難な者に対して行うものとする。 

(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる

品目の範囲内において現物をもつて行うものとする。 

ア 被服、寝具及び身のまわり品 

イ 日用品 

ウ 炊事用具及び食器 

エ 光熱材料 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び

世帯区分により一世帯当たり次の額以内とする。なお、季別は、災害発生の日をもつ

て決定する。 

ア 住家の全壊、全焼又は流失による被害を受けた世帯 

      

  季別 期間 一人世

帯 

二人世

帯 

三人世

帯 

四人世

帯 

五人世

帯 

六人以上一人

を増すごとに

加算する額 
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夏季 四月～

九月 

一八、

五〇〇

円 

二三、

八〇〇

円 

三五、

一〇〇

円 

四二、

○〇〇

円 

五三、

二〇〇

円 

七、八〇〇円 

冬季 十月～

三月 

三〇、

六〇〇

円 

三九、

七〇〇

円 

五五、

二〇〇

円 

六四、

五〇〇

円 

八一、

二〇〇

円 

一一、二〇〇

円 

      

イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することが

できない状態となつたものを含む。)により被害を受けた世帯 

      

  季別 期間 一人世

帯 

二人世

帯 

三人世

帯 

四人世

帯 

五人世

帯 

六人以上一人

を増すごとに

加算する額 

  

夏季 四月～

九月 

六、〇

〇〇円 

八、一

〇〇円 

一二、

二〇〇

円 

一四、

八〇〇

円 

一八、

七〇〇

円 

二、六〇〇円 

冬季 十月～

三月 

九、八

〇〇円 

一二、

八〇〇

円 

一八、

一〇〇

円 

二一、

五〇〇

円 

二七、

一〇〇

円 

三、五〇〇円 

      

(4) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から十日以内に完

了しなければならない。 

五 医療及び

助産 

(1) 医療 

ア 医療は、災害のため医療の途を失つた者に対して、応急的に処置するものとす

る。 

イ 医療は、救護班によつて行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合

においては、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関

する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第

十九号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以

下「施術者」という。)を含む。)において医療(施術者が行うことのできる範囲の

施術を含む。)を行うことができるものとする。 

ウ 医療は、次の範囲内にて行う。 

(ア) 診療 

(イ) 薬剤又は治療材料の支給 

(ウ) 処置、手術その他の治療及び施術 

(エ) 病院又は診療所への収容 

(オ) 看護 

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び

破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保

険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。 

オ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から十四日以内とする。 

(2) 助産 

ア 助産は、災害発生の日以前又は以後の七日以内に分べんした者であつて、災害の

ため助産の途を失つたものに対して行うものとする。 

イ 助産は、次の範囲内において行う。 

(ア) 分べんの介助 

(イ) 分べん前及び分べん後の処置 

(ウ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

ウ 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費

とし、助産師による場合は慣行料金の二割引以内の額とする。 

エ 助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とする。 
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六 被災者の

救出 

(1) 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生

死不明状態にある者を捜索し、救出するものとする。 

(2) 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械器具等の借

上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。 

(3) 被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から三日以内とする。 

七 被災した

住宅の応

急修理 

(1) 被災した住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊若しくは半焼し、自らの資力

では応急修理をすることができない者又は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した者に対して行うものとする。 

(2) 被災した住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部

分に対し、現物をもつて行うものとし、その修理のため支出できる費用は、一世帯当

たり五八四、〇〇〇円以内とする。 

(3) 被災した住宅の応急修理は、災害発生の日から一箇月以内に完了しなければなら

ない。 

八 生業に必

要な資金

の貸与 

(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手

段を失つた世帯に対して行うものとする。 

(2) 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械器具、資材等を購入するため

の費用に充てるものであつて、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償還能

力のある者に対して貸与するものとする。 

(3) 生業に必要な資金の貸与として貸し付けることができる金額は、次の額以内とす

る。 

ア 生業費 一件当たり 三〇、〇〇〇円 

イ 就職支度費 一件当たり 一五、〇〇〇円 

(4) 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。 

ア 貸与期間 二年以内 

イ 利子 無利子 

(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一箇月以内に完了しなければなら

ない。 

九 学用品の

給与 

(1) 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(土砂のたい

積等により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。)によるそう

失若しくはき損等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児

童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)、

中学校生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の

中学部の生徒を含む。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。)、中等教育学校の後期課程(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。)に対して行うものとする。 

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をも

つて行うものとする。 

ア 教科書 

イ 文房具 

ウ 通学用品 

(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。 

ア 教科書代 

(ア) 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(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一

項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承

認を受けて使用するものを給与するための実費 

(イ) 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

イ 文房具及び通学用品費 

小学校児童 一人当たり 四、四〇〇円 

中学校生徒 一人当たり 四、七〇〇円 

高等学校等生徒 一人当たり 五、一〇〇円 
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(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については一箇月以内、その他の学用

品については十五日以内に完了しなければならない。 

十 埋葬 (1) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うもの

とする。 

(2) 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもつて実際に埋葬

を実施する者に支給する。 

ア 棺(付属品を含む。) 

イ 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。) 

ウ 骨つぼ及び骨箱 

(3) 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり大人二一一、三〇〇円、小人一六八、

九〇〇円以内とする。 

(4) 埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 

十一 死体の捜

索 

(1) 死体の捜索は、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

既に死亡していると推定される者に対して行うものとする。 

(2) 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械器具等の借上

費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。 

(3) 死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 

十二 死体の処

理 

(1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)

を行うものとする。 

(2) 死体の処理は、次の範囲内において行う。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

イ 死体の一時保存 

ウ 検案 

(3) 検案は、原則として救護班によつて行う。 

(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三、四〇〇円以内

とする。 

イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する

場合にあっては当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できな

い場合にあっては一体当たり五、三〇〇円以内とする。ただし、死体の一時保存に

ドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は、当該地域における通常の実費を加

算できるものとする。 

ウ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。 

(5) 死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 

十三 災害によ

つて住居

又はその

周辺に運

ばれた土

石、竹木

等で日常

生活に著

しい支障

を及ぼし

ているも

の ( 以 下

「 障 害

物」とい

う。)の除

去 

(1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障

害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力を

もつてしては、当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。 

(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要

な機械器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、市町村内に

おいて障害物の除去を行つた一世帯当たりの平均が一三五、四〇〇円以内とする。 

(3) 障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 222 

十四 応急救助

のための

輸送費及

び賃金職

員等雇上

費 

(1) 応急救助のため輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げ

る場合とする。 

ア 被災者の避難に係る支援 

イ 医療及び助産 

ウ 被災者の救出 

エ 飲料水の供給 

オ 死体の捜索 

カ 死体の処理 

キ 救済用物資の整理配分 

(2) 応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通

常の実費とする。 

(3) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実

施が認められる期間以内とする。 

 

 

 

別表第三(第十四条) 

  法第七条第五項の規定により

実費弁償の対象となる者の種

類 

実費弁償の方法及び程度 

一 政令第四条第一号から第四号

までに掲げる者 

(1) 日当 

ア 医師及び歯科医師 一人一日当たり 

二四、一〇〇円以内 

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士、歯科衛生士、保健師

及び助産師 一人一日当たり 一七、九

〇〇円以内 

ウ 看護師及び准看護師 一人一日当たり 

一六、三〇〇円以内 

エ 救急救命士 一人一日当たり 一五、

○〇〇円以内 

オ 土木技術者及び建築技術者 一人一日

当たり 一六、三〇〇円以内 

カ 大工 一人一日当たり 二二、〇〇〇

円以内 

キ 左官 一人一日当たり 二一、○〇〇

円以内 

ク とび職 一人一日当たり 二一、五〇

〇円以内 

(2) 時間外勤務手当 

職種ごとに(1)のアからクまでに定める

日当額を基礎とし、福岡県職員の給与に関

する条例(昭和三十二年福岡県条例第四十

一号)第二条の職員との均衡を考慮して算

定した額以内とする。 

(3) 旅費 

福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和

三十二年福岡県条例第五十七号)の規定に

より支給すべき旅費に相当する額以内とす

る。 
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二 政令第四条第五号から第十号

までに掲げる者 

業者のその地域における慣行料金による支

出実費に、手数料としてその百分の三の額を

加算した額以内とする。 

 

別表第四(第二十三条) 

範囲 限度額等 

救助事務費に支出できる範

囲は、救助の事務を行うのに

要した経費（救助の実施期間

内のものに限る。）及び災害

救助費の精算の事務を行うの

に要した経費とし、次に掲げ

る費用とする。 

イ 時間外勤務手当 

ロ 賃金職員等雇上費 

ハ 旅費 

ニ 需用費（消耗品費、燃

料費、 

食糧費、印刷製本費、光

熱水費 

及び修繕料をいう。） 

ホ 使用料及び賃借料 

ヘ 通信運搬費 

ト 委託費 

一 各年度において、救助事務費に支出できる費用は、法第二十一条に定 

める国庫負担を行う年度（以下「国庫負担対象年度」という。）におけ 

る各災害に係る上欄イからトまでに掲げる費用について、地方自治法施 

行令（昭和二十二年政令第十六号）第百四十三条に定める会計年度所属 

区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算 

した額の合計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用 

の合算額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める割 

合を乗じて得た額の合計額以内とする。 

国庫負担対象年度に支出した救助

事務費以外の費用の額の合算額の

区分 

割合 

三千万円以下の部分 百分の十 

三千万円を超え六千万円以下の部

分 

百分の九 

六千万円を超え一億円以下の部分 百分の八 

一億円を超え二億円以下の部分 百分の七 

二億円を超え三億円以下の部分 百分の六 

三億円を超え五億円以下の部分 百分の五 

五億円を超える部分 百分の四 

二 前号に規定する「救助事務費以外の費用の額」とは、別表第二に規 

 定する救助の実施のために支出した費用及び別表第三に規定する実費 

弁償のため支出した費用を合算した額、法第九条第二項に規定する損 

失補償に要した費用の額、政令第八条第二項に定めるところにより算 

定した法第十二条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第十九条に 

規定する委託費用の補償に要した費用の額並びに法第二十条第一項に 

規定する求償に対する支払いに要した費用の額（救助事務費の額を除 

く。）の合計額をいう。 
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資料13 避難所一覧 

指定緊急避難場所一覧 
 

◎台風、洪水、高潮、内水氾濫等の場合 

No 施設・場所名 住  所 管理担当連絡先 想定受入人数 

１ 大木町子育て交流センター 八町牟田 643-1 32-1013 100 

２ 大木町総合体育館 八町牟田 671-1 32-1288 650 

３ 大溝小学校 前牟田 753 32-1114 

1300 

(うち体育館

300) 

４ 木佐木小学校 八町牟田 623 32-1021 

1050 

(うち体育館

250) 

５ 大莞小学校 奥牟田 250 32-1504 

1050 

(うち体育館

250) 

６ 大木中学校 上八院 1234 32-0493 

1800 

(うち体育館

400) 

７ 大木町柔剣道場 上八院 1314 32-1288 240 

８ 大溝保育園 前牟田 783-5 32-1264 250 

９ 大木町給食センター 上木佐木 159 32-2233 10 

10 大木町健康福祉センター 八町牟田 538-1 33-2013 50 

 

◎地震の場合 

No 施設・場所名 住  所 管理担当連絡先 想定受入人数 

１ 大木町子育て交流センター 

上記に同じ 

２ 大木町総合体育館 

３ 大溝小学校 

４ 木佐木小学校 

５ 大莞小学校 

６ 大木中学校 

７ 大木町柔剣道場 

８ 大溝保育園 

９ 大木町給食センター 

10 大木町健康福祉センター 

11 
くるるん(バイオマスセンタ

ー) 
横溝 1331-1 33-1231 40 

 

 

指定避難所一覧 

 

No 施 設 名 住  所 管理担当連絡先 想定受入人数 

１ 大木町子育て交流センター 

上記に同じ 

２ 大木町総合体育館 

３ 大溝小学校 

４ 木佐木小学校 

５ 大莞小学校 
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６ 大木中学校 

７ 大木町柔剣道場 

８ 大溝保育園 

９ 大木町健康福祉センター 

指定緊急避難場所の開設基準 
 

◎台風、洪水、高潮、内水氾濫等の場合 

状況に応じて開設する避難場所を拡大する。 

 

◎地震の場合 

以下の施設・場所に緊急避難する。 

大溝小学校（グラウンド） 

木佐木小学校（グラウンド） 

大莞小学校（グラウンド） 

大木中学校（グラウンド） 

大木町子育て交流センター 

大木町総合体育館 

施設の安全を確認後、地震の場合の指定緊急避難場所を開設する。 

 

◎福祉避難所 

施設・場所名 校区別避難先目安 
炊さん施設 

有無 人員 

■自主避難、避難準備・高齢者等避難開始発令時 
大木町子育て交流センターの受入れ人数を超えた場合に、大木町総合体育館を避難場所として開設する。 

大木町子育て交流センター 全 町 有 100 

大木町総合体育館 全 町 無  

■避難勧告発令時 
上記施設に加えて、次の施設を避難場所として開設する。（木佐木校区の避難先目安は大木町総合体育館） 

大溝小学校（体育館） 大溝地区 無  

大莞小学校（体育館） 大莞地区 無  

■避難指示(緊急)発令時 
上記施設に加えて、次の施設を避難場所として開設する。 

大溝小学校（校舎） 大溝地区 有 300 

大莞小学校（校舎） 大莞地区 有 300 

木佐木小学校（校舎・体育館） 木佐木地区 有 300 

■大規模災害時 
上記施設に加えて、次の施設を避難場所として開設する。 

大木中学校（校舎・体育館） 全 町 有 300 

大木町柔剣道場 全 町 無  

大溝保育園 大溝地区 有 150 

大木町給食センター 木佐木地区 有 1800 

※上記基準を目安に避難場所を開設することとするが、避難者数に応じ、開設基準以上の避難場所を開設する。 
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災害の種類にかかわらず、以下の施設を福祉避難所として開設する。 

大木町健康福祉センター 
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資料14 災害時施設等位置図 
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資料15 重要水防箇所一覧 

 

 山ノ井川 

左 岸 

花 宗 川 

右 岸 

花 宗 川 

左 岸 

延長(ｍ) 3,300 1,880 300 950 

位置 

福土 

笹渕 

蛭池 

侍島 

上木佐木 

上木佐木 
奥牟田 

筏溝 

筑後市境から 

天竺橋まで 

平松橋から 

南川添橋まで 

南川添橋から 

下流 300ｍまで 

筑後市境から 

下流 950ｍまで 

重要度 Ｂ Ｃ Ａ Ｃ 

予想される事態 溢水 溢水 溢水 溢水 

対水防工法 積み土のう工 積み土のう工 積み土のう工 積み土のう工 

※重要度 

Ａ 水防上最も重要な区間 

背後地に家屋密集地があり甚大な被害が予想されるもの 

Ｂ 次に重要な区間 

背後地に家屋あるいは公共施設があり被害が予想されるもの 

Ｃ その他重要な区間 

背後地の農地に被害が予想されるもの 
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資料16 職員参集簿 

職員参集簿 
NO      1  

              年   月   日 

1                         部          班 

NO 氏   名 原 課 名 登庁時刻 退庁時刻 備   考 

1     時    分 時    分   

2     時    分 時    分   

3     時    分 時    分   

4     時    分 時    分   

5     時    分 時    分   

6     時    分 時    分   

7     時    分 時    分   

8     時    分 時    分   

9     時    分 時    分   

10     時    分 時    分   

11     時    分 時    分   

12     時    分 時    分   

13     時    分 時    分   

14     時    分 時    分   

15     時    分 時    分   

16     時    分 時    分   

17     時    分 時    分   

18     時    分 時    分   

19     時    分 時    分   

20     時    分 時    分   

21     時    分 時    分   

22     時    分 時    分   

23     時    分 時    分   

24     時    分 時    分   
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資料17 災害対策用移動通信機器の借受要請 

【災害対策用移動通信機器借受申請書】 

 

災害対策用移動通信機器利用の要請（速報） 
【送信先】 

総務省 九州総合通信局防災対策推進室 

TEL：０９６－３２６－７３３４ FAX：０９６－３２６－４３７７ 

１．要請先 

機関名  

担当者所属  

担当者氏名  

電話  

ＦＡＸ  

電子メール  

２．要請内容 

衛星携帯電話（措置）                                     台 

衛星携帯電話（ハンディ）                                     台 

ＭＣＡ端末（ハンディ）                                     台 

ＭＣＡ端末（ポータブル）                                     台 

簡易無線機（ハンディ）                                     台 

使用する場所（予定）  

３．要請の理由 

（被災した通信機器の状況、要請する機種と台数の理由など） 

４．到着希望時間・引渡場所 

（「○○時頃」、「至急」など） 

※ＦＡＸ使用が困難な場合は、電話等にて要請内容等を伝達ください。 
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資料18 災害状況受付票・集計表 

災害状況受付票 

緊急性 高 普 低  問題 未決 既決  
受付者    整理 NO 

日 時 月   日   時  分   

通報者 
１．町民       ２．区長・自主防        ３．職員           ４．消防署 

５．警察署     ６．消防団               ７．その他（           ） 

氏 名   電 話   

種 別 １．依頼   ２．情報提供   ３．報告   ４．問い合せ   ５．苦情 

被害種別 
１．河川  ２．水路・堀  ３．建物  ４．工作物  ５．道路   ６．橋 

７．田畑  ８．倒木    ９．ライフライン（             ） 

場 所 
 

  

人的被害 
１．有 

２．無 

１．死亡  ２．行方不明 

３．軽傷  ４．重傷 
人数 

 男   人 （小人   人） 

 女   人 （小人   人） 

建物被害 
１．有 

２．無 

・住家   １．全壊（焼）  ２．半壊（焼）  ３．一部壊（焼） 

       ４．床上浸水  ５．床下浸水 

・非住家 

状況・要望 

 

 

 

 

 

 

 

返答内容 

 

 

 

 

 

対応状況 
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災害状況受付集計表 

緊急性 問題 受付者 整理 NO 受付時刻 通報者 種別 被害種類 人的被害 建物被害 

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           

        ：           
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資料19 福岡県災害調査報告実施要綱 

福岡県災害調査報告実施要綱 

 

(趣 旨) 

第１  この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第53条の規定による報告及び他関係

法令又は各省(庁)の要請等により、災害が発生した場合における被害状況を迅速かつ、的確に

把握し、もって災害地域の災害応急対策を行うため必要な調査報告事項等について定めるもの

とする。 

(定 義) 

第２  この要綱において「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。 

(総括事務) 

第３  この災害状況の調査についての総括事務は、次に揚げる区分により行うものとする。 

１  災害対策本部が設置されないとき、又は設置されるまでの間は、総務部消防防災課において

行う。 

２  災害対策本部が設置されたときは、総合指令部(総括班)において行う。 

(報告責任者) 

第４  災害時における事務のふくそうをさけるため、市町村長及び関係出先機関の長はあらかじ

め報告責任者(この場合「災害報告主任」という。)及び副主任を定めておくものとする。 

(報告すべき災害) 

第５  市町村長から知事に報告すべき災害はおおむね次のとおりとする。 

１  災害救助法の適用基準に合致するもの。 

２  県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

３  災害が最初は軽微であっても今後拡大発展するおそれのあるもの、又は２市町村以上にまた

がるもので、１の市町村における被害は軽微であっても全県的に見た場合に同一災害で大きな

被害を生じているもの。 

４  災害による被害に対し、国又は県の特別の財政援助を要するもの。 

５  災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があると認められるもの。 

(報告及び提出部数) 

第６  市町村長、関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、災害による被害状況を次に掲げる区

分により知事(又は災害対策本部長)に報告するものとし、被害の判定基準は別表１によるもの

とする。 

１  即 報 

災害の発生に際し、死傷者、住家等の被害が発生し、又は避難が行われた場合にあっては、 

ただちに災害概況即報(様式第１号)を防災行政無線又は電話(ファクシミリを含む。)をもって

報告するものとする。 

以後、新たに被害が発生したとき、又は増大した場合はその都度遅滞なく様式第１号を提出

するものとする。 

前記報告のほか、判明した被害状況については様式第２号に掲げる事項を速やかに報告する
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ものとし、以後にあっては毎日、下記に定める時間までに報告するものとする。 

なお、被害件数等は「累計数」として取り扱うものとする。 

区   分 報 告 時 間 

市 町 村 長 10時00分 15時00分 

出先機関の長 10時30分 15時30分 

各  部  長 11時00分 16時00分 

２  詳 報 

災害発生後市町村長にあっては５日以内に、関係出先機関の長にあっては７日以内に、そ 

れぞれの関係機関に様式第２号又は様式第３号を提出するものとし、関係各部長は関係出先機

関の長からの報告を受けた後、速やかに同様式に掲げる事項を知事（又は災害対策本部長）に

提出するものとする。 

３  確定報告 

応急対策を終了したとき、又は災害対策本部を解散した日から15日以内に様式第２号又は様

式第３号を前項に準じて提出しなければならない。 

確定報告は、即報及び詳報をもって報告した被害状況の総括的なものであって、その被害の

実態を把握するために必要な証明書、現地写真、図面その他必要な資料を添付するものとする。 

４  提出部数 

(１)  出先機関の長は、各様式とも２部作成し関係部長に提出するものとする。 

(２) 各部長は、１部を知事(対策本部長)又は総務部長に提出するものとする。 

なお、市町村長が出先機関を経由せず直接関係部長あて報告するものにあっては、出先

機関の長に準じ２部提出するものとする。 

（報告の順序） 

第７  市町村長、関係出先機関の長及び関係各部長の行う災害被序によるものとする。 

但し、応急対策等のため急を要すると認められるときは、これによらないことができる。 

１  市町村長の報告 

(１)  災害概況及び被害状況即報 

   (様式第１号・様式第２号の１) 

  市町村    地方本部    警察本部・対策本部    消防防災課 

 

    【地方本部未設置時】            【本部未設置時】 

  (２)  被害状況確定報告 

   (様式第２号の１) 

  市町村        警戒本部・対策本部        消防防災課 

 

       【本部未設置時】 

 (３)  社会福祉施設関係被害即報 

   (様式第２号の２) 

  市町村        福祉事務所 

  (４)  保健環境関係被害即報・詳報・確定報告 
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   (様式第２号の３、様式第３号の１) 

  市町村        保 健 所 

  政令市･大牟田市    保健福祉部 

  (５)  商工業関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の４、様式第３号の２) 

  市町村        商工事務所 

 (６) 農業関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の５､様式第３号の３、４、５、６、７、８、９、10、11、12、13、14、15) 

  市町村        農林事務所 

 (７) 林業関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の６、７、８、９、10) 

  市町村        農林事務所 

  (８) 水産関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の11、12) 

  市町村        海洋技術センター 

 (９) 土木関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の13、様式第３号の16) 

  市町村        県土整備事務所 

 (10) 建築都市関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の14、15、様式第３号の17) 

  市町村                県土整備事務所 

  福岡県土整備事務所管内市町村     建築都市部 

  流域下水道事務所 

 (11) 教育関係被害即報・詳報・確定報告 

   (様式第２号の16) 

  市町村        教育事務所 

２ 出先機関の長の報告 

  市町村から報告を受けた出先機関の長は、速やかに関係部長に報告するものとする。 

   保健福祉環境事務所 

   商工事務所 

   農林事務所               関係部長      知事(本部長) 

   海洋技術センター 

   県土整備事務所 

   流域下水道事務所            総務部長 

   教育事務所 

３ 各部長の報告 

 (1) 各部長は、出先機関の長からの報告を受けた後、速やかにその状況を書面をもって知事

(又は災害対策本部長)に報告するものとする。 
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 (2) 被害額については、様式第４号により報告するものとする。 

 (3) 災害対策本部が設置されないときは、災害ごとに様式第２号の１及び様式第４号を総務

部長(消防防災課)に報告するものとする。 

 

別表１ 

被 害 区 分  備  考 

人 

的 

被 

害 

死者 

当該災害が原因で死亡し､死体を確認したもの、ま

たは死体は確認できないが､死亡したことが確実な

者とする。 

 

行方不明者 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑

いがある者とする。 

重傷者 

当該被害により負傷し､医師の治療を受け､または

受ける必要のある者のうち１ヶ月以上の治療を要

する見込みのものとする。 

軽傷者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、また

は受ける必要のある者のうち１ヶ月未満で治療で

きる見込みのものとする。 

住 

家 

被 

害 

住家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会

通念上の住家であるかどうかを問わない。 

 

全壊 

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊も

しくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ

面積の70％以上に達したもの、または住家の主要

構造部の被害額がその住家の時価の50％以上に達

した程度のものとする。 

半壊 

住家の損壊が甚しいが補修すれば元通りに使用で

きるもので、具体的には損壊部分が、その住家の

延べ面積の20％以上70％未満のもの、または住家

の主要構造部の被害額がその住家の時価の20％以

上50％未満のものとする。 

一部損壊 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補

修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラス

が数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊に

は該当しないが土砂竹林の堆積により一時的に居

住することができないものとする。 

床下浸水 
床下浸水 床上浸水にはいたらない程度に浸水し

たものとする。 

非
住
家
被
害 

非住家 

住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に

属さないものとする。これらの施設に人が居住し

ているときは当該部分は住家とする。 

非住家被害は全

壊又は半壊のも

ののみを記入す

るものとする 
公共建物 

例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又

は公共の用に供する建物とする。 

その他 
公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とす

る。 

そ
の
他 

田の流出埋没 
田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため耕作

が不能になったものとする。 

 

畑の流出埋没

及び畑の冠水 

田の例に準じて取り扱うものとする。 

文教施設 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学
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被 害 区 分  備  考 

校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園におけ

る教育の用に供する施設とする。 

道路 
道路法(昭和27年法律第180号)第２条第１項に規定

する道路のうち橋りょうを除いたのものとする。 

 

橋りょう 
道路を連結するために河川、運河等の上に架設さ

れた橋とする。 

河川 

河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、もしく

は準用される河川もしくはその他の河川またはこ

れらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水

利、床止その他の施設もしくは沿岸を保全するた

めに防護することを必要とする河岸とする。 

港湾 

港湾法(昭和25年法律第218号)第２条第５号に規定

する水域施設、外かく施設、けい留施設または港

湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

砂防 

砂防法(明治30年法律第29号)第１条に規定する砂

防施設、同法第３条の規定によって同法が準用さ

れる砂防のための施設または第３条の２の規定に

よって天然の河岸とする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 
汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害と

する。 

被害船舶 

ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で船体が

没し、航行不能となったもの及び流出し所在が不

明になったもの並びに修理しなければ航行できな

い程度の被害を受けたものとする。 

航空機被害 

人が乗って航空の用に供することができる飛行

機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器が被

害を受けたものとする。 

電話 
災害により通信不能となった電話の回線数とす

る。 

電気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した

時点における戸数とする。 

水道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最

も多く断水した時点における戸数とする。 

ガス 

一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっ

ている戸数のうち最も多く供給停止となった時点

における戸数とする。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り災世帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け

通常の生活を維持できなくなった生計を一にして

いる世帯とする。例えば寄宿舎、下宿、その他こ

れに類する施設に宿泊するもので共同生活を営ん

でいるものについては、これを一世帯として扱

い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活

が別であれば分けて扱うものとする。 

住屋の一部破損

及び床下浸水の

被害世帯は含ま

ない。 

 

り災者 り災世帯の構成員とする。 
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被 害 区 分  備  考 

被
害
金
額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。  

農林水産施設 

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置

に関する法律(昭和25年法律第169号)による補助対

策となる施設をいい、具体的には農地、農業用施

設、林業用施設、漁港施設及び協同利用施設とす

る。 

 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業国庫負担法(昭和26年法

律第97号)による国庫負担の対象となる施設をい

い、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒

廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

 

その他 

公共施設 

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設

以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、都

市施設等の公用又は公共の用に供する施設とす

る。 

災害中間年報

及び災害年報

の被害金額の

記入方法 

公立文教施設、水産業施設、公共土木施設及びそ

の他の公共施設については査定済額を記入し、未

査定額(被害見込額)はカッコ外書きとするものと

する。 

公共施設被害

市町村 

公共文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及

びその他の公共施設の被害を受けた市町村とす

る。 

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビ

ニールハウス、農作物等の被害とする。 

林産被害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立

木、苗木等の被害とする。 

畜産被害 
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家

畜、畜舎等の被害とする。 

水産被害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばの

り、漁具、漁船等の被害とする。 

商工被害 
建物以外の商工被害で、例えば工業原材料商品、

生産機械器具等とする。 
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資料20 避難者名簿・避難者台帳・集計表・集計表（報告用） 

様式１ 

避 難 者 名 簿 避難所名（              ） 

（太枠内のみご記入ください）    

フリガナ   行政区   受付番号 

代表者氏名       
 

住所   

  

  

電話 
自宅   

 

携帯  

車 

（車での避難者のみ記入） 

 

車種         色      ナンバー 

家 
 

族 

フリガナ 

氏名 
 性別 年齢 避難場所 入館時間 退館時間 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

 男・女       日  時  分   日  時  分 

※ご親族の方等からの避難の問合わせがあった場合は、大木町個人情報保護条例第 10条第２項

第３号の規定により、この名簿の状況を回答させていただきます。 

※避難されるご家族に病気や障がい等で特別な配慮が必要な人がいらっしゃる場合は受付にお申

し出ください。 

※授乳室、乳幼児のオムツ換え室等ございますのでご利用される可能性がある場合は受付にお申

し出ください。 
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様式２ 

避 難 者 台 帳 

  ＮＯ．              

  避難所名                        

受付番号 避難期間 代表者氏名 人数 避難場所 全員帰宅 

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
        

  
   日    時    分 

～   日    時    分 
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様式３ 

集  計  表 

  ＮＯ．                   

  部屋名                         

時間 世帯数 
男 女 合計 

大  人 子  供 
（高校生以下） 

大  人 子  供 
（高校生以下） 

男 女 

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分               

日  時  分        

日  時  分        

日  時  分        

日  時  分        

日  時  分        

日  時  分        

日  時  分        
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様式４ 

集  計  表 （ 報 告 用 ） 
  ＮＯ．                        

  避難所名                               

時間 避難部屋 世帯数 
男 女 合計 

総合計 

世帯 
男 女 

大  人 
子  供 
（高校生以下） 

大  人 
子  供 
（高校生以下） 

男 女 大  人 子  供 大  人 子  供 

日  時 

        

     
        
        
        

日  時 

        

     
        
        
        

日  時 

        

     
        
        
        

日  時 

        

     
        
        
        

日  時 
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資料21 自衛隊災害派遣要請依頼文書・要請報告 

【自衛隊災害派遣要請依頼文書】 

 

平成  年  月  日 

 

福岡県知事  様 

 

 

大木町長        印 

 

 

自衛隊の災害派遣要請依頼について 

 

 

このことについて、下記のとおり、自衛隊の災害派遣要請を依頼します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由 

 

 

 

２ 派遣を希望する期間 

 

 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 

 

４ その他参考となるべき事項 
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自衛隊災害派遣要請報告 

 
被害の区分 土砂・河川・その他（      ）      

災害発生箇所   発生日時 月   日   時     分 

被
害
の
状
況 

死傷 

死者 人 行方不明 人 

住家 

全壊 棟 床上浸水 棟 

重傷 人 
計 人 

半壊 棟 床下浸水 棟 

軽傷 人 一部損壊 棟    

 

応
急
対
策
の
状
況 

 

要
請
内
容 

活動内容   要請隊員数 

 人 

 

必要な資機材  

 

参 集 場 所   
現地責任者氏名・携帯電話番号 

 

    

臨時ヘリポート（ヘリによる救出等が必要な場合） 

  

下記の事項について簡潔に説明して下さい。   

公 共 性  

緊 急 性   

非代替性   
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資料22 医師会への医療救護活動協力要請書 

様式第 1号 

年  月  日 

一般社団法人大川三潴医師会 

会 長              様 

 

要請者 大木町長        印 

 

 

協 力 要 請 書 
 

 

 

災害時における医療救護活動に関する協定第   条第 1項及び実施細目第 1条の規定 

 

 

により、次のとおり            の派遣を要請します。 

 

 

災害発生日時 年   月   日   時   分ごろ 

派遣要請場所  

現場の状況  

必要な活動内容  

必要な資機材  

その他必要な事項  

現場最高責任者の職・氏名 

 職 

氏 名 

 

災害医療派遣チーム 

医 療 救 護 班 

２ 

３ 
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資料23 医療機関等一覧 

町内医療機関・歯科一覧 

名   称 住   所 電話番号 

 えさき小児科・内科医院  福土 114-3 32-1125 

 くにたけ医院  大角 186-1・187-1 32-1105 

 野口医院  前牟田 722-3 32-1103 

 酒井内科胃腸科医院  八町牟田 268-1 33-1109 

 たなか医院  上八院 1596-2 33-0075 

 津留医院  奥牟田 936-1 33-2588 

 松本医院  大藪 1037 32-1225 

 よこやま外科乳腺クリニック  八町牟田 481 32-2291 

みずま高邦会病院 八町牟田 1621-1 87-8880 

 ももた整形外科  上八院 1527-1 75-2067 

 せいてつ眼科医院  大角 1852-1 32-2424 

 宮原泌尿器科クリニック 八町牟田 983 33-2424 

 松永歯科  大角 1797-2 33-1158 

 森歯科医院  横溝 68 32-2547 

 まつざき歯科  八町牟田 38 32-0017 

 藤丸歯科医院  八町牟田 267-1 32-1465 

 スマイル歯科  八町牟田 701-2 33-2522 

 のだ歯科小児歯科  高橋 533-1 75-9700 

 

後方搬送医療機関一覧 

名   称 住   所 電話番号 

 安本病院  久留米市三潴町玉満 2371 0942-64-2032 

 高木病院  大川市大字酒見 141-11 0944-87-0001 

 福田病院  大川市大字向島 1717-3 0944-87-5757 

 筑後市立病院  筑後市大字和泉 917-1 0942-53-7511 

みずま高邦会病院 大木町大字八町牟田 1621-1 0944-87-8880 

 柳川病院  柳川市筑紫町 29 0944-72-6171 

長田病院  柳川市下宮永町 523-1 0944-72-3501 

 富田病院  久留米市城島町四郎丸 261 0942-62-3121 

公立八女総合病院  八女市高塚 540-2 0943-23-4131 

久留米総合病院  久留米市櫛原町 21 0942-33-1211 

新古賀病院  久留米市天神町 120 0942-38-2222 

 久留米大学病院  久留米市旭町 67 0942-35-3311 

 聖マリア病院  久留米市津福本町 422 0942-35-3322 

大牟田市立病院  大牟田市宝坂町 2-19-1 0944-53-1061 
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資料24 要配慮者利用施設一覧 

特別養護老人ホーム    

施設名 住所 電話番号 FAX 

特別養護老人ホーム山ノ井荘 笹渕 39-1 33-0061 32-2882 

特別養護老人ホームいちご 大角 1133-1 33-0015 33-0020 

 

介護老人保健施設 
 

  

施設名 住所 電話番号 FAX 

大木しょうふく苑 上八院 1597 33-2566 33-2586 

 

グループホーム（認知症対応型共同生活施設） 

  

施設名 住所 電話番号 FAX 

グループホームとまと 大角 1133-3 75-2345 75-2288 

グループホーム朝日苑 大藪 186-1 75-8520 75-8530 

グループホーム幸 侍島 861 33-1685 33-1763 

ケアホーム和楽園 絵下古賀 284-1 33-2322 33-2330 

 

通所介護施設 
 

  

施設名 住所 電話番号 FAX 

デイサービスセンターふれあいの里 笹渕 39-1 33-0061 32-2882 

デイサービスセンターいちご 大角 1133-1 33-0015 33-0020 

みずま通所リハビリテーションセンター 八町牟田 1621-1 87-8880 87-1711 

デイサービス椿 上白垣 622-2 75-8130 75-8131 

野口医院デイケアセンター 前牟田 722-3 32-1103 33-1987 

デイサービス筑後カレッジ 大角 1797-1 33-1211 33-1211 

 

指定障害福祉サービス事業所 
 

  

施設名 住所 電話番号 FAX 

ウェル大木ワークセンター 前牟田 698-1 0942-62-6985 0942-62-6971 

グループホームウェーブ 大藪 695.696 番地合併 33-0661 
0942-53-

2110(赤坂園) 

障がい者支援センターおおき 八町牟田 96-1 78-1295 32-2485 

 

指定障害児通所支援施設事業所 
 

  

施設名 住所 電話番号 FAX 

キッズアカデミーおおき 
大角 1094-1 
 岩永ビル 201,202号 

75-8077 75-8078 

    

保育園・認定こども園    

施設名 住所 電話番号 FAX 

大溝保育園 前牟田 783-5 32-1264 32-1264 

大莞保育園 三八松 744-1 32-1204 33-2554 

木佐木保育園 絵下古賀 178-6 32-1104 32-1164 

三島保育園 蛭池 705-2 32-1345 32-1642 

大木光の子幼稚園 八町牟田 402 33-1060 33-1060 
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小規模保育所    

施設名 住所 電話番号 FAX 

たんぽぽ園 三八松 384 75-8004 75-8004 

    

小中学校    

施設名 住所 電話番号 FAX 

大溝小学校 前牟田 735 32-1114 32-1185 

木佐木小学校 八町牟田 623 32-1021 75-8967 

大莞小学校 奥牟田 250 32-1504 75-8163 

大木中学校 上八院 1234 32-0493 32-2937 

    

放課後児童クラブ    

施設名 住所 電話番号 FAX 

大溝校区学童保育所Ａ 前牟田 735 33-2023 33-2023 

大溝校区学童保育所Ｂ・Ｃ 前牟田 735 75-9611 75-9611 

木佐木校区学童保育所Ａ 八町牟田 623 33-0895 33-0895 

木佐木校区学童保育所Ｂ 八町牟田 623 75-9775 75-9775 

大莞校区学童保育所 奥牟田 250 33-0362 33-0362 
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資料25 大木町災害弔慰金の支給等に関する条例 

大木町災害弔慰金の支給等に関する条例 
 

昭和 61年大木町条例第 17号 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82 号。以下「法」と

いう。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48 年政令第 374 号。以下「令」と

いう。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔

慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金

の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付

けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところ

による。 

(１) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害

が生ずることをいう。 

(２) 町民 災害により被害を受けた当時、大木町の区域内に住所を有した者をいう。 

第２章 災害弔慰金の支給 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 町は、町民が令第１条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」とい

う。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は次

に掲げるとおりとする。 

(１) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、そ

の他の遺族を後にする。 

(２) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位

の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、

実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、前２項の規

定にかかわらず、第１項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。 
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４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、

その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において

その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた

場合にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっては 250 万円とする。ただし、死亡者がそ

の死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これ

らの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条の規定

によるものとする。 

(支給の制限) 

第７条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

(１) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(２) 令第２条に規定する場合 

(３) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町

長が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第８条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところ

により支給を行うものとする。 

２ 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定した

ときを含む)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)

に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第 10 条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾

病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては 250

万円とし、その他にあっては 125万円とする。 

(準用規定) 

第 11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12 条 町は、令第３条に掲げる災害により法第 10 条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の

町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うもの

とする。 
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２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10 条第１項に規定する要件に該当するもので

なければならない。 

(災害援護資金の限度額等) 

第 13 条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯

の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」とい

う。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害(以下

「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 

エ 住居が全壊した場合 350万円 

(２) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円 

イ 住居が半壊した場合 170万円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く) 250万円 

エ 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円 

(３) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居

の残在部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には「270 万円」とあるの

は「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250 万円」とあるのは「350

万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち３年(令第７条第２項括弧書の

場合は、５年)とする。 

(利率) 

第 14 条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合

を除き年３パーセントとする。 

(償還等) 

第 15条 災害援護資金は、年賦償還(又は、半年賦償還)とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還することができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13 条第１項、

令第８条から第 12条までの規定によるものとする。 

第５章 補則 

(規則への委任) 

第 16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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資料26 福岡県災害見舞金等交付要綱 

福岡県災害見舞金等交付要綱 
 

(趣 旨) 

第１条  この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第２条第１号に規定する災害(以下

「災害」という。)による被災者に対する見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の交

付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(適用基準) 

第２条  知事は県内において災害救助法(昭和22年法律第118号)第２条の災害又は次の各号のい

ずれかに該当する程度の災害が発生した場合には、その災害による被災者に対し、見舞金等を

交付するものとする。 

(１)  当該市町村の区域内の人口に応じ、それぞれ次の表に掲げる数以上の世帯の住家が滅失

したこと。 

市町村の区域内の人口              住家が滅失した世帯の数 

15,000人未満                              10世帯 

15,000人以上   30,000人未満               15世帯 

30,000人以上  100,000人未満               20世帯 

100,000人以上  300,000人未満               25世帯 

300,000人以上                              30世帯 

注１ 被災世帯の算定については、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第１条第２項の

規定を準用する。 

２ 被災世帯は、原則として住民登録している者の世帯とする。 

３ 一市町村における住家が滅失した世帯の数が、この表に掲げる数に達していない他の

市町村においても、この表に定める程度の災害が発生したものとみなす。 

(２)  同一災害により、死者及び行方不明者が５人以上に達し、又は死者、行方不明者及び重

傷者が 20人以上に達したこと。 

(３)  前各号に定める場合のほか、当該市町村の区域内において５世帯以上の住家が滅失し、

死者又は行方不明者があること。 

ただし、この場合の見舞金等は、死者又は行方不明者に対する見舞金等に限る。 

(支給の制限) 

第３条  見舞金等は、当該死者の死亡又は重傷者の負傷が、その者の故意又は重大な過失により

生じたものである場合には支給しない。 

(適用除外) 

第４条  災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第３条に規定する災害弔慰金又

は同法第８条に規定する災害障害見舞金を、市町村が支給したものについては、この要綱に定

める死者、行方不明者又は重傷者に対する見舞金等は交付しないものとする。 

(見舞金等の額) 

第５条  見舞金等の額は、次の各号に定める金額とする。 
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(１)  全壊、全焼又は流失した世帯 

１世帯当たり       100,000円(ただし、１人世帯には50,000円) 

(２)  半壊又は半焼した世帯 

１世帯当たり        50,000円(ただし、１人世帯には25,000円) 

(３)  床上浸水した世帯 

１世帯当たり       30,000円(ただし、１人世帯には15,000円) 

(４)  死者又は行方不明者 

１人につき        200,000円(ただし、県民以外の場合には30,000円) 

(５)  重傷者 

１人につき        100,000円以内(ただし、県民以外の場合には15,000円) 

(交付の方法) 

第６条  前条第１号から第３号まで及び第５号の規定による見舞金等は、被災世帯主又は重傷者

本人に、同条第４号の見舞金等は遺族に対し、直接又は市町村長を経由して交付するものとす

る。 

(遺族等の範囲) 

第７条  前条に掲げる遺族等の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 

(１)  死者又は行方不明者の死亡又は行方不明当時における配偶者(婚姻の届出はしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚と

同様の事情にあった者を除く。) 

(２)  子、父母、孫又は祖父母 

(３)  前号に掲げる者のほか、死亡又は行方不明当時その者と生計を同じくしていた親族 

２  前項各号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者を遺族とみなす。 

３  第１項に掲げる者の見舞金等を受ける順位は、同項各号の順位によるものとする。ただし、

同項第２号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位によるものとし、同項第３号に掲げる者

が、複数の場合にあっては、市町村長が適当と認める者を選び、支給することができる。 

(申請手続) 

第８条  市町村長は、第２条の災害が発生した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める日までに別記様式１による被災者名簿を作成し、知事に提出するものとする。 

(１)  災害救助法第２条の災害 災害発生の日から 20日以内 

(２)  その他の災害 災害発生の日から 10 日以内。ただし、その災害が火災による場合は、

５日以内 

２  第６条の規定により交付の依頼を受けた市町村長が、その交付を完了したときは、交付完了

の日から５日以内に別記様式２による精算書を、知事に提出するものとする。 

 

別  表 

要治療見込日数               １ヵ月以上３ヵ月未満                40,000 円 

同    上                     ３ヵ月以上６ヵ月未満                60,000 円 

同    上                     ６ヵ月以上                          80,000 円 

ひん死の重傷者又は負傷が原因で傷病者となる場合                  100,000 円 
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資料27 被害調査票 

浸水被害調査票（１次調査） 
 

行政区名                   
◎住宅被害 

             床下浸水（住居家屋）            合計         戸 

（氏名）         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

             床上浸水（住居家屋）            合計         戸               （要２次調査） 

（氏名）         

          

          

          
          
  ◎非住家・道路・橋梁等被害       
（それぞれ場所、状況等記入） 

          

  ◎人的被害       死者    人、行方不明者    人、重傷者    人、軽傷者    人 

氏 名  /  住 所 死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

          
◎その他特記事項 
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台風被害調査票（１次調査） 
 

行政区名                   
◎住宅被害 

氏 名  /  住 所 被 害 状 況 ２次調査 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

    必要・不要 

          

◎非住家・道路・橋梁等被害       
（それぞれ場所、状況等記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  ◎人的被害       死者    人、行方不明者    人、重傷者    人、軽傷者    人 

氏 名  /  住 所 死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

  死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷   死亡 ・ 行方不明 ・ 重傷 ・ 軽傷 

          

◎その他特記事項 
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被害調査集計表（１次調査） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重傷者 軽傷者

大 角 東 0 0 0
古 賀 0 0 0
牟 田 0 0 0
大 角 西 0 0 0
十 間 橋 0 0 0
土 甲 呂 0 0 0
福 間 北 0 0 0
福 間 南 0 0 0
笹 渕 東 0 0 0
笹 渕 西 0 0 0
笹 渕 本 村 0 0 0
前 牟 田 東 0 0 0
前 牟 田 西 0 0 0
横 溝 油 屋 0 0 0
横 溝 町 0 0 0
中 島 0 0 0
横 溝 本 村 0 0 0
道 本 0 0 0
堀 田 0 0 0
五 反 田 0 0 0
上 白 垣 0 0 0

大溝校区小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蛭 池 北 0 0 0
蛭 池 中 0 0 0
蛭 池 南 0 0 0
侍 島 上 0 0 0
侍 島 下 0 0 0
八 町 牟 田 上 0 0 0
八 町 牟 田 下 0 0 0
絵 下 古 賀 0 0 0
上 木 佐 木 上 0 0 0
上 木 佐 木 中 0 0 0
上 木 佐 木 下 0 0 0
上 牟 田 口 北 0 0 0
上 牟 田 口 南 0 0 0
上 八 院 上 0 0 0
上 八 院 下 0 0 0
大 木 団 地 0 0 0

木佐木校区小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高 橋 0 0 0
大 薮 田 中 0 0 0
小 入 0 0 0
奥 牟 田 東 0 0 0
奥 牟 田 西 0 0 0
荒 牟 田 0 0 0
中 村 0 0 0
吉 祥 0 0 0
野 口 中 野 0 0 0
筏 溝 上 0 0 0
筏 溝 下 0 0 0
促 進 住 宅 0 0 0

大莞校区小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町 内 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他行　　政　　区
全壊

大規模
半壊

半壊
一部
損壊

床上
浸水

床下
浸水

全壊
大規模
半壊

半壊
一部
損壊

床上
浸水

床下
浸水

住家被害

死者
行方
不明者

負傷者

人的被害

合計 合計

非住家被害

合計
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資料28 り災証明書等交付申請書・証明書・り災者台帳・届出証明書 

様式第１号（第３条関係） 

台帳第   号  

り災証明書等交付申請書 

年  月  日  
大木町長          様 

 

申 請 者 住 所: 

氏名
ふりがな

（世帯主）: 

現在の連絡先  :TEL（   ）    －     

 

    年  月  日～  月  日に発生した           により、り災し

ましたので下記のことについて証明願います。 

 

記 

 

り災場所  

り災家屋 

所有関係 
□持家   □借家(所有者名            )   □貸家 

り災内容  

人的被害 死亡   人 ・ 重傷   人 ・ 負傷   人 ・ 行方不明   人 

り災世帯 

 

の構成員 

世帯主との

続柄 
氏  名 性別 生 年 月 日 年齢 

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  
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様式第２号（第３条関係） 

台帳第   号 

 

り災証明書 

 

年  月  日 
 

 

申 請 者 住 所: 

氏名
ふりがな

（世帯主）:           様 

現在の連絡先  :TEL（   ）    －     

 

    年  月  日～  月  日に発生した           により、り災さ

れた内容は下記のとおりです。 

記 

り災場所  

り災家屋 

所有関係 
□持家   □借家(所有者名            )   □貸家 

り災内容  

人的被害 死亡   人 ・ 重傷   人 ・ 負傷   人 ・ 行方不明   人 

り災世帯 

 

の構成員 

世帯主との続柄 氏  名 性別 生年月日 年齢 

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

町による

家屋被害

認定 

□全壊  □半壊  □一部損壊 □大規模半壊 

□全焼  □半焼  □部分焼  □（全）・（半）流失 

□床上浸水 

□床下浸水 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

         年  月  日 

大木町長           印 
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必ず裏面の注意事項を確認すること 

 

様式第２号（第３条関係）裏面 

 

（注意事項） 

・この証明は災害救助の一環として、応急的一時的な救済を目的に町長が確認できる程度の被害

ついて証明するものです。 

 ※民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。 

・り災程度は「家屋」を対象として、一棟ごとに母屋で判定します。 

 ※家屋に付随する家財道具や門柱、門扉などの外溝はこの証明の対象とはなりません。 

・集合住宅の場合、一棟全体で判定しますので、各区画、各部屋によっては、この証明の「り災

程度」と被害の程度に差が生じる場合があります。 

・「り災程度」は家屋を屋根、壁、構造体等の部位別に表面に現れた被害を観察して判定します。 

 ※表面に現れない被害（地中の杭の損傷、壁、構造体等の内部素材そのものの被害等）がある

場合には、この証明の「り災程度」と異なることもあります。 

・この証明は、災害発生後おおむね 1か月以内の状況をもとに判定しています。 
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【様式第３号 り災者台帳】 

り災証明 

発行年月日 

り 災 年 月 日 世 帯 主 名 

又は事業主名  

り 災 の 状 況 

（原因、人的・物的被害の状況等） り 災 場 所 

第   号 

・  ・ 

・  ・ 

 

原  因 ： 1.風水害 2.地震 3.その他（    ） 4.不明 

 
人的被害 ： 1.死亡（           ） 2.行方不明（           ） 

  3.重傷（           ） 4.軽傷  （           ） 

 
調査実施年月日      ・   ・ 

調査担当者                   

建物被害 ； 種類： 1.住家 2.事務所 3.倉庫 4.工場 5.その他（          ） 

  被害： 1.全壊（焼） 2.流出 3.半壊（焼） 4.床上浸水 5.床下浸水 6.一部損壊 

第   号 

・  ・ 

・  ・ 

 

原  因 ： 1.風水害 2.地震 3.その他（    ） 4.不明 

 
人的被害 ： 1.死亡（           ） 2.行方不明（           ） 

  3.重傷（           ） 4.軽傷  （           ） 

 
調査実施年月日      ・   ・ 

調査担当者                   

建物被害 ； 種類： 1.住家 2.事務所 3.倉庫 4.工場 5.その他（        ） 

  被害： 1.全壊  2.大規模半壊 3.半壊 4.床上浸水 5.床下浸水 6.一部損壊 

第   号 

・  ・ 

・  ・ 

 

原  因 ： 1.風水害 2.地震 3.その他（    ） 4.不明 

 
人的被害 ： 1.死亡（           ） 2.行方不明（           ） 

  3.重傷（           ） 4.軽傷  （           ） 

 
調査実施年月日      ・   ・ 

調査担当者                   

建物被害 ； 種類： 1.住家 2.事務所 3.倉庫 4.工場 5.その他（          ） 

  被害： 1.全壊（焼） 2.流出 3.半壊（焼） 4.床上浸水 5.床下浸水 6.一部損壊 
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様式第４号（第３条関係） 

  

り災届出証明書 

年  月  日  
 

 

申 請 者 住 所: 

氏名
ふりがな

（世帯主）:           様 

現在の連絡先  :TEL（   ）    －     

 

    年  月  日～  月  日に発生した           により、り災の

届出をした内容は下記のとおりです。 

 

記 

 

り災場所  

り災家屋 

所有関係 
□持家   □借家(所有者名            )   □貸家 

り災内容  

人的被害 死亡   人 ・ 重傷   人 ・ 負傷   人 ・ 行方不明   人 

り災世帯 

 

の構成員 

世帯主との続柄 氏  名 性別 生 年 月 日 年齢 

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

  男・女 明・大・昭・平  

 

上記のとおり、り災の届出があったことを証明します。 

        年  月  日 

大木町長           印 
 


