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第１章 総則 

第１節 計画の目的・位置づけ等 

第１ 計画の目的 

１ 計画の目的 

本計画は、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、遠賀

町の地域に係る防災（災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興）のうち風水害対

策等に関し、福岡県、遠賀町、関係機関、公共的団体及び住民が処理すべき事務及び

業務や取り組みについて、総合的かつ計画的な大綱として遠賀町防災会議が定めたも

のであり、それぞれがその役割を理解し、災害予防、災害応急及び災害復旧・復興対

策に至る一連の防災活動を適切に実施することにより、住民の生命、身体及び財産を

災害から保護し、被害の軽減、住民の生活安定の確保を図ることを目的とする。 

 

２ 計画の実施 

計画の実施に当たっては、施設整備等のハード対策と災害情報の共有や避難を中心

とするソフト対策を組み合わせて、災害発生時の被害をできるだけ少なくし、被害の

迅速な回復を図る｢減災｣への取り組みを重視するとともに、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｣及び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住民避難を柱とした防災協働社会の実現を目指し

た取り組みを展開する。 

 

３ 災害対策の基本理念 

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本町の自然的特性、人口や土地利用等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、地方公共団体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

知見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
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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り組み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、障害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。 

 

４ 計画の推進 

計画の推進に当たっては、男女共同参画その他多様な視点を取り入れた防災体制を

確立するため、防災に関する施策・方針決定段階において、女性や高齢者、障害者等

の参画を拡大する。 

 

 

第２ 計画の位置づけ 

遠賀町地域防災計画は、遠賀町域の防災に関する基本計画であり、町域における災

害対策に関し、関係機関の防災業務の実施内容、責任を明確にし、かつ、相互間の緊

密な連絡調整を図る上での基本的な大綱を示すものである。 

計画の作成は、国の防災基本計画に基づき、福岡県地域防災計画を指針とするとと

もに、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が作成

する防災業務計画に抵触することがないように連携を図ったものである。 

 

■防災計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 防災基本計画（ 災対法第 34 条）  

（ 中央防災会議）  

福岡県地域防災計画（ 災対法第 40 条）  

（ 福岡県防災会議）  
 

防災基本計画に基づき作成 

防災業務計画に抵触し ないこ と  

遠賀町地域防災計画（ 災対法第 42 条）  

（ 遠賀町防災会議）  
 

防災基本計画に基づき作成 

防災業務計画に抵触し ないこ と  

福岡県地域防災計画に抵触し ないこ と  

防災業務計画（ 災対法第 36・ 39 条）  

（ 指定行政機関・ 指定公共機関）  
 

各機関の所掌事務・ 業務に関し 作成 

防災基本計画に基づき作成 
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第３ 計画の構成 

遠賀町地域防災計画は、「風水害対策編」、「地震・津波対策編」、「事故対策編」、

「資料編」から構成する。 

本計画（風水害対策編）の構成は、次のとおりとする。 

 

構   成 主 な 内 容 

第１章 

総 則 

町及び関係機関が防災に関し処理すべき事務及び業務の内容、

想定される被害等について定める。 

第２章 

災 害 予 防 計 画 

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限に止めるため、

本町及び防災関係機関等が日頃から行うべき措置等について定め

る。 

第３章 

災害応急対策計画 

災害の発生から応急対策の終了に至るまで、本町及び防災関係

機関等が行う応急対策に係る措置について定める。 

第４章  

災害復旧・復興計画 

被災者の生活支援、公共施設等の災害復旧と町の復興等につ

いて定める。 
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第２節 町の概況 

第１ 自然的条件 

１ 位置、面積、地勢 

本町は、霊峰英彦山を源に持つ遠賀川の河口近くの西岸に位置し、東西約５km、南

北約９km、総面積22.15km2、東に水巻町、西に岡垣町、南に中間市及び鞍手町と接し、

北九州都市圏に属している。 

地勢は、遠賀川の下流部に形成された遠賀平野の中心部にあり、約70％は平坦地（低

地）が占めている。 

町北部の芦屋町との境界付近には芦屋台地と呼ばれる丘陵があり、町西南部の岡垣

町及び鞍手町との境界部には標高100～200m程度の山地がある。 

 

 

■遠賀町位置 
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２ 気象 

九州の北部に位置する本町は、九州の気候区分のうち、日本海型気候区に区分され

る。 

年平均気温は16.7℃、年間降水量は1,749mm（平成28年度）で、比較的温暖な気候

となっている。 

（※気温：遠賀郡消防本部 年間降水量：八幡西区雨量） 

 

３ 地質 

遠賀川の下流域に位置することから、平野部のほとんどは沖積層の厚さが30～40

ｍと厚く、軟弱な地盤となっている。その沖積層のうち、礫層等粒径の大きな堆積物

は比較的少なく、主にシルトや砂で構成され、砂丘起源の砂丘砂層や湿地性堆積物で

ある腐植土層が存在することも特徴である。 

虫生津や上別府地区にある山地は、白亜系堆積岩類及び第三系堆積岩類からなり、

その周辺地区には砂礫から構成される砂礫段丘が付随する形で一部分布している。ま

た、芦屋台地は、粒径の揃った砂質堆積物からなっている。 
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第２ 社会的条件 

１ 人口 

本町の人口は、昭和55年の14,188人から平成12年には19,309人に増加したが、近年

は減少傾向にあり平成27年には18,877人となっている。平成27年の状況をみると、男

性8,918人、女性9,959人、合計18,877人となっている。 

また世帯は、昭和55年の3,816世帯から平成27年には7,269世帯に増加している。 

高齢化率は平成22年の約26％から平成27年には約31％に増加しており、高齢化が進

行している。また、65歳以上の高齢者のいる世帯も増加傾向にあり、平成27年には一

般世帯の約50％が高齢者のいる世帯となっている。 

 

■人口の推移 

 人口（人） 前調査との比較（％） 世帯（世帯） 

昭和 35 年 9,505  - 1,861 

昭和 40 年 8,592 -9.6% 1,893 

昭和 45 年 9,368 9.0% 2,234 

昭和 50 年 10,331 10.3% 2,667 

昭和 55 年 14,188 37.3% 3,816 

昭和 60 年 15,994 12.7% 4,500 

平成２年 17,107 7.0% 4,917 

平成７年 18,999 11.1% 5,720 

平成 12 年 19,309 1.6% 6,280 

平成 17 年 19,279 -0.2% 6,724 

平成 22 年 19,160 -0.6% 7,056 

平成 27 年 18,877 -1.5% 7,269 

資料：国勢調査 

 

 

２ 歴史 

本町は、古代遠賀川式農耕文化の発祥の地であり、江戸時代には、新田開発が積極

的に進められ、今日の肥沃な田園地帯が形成されてきた。 

明治22年の市町村制により浅木村と島門村が誕生し、昭和４年には２つの村が合併

し遠賀村となり、昭和39年の町制施行により現在の遠賀町が誕生した。 

昭和47年頃から宅地開発が活性化し、北九州市近郊の住宅都市として発展してきた。 
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３ 土地利用の状況、変遷 

土地利用の変遷を見ると、農地等の構成比は減少しているものの、50%以上が自然

的土地利用で占められている。 

このため、大雨や洪水による被害に関しては湛水能力が高く、農業被害が生じたと

しても、家屋等への被害は受けにくくなっている。 

 

■地目別面積の経年変化 

 
実数（ha） 

増減（ha） 
平成 23 年 平成 28 年 

田 652 642 -10 

畑 89 88 -1 

宅地 356 363 7 

山林 409 402 -7 

その他 708 720 12 

合 計 2,214 2,215 1 

 

 

４ 交通条件 

町域の中央を東西方向に、一般国道３号及びＪＲ鹿児島本線が通り、福岡市と北九

州市方面を結ぶ動脈となっている。北部には、一般国道495号が接するほか、主要地

方道北九州芦屋線が横断している。 

南北方面には、中央部に主要地方道宮田・遠賀線、一般県道浜口・遠賀線が縦断し

て芦屋町、鞍手町方面を結んであり、東部の主要地方道直方・芦屋線とともに九州自

動車道鞍手インターチェンジへとアクセスしている。 
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第３節 災害の想定 

第１ 災害履歴 

本町の災害履歴は、次のとおりである。 

本町の災害特性をまとめると、遠賀川の下流域に位置することから、集中豪雨等に

よる水害が多く、中でも遠賀川及び西川等の河川氾濫による水害が広範囲に及んでい

る。災害発生時期は6月から7月に集中している。 

 

■主な災害履歴年表 

西暦 年号 年 月 日 
災害 

区分 
出来事 

1804 文化 1 5 15 水害 大雨、島津本土手 40 間程決壊、底井野･大隈大破損 

1811 文化 8 5  水害 降雨 9 日間続き芦屋浜口土手決壊 

1811 文化 8 7 14 水害 大雨洪水 

1828 文政 11 8 9 風害 古来稀な大風、鬼津村転家 4、5 軒、他村は多数 

1828 文政 11 8 24 風害 再び大風転家多し 

1836 天保 7 
5･

6 
 水害 多雨、一統凶作 

1838 天保 9 6 26 水害 大風雨、川筋洪水、老良土手決壊 

1840 天保 11 6 4 水害 大雨降り出し洪水となる、9 日より再び大雨被害甚大 

1847 弘化 4 7 22 水害 大雨、本川筋増水 

1850 嘉永 3 5 28 水害 大雨、植木中ノ江土手決壊、町全域湖となる 

1850 嘉永 3 6 26 水害 大雨、再度浸水 

1850 嘉永 3 7 3 水害 大雨、尾崎･小鳥掛･別府浸水 

1850 嘉永 3 7 11 風害 台風、別府･小鳥掛･今古賀で家屋倒壊  

1850 嘉永 3 8 7 水害 
台風、中ノ江土手再び決壊、上底井野より広渡まで浸

水、下底井野触･別府触総漬り、返免村出来、一統困窮 

1850 嘉永 6 5 15 水害 大雨洪水、島津抱本川尻決壊 

1850 嘉永 6 5 23 干ばつ 70 日の大干ばつ 

1850 嘉永 6 7 13 火災 
雨乞の火立の火、石炭の露頭に入り永谷山より出火、古

門･虫生津･戸切･尾倉山･別府山まで燃える 

1855 安政 2 5 18 水害 大雨洪水、植木下、島津尻土手決壊 

1860 万延 1 4 7 水害 大雨洪水 

1867 慶応 3 6 12 水害 大雨洪水低地の田地大痛み 
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西暦 年号 年 月 日 
災害 

区分 
出来事 

1873 明治 6 8  干ばつ 干ばつ 

1886 明治 19   水害 大洪水 

1889 明治 22   水害 大洪水 

1890 明治 23 7 3 水害 長雨の為遠賀川氾濫洪水 

1891 明治 24 7 21 水害 遠賀川大洪水、広渡長岸寺横の本川堤防決壊 

1905 明治 38 7  水害 遠賀川大洪水 

1934 昭和 9 6  干ばつ 大干ばつ 

1935 昭和 10 6 27 水害 
豪雨洪水、6日間で619mmを記録、遠賀川流域大被害、

特に金剛川(笹尾川)の決壊により木屋瀬地区大被害 

1939 昭和 14 8  干ばつ  

1941 昭和 16 6 25 水害 豪雨、役場庁舎基礎嵩上げ 

1949 昭和 24 6 20 水害 デラ台風により西川堤防決壊 

1951 昭和 26 7 15 水害 連続豪雨で西川堤防が決壊 

1953 昭和 28 6 26 水害 
記録的な豪雨により植木町中之江堤防決壊、遠賀村ほ

ぼ全域が水没、大被害を被むる 

2009 平成 21 7 24 水害 平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨 

2010 平成 22 7 13 水害 豪雨により広渡地区の一部に避難指示を発令 
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第２ 災害の危険性 

１ 台風による風水害・土砂災害等 

台風が接近・上陸すると風害、水害等の大きな災害が発生するおそれがある。台風

は７月から９月を中心として、福岡県に接近・上陸するが、秋に接近・上陸する台風

は大型が多い。また、梅雨期や秋雨期等福岡県付近に前線が停滞しているときに台風

が九州の南海上にあると、台風周辺の暖かく湿った空気が流入し、前線の活動が活発

化して、大雨による災害の危険性が増す。 

台風により、強風による建造物の倒壊や倒木を引き起こしたり、激しい雨によって、

洪水・浸水害、土砂災害等を発生させるおそれがある。 

また、台風に伴う高潮が遠賀川、西川等を遡上するおそれがある。 

 

２ 大雨による水害・土砂災害 

一般に降り始めからの降水量が１００mmを超えるときや１時間に３０mmを超す激

しい雨が降ると、中小河川の増水や氾濫、低地の浸水等が発生し、浸水や交通障害等

の災害が起こりやすくなる。 

また、地盤の弱い急傾斜地等では土砂災害が発生するおそれがあり、特に、降り始

めからの降水量が２００mmを超えたときや１時間に５０mmを超す非常に激しい雨が

降るときは大きな土砂災害の発生する危険性が高まる。 

 

３ 風水害を受ける可能性のある対象 

本町で風水害を受ける可能性のある対象は次のとおりであり、がけ崩れ・土石流・

地滑りや浸水の被害が生じる可能性がある。 

 

■遠賀町が風水害で被害を受ける可能性のある対象 

災害形態 危険区域 箇所数・面積 

がけ崩れ 

急傾斜地崩壊危険箇所 11 箇所 

急傾斜地崩壊危険区域 ２箇所 

山腹崩壊危険地区(民有林) ７箇所 

山腹崩壊危険地区(国有林) １箇所 

土石流 土石流発生危険箇所 ４箇所 

地滑り 
地すべり危険箇所 － 

地すべり危険地区 － 

浸水 浸水危険地区 12.2km2 

出典：福岡県地域防災計画（災害危険箇所編）、遠賀川河川事務所「遠賀川水系

浸水想定区域図」による。 
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害が発生している。本町においても、竜巻による被害が
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この計画の策定に

え、人口、土地利用等の社会的条件並びに過去における各種災害発生状況を勘案し、

発生し得る災害を想定し、これを基礎とした。

この計画の作成の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである

 

○台風に伴う大雨による河川等の氾濫、浸水等による災害

○台風に伴う強風による家屋の倒壊等による災害
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○台風、その他の大雨による土砂災害

○台風による高潮災害（
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第４節 計画の運用等 

第１ 計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、本町の地域構造の変化及び災害

応急対策の効果等を考えあわせ、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これ

を遠賀町防災会議において修正する。 

また、防災関係機関は、関係する事項について修正すべき点があるときは、防災会

議（事務局である遠賀町総務課）に修正事項を提出するものとする。 

 

 

第２ 平常時の運用 

１ 施策・事業の点検・修正 

本町及び防災関係機関は、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、災害による被害の軽減を図るために災害及び防災に関する調査研究の成果の

把握と活用に努めるものとする。 

 

２ 実効性の向上 

必要に応じ本計画運用のためのマニュアル等の充実を図り、関係者への周知徹底や

実践的な防災訓練の実施等により、計画の実効性の向上に努めるものとする。 

 

３ 災害時の運用 

災害時には、各災害に対応する災害応急対策計画、災害復旧・復興計画を活用し、

被害を最小限にとどめるように努めるものとする。 

 

４ 計画の周知 

本計画を町及び防災関係機関の職員に周知徹底するとともに、住民に対しても広く

周知徹底を図るものとする。 
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第５節 防災関係機関等の業務大綱 

防災関係機関等は、その施策が直接的なものか間接的なものかを問わず、一体とな

って災害の防止に寄与するよう配慮しなければならない。 

遠賀町の地域に係る防災関係機関等の事務又は業務の大綱は次のとおりである。 

 

 

第１ 遠賀町 

（災害予防） 

・防災会議に係る事務 

・町災害対策本部等防災対策組織の整備 

・防災施設の整備 

・防災に係る教育、訓練 

・県及び防災関係機関との連絡調整 

・他の市町村との相互応援及び広域一時滞

在についての協定の締結 

・防災に必要な資機材等の整備、備蓄 

・生活必需品、応急食糧等の備蓄 

・給水体制の整備 

・管内における公共的団体及び自主防災組

織等の充実、育成指導 

・住民の自発的な防災活動の促進 

・災害危険区域の把握 

・各種災害予防事業の推進 

・防災知識の普及 

・要配慮者（避難行動要支援者）の安全確保 

・企業等の防災対策の促進 

・企業等の協力の確保についての協定の締結 

・災害ボランティアの受け入れ体制の整備 

・帰宅困難者対策の推進 

（災害応急対策） 

・水防・消防等応急対策 

・災害に関する情報の収集、伝達及び被害

調査 

・避難の準備情報・勧告・指示及び避難者

の誘導並びに避難所の開設 

・災害時における文教、保健衛生 

・災害広報及び被災者からの相談 

・被災者の救難、救助その他の保護 

・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 

・復旧資機材等の確保 

・災害対策要員の確保・動員 

・災害時における交通、輸送の確保 

・被災建築物及び被災宅地の応急危険度判定

の実施 

・関係防災機関が実施する災害対策の調整 

・災害ボランティアの活動支援 

・町所管施設の被災状況調査 

・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 
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（災害復旧） 

・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 

・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 

・町民税等公的徴収金の猶予、減免措置 

・風評被害の軽減 

 

 

第２ 遠賀郡消防本部 

（災害予防） 

・風水害、火災等の予防 

・消防力の維持向上 

・関係町と共同による地域防災力の向上 

・危険物施設の保安確保に必要な指導、助言 

・防災知識の普及、防災訓練への参加・協力 

（災害応急対策） 

・災害に関する情報収集、伝達 

・風水害、火災等の警戒、防御 

・消防活動 

・救助・救急活動 

・避難誘導 

・行方不明者の調査、捜索 

・その他災害対策本部長が要請する災害応急

対策 

 

 

第３ 福岡県 

（災害予防） 

・防災会議に係る事務 

・福岡県災害対策本部等防災対策組織の

整備 

・防災施設の整備 

・防災に係る教育、訓練 

・国、市町村及び防災関係機関との連絡調

整 

・防災に必要な資機材等の整備、備蓄 

・生活必需品、応急食糧等の備蓄 

・危険物施設の保安確保に必要な指導、助

言及び立入り検査 

・地下街等の保安確保に必要な指導、助言 

・防災行政無線通信施設の整備と通信の確保 

・防災知識の普及 

・要配慮者（避難行動要支援者）の安全確保 

・緊急消防援助隊調整本部 

・企業等の防災対策の促進 

・企業等の協力の確保についての協定の締結 

・災害ボランティアの受け入れ体制の整備 

・保健衛生・防疫体制の整備 
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（災害応急対策） 

・災害予警報等情報の収集・伝達 

・市町村の実施する被災者の救助の応援

及び調整 

・被災児童･生徒等に対する応急教育の実

施 

・災害救助法に基づく被災者の救助 

・災害時の防疫その他保健衛生 

・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 

・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 

・農産物、家畜、林産物及び水産物に対す

る応急措置 

・緊急通行車両の確認及び確認証明書の

交付 

・自衛隊の災害派遣要請 

・県管理港湾施設等の維持管理及び障害物等

の除去 

・災害ボランティアの活動支援 

・福岡県所管施設の被災状況調査 

（災害復旧） 

・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 

・物価の安定 

・義援金品の受領、配分 

・災害復旧資材の確保 

・災害融資等 

・風評被害の軽減 

 

 

第４ 福岡県警察本部（折尾警察署） 

（災害予防） 

・災害警備計画の作成 

・警察通信確保 

・関係機関との連絡協調 

・災害装備資機材の整備 

・危険物等の保安確保に必要な指導、助言 

・防災知識の普及 

（災害応急対策） 

・災害情報の収集及び伝達 

・被害実態の把握 

・被災者の救出及び負傷者等の救護 

・行方不明者の調査 

・危険箇所の警戒及び住民に対する避難指

示、誘導 

・不法事案等の予防及び取締り 

・被災地、避難場所、重要施設等の警戒 

・避難路及び緊急交通路の確保 

・交通の混乱防止及び交通秩序の確保 

・広報活動 

・死体の見分・検視 
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第５ 指定地方行政機関 

１ 九州管区警察局 

（災害予防） 

・警備計画等の指導  

（災害応急対策） 

・警察災害派遣隊の運用及び広域的な応

援の指導調整 

・広域的な交通規制の指導調整 

・他の管区警察局との連携 

・管区内指定地方行政機関との協力及び連

絡調整 

・災害に関する情報の収集・伝達の連絡調整 

・警察通信の運用 

 

 

 

２ 福岡財務支局 

（災害応急対策） 

・災害時における金融機関に対する緊急措

置の指示・調整 

・国有財産の無償貸付等の措置 

 

（災害復旧） 

・地方公共団体に対する災害融資 ・災害復旧事業の査定立会い等 

 

 

３ 九州厚生局 

（災害応急対策） 

・災害状況の情報収集、通報 

・関係職員の現地派遣 

・関係機関との連絡調整 

 

 

 

４ 九州農政局 

（災害予防） 

・応急食糧（米穀）の備蓄 

・防災体制の指導及び農地防災事業の推

進 

・農地保全施設の管理体制の強化、指導 

（災害応急対策） 

・応急用食糧の調達・供給 

・農業関係被害の調査・報告 

・災害時における病害虫の防除及び家畜の

管理等 

・種子及び飼料の調達・供給 
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（災害復旧） 

・被害農業者等に対する融資等 

・農地・施設の復旧対策の指導 

・農地・施設の復旧事業費の査定 

・土地改良機械の緊急貸付 

・被害農林漁業者等に対する災害融資 

・技術者の応援派遣等 

 

＜九州農政局福岡支局＞ 

（災害予防） 

・応急食糧（米穀）の備蓄  

 

 

５ 九州森林管理局（福岡森林管理署） 

（災害予防） 

・国有保安林・治山施設の整備  

（災害応急対策） 

・災害対策用材の供給  

（災害復旧） 

・復旧対策用材の供給  

 

 

６ 九州経済産業局 

（災害予防） 

・各取扱業者に対する予防体制確立の指

導等 

 

（災害応急対策） 

・災害対策物資の適正な価格による円滑な

供給の確保 

・り災事業者の業務の正常な運営確保 

・電気・ガス・石油製品等の円滑な供給確保 

 

（災害復旧） 

・生活必需品・復旧資材等の円滑な供給の

確保 

・被災中小企業の復旧資金の確保・斡旋 

 

 

７ 九州産業保安監督部 

（災害予防） 

・火薬、高圧ガス、都市ガス及び電気施設

等の保安確保対策の推進 
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（災害応急対策） 

・鉱山における応急対策の監督指導 ・災害時における火薬、高圧ガス、都市ガス及

び電気施設等の保安確保 

 

 

８ 九州運輸局（福岡運輸支局） 

（災害予防） 

・交通施設及び設備の整備 ・宿泊施設等の防災設備 

（災害応急対策） 

・所管事業者等への災害に関する予警報

の伝達指導 

・災害時における所管事業者に関する情報

の収集 

・災害時における輸送機関等の広報、宣伝

指導 

・災害時における輸送分担、連絡輸送等の調

整 

・緊急輸送命令 

 

 

９ 大阪航空局（福岡・北九州空港事務所） 

（災害予防） 

・指定地域上空の飛行規制等その他周知

徹底 

・航空通信連絡情報及び航空管制の整備 

（災害応急対策） 

・災害時における航空機輸送の安全確保 ・遭難航空機の捜索及び救助活動 

 

 

１０ 第七管区海上保安本部 

（災害予防） 

・海上災害に関する防災訓練及び啓発指導 ・流出油防除資機材の整備及び油防除組織の

育成指導 

（災害応急対策） 

・避難の援助及び勧告並びに警報等の伝

達 

・海難の救助及び危険物等の海上流出対

策 

・人員及び救助物資の緊急海上輸送 

・海上交通の安全確保及び海上の治安の維持 

・海上の流出油に対する防除措置 
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１１ 福岡管区気象台 

（災害予防）・（災害応急対策） 

・気象、地象、水象の観測及びその成果の

収集、発表 

・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 

・気象業務に必要な観測、予報及び通信施設

の整備 

・地方公共団体が行う防災対策の技術的な支

援・助言 

・防災気象情報の理解促進、防災知識の普及

啓発 

 

 

１２ 九州総合通信局 

（災害予防） 

・非常通信体制の整備 

・非常通信協議会の育成指導及び実施訓

練等 

・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し出し 

（災害応急対策） 

・災害時における電気通信の確保 

・非常通信の統制、管理 

・災害地域における電気通信施設の被害状況

の把握 

 

 

１３ 福岡労働局 

（災害予防） 

・事業場における災害防止のための指導監

督 

・労働災害防止のための自主的活動の促進と

産業安全思想の普及高揚 

（災害応急対策） 

・労働者の業務上・通勤上の災害補償  

（災害復旧） 

・被災地域内の事業所への雇用継続の要

請、被災による離職者への再就職の斡旋

等 
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１４ 九州地方整備局（北九州国道事務所八幡維持出張所、遠賀川河川事務所） 

国土交通大臣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

とる。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） 

・気象観測通報についての協力 

・防災上必要な教育及び訓練等 

・災害危険区域の選定又は指導 

・防災資機材の備蓄、整備 

・雨量、水位等の観測体制の整備 

・道路、橋梁等の耐震性の向上 

・水防警報等の発表及び伝達 

（災害応急対策） 

・洪水予警報の発表及び伝達 

・水防活動の指導 

・災害時における交通規制及び輸送の確保 

・災害広報 

・緊急物資及び人員輸送活動 

・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 

・災害対策用車両（照明車、排水ポンプ車等）

の貸与 

・国土交通省所管施設の被災状況調査 

・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） 

・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 

（災害復旧） 

・被災公共土木施設の復旧事業の推進  

 

 

第６ 自衛隊（陸上自衛隊第四師団） 

（災害予防） 

・災害派遣計画の作成 ・地域防災計画に係る訓練の参加協力 

（災害応急対策） 

・災害派遣による県・市町村その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の支援、協力 
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第７ 指定公共機関 

１ 九州旅客鉄道株式会社 

（災害予防） 

・鉄道施設の防火管理 

・輸送施設の整備等安全輸送体制の確保 

・災害時における緊急輸送体制の整備 

（災害応急対策） 

・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 

・災害時における鉄道通信施設の利用 

（災害復旧） 

・被災鉄道施設の復旧事業の推進  

 

 

２ 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、

ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ（九州支社）、ソフトバンク株式会社 

（災害予防） 

・電気通信設備の整備と防災管理 ・応急復旧用通信施設の整備 

（災害応急対策） 

・津波警報、気象警報の伝達 

・災害時における重要通信 

・災害関係電報、電話料金の減免 

 

 

３ 日本銀行（北九州支店） 

（災害予防）・（災害応急対策） 

・銀行券の発行並びに通貨及び金融の調

節 

・資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の

維持に資するための措置 

・金融機関の業務運営の確保に係る措置 

・金融機関による金融上の措置の実施に係る

要請 

・各種措置に関する広報 

 

 

４ 日本赤十字社（福岡県支部） 

（災害予防） 

・災害医療体制の整備 ・災害医療用薬品等の備蓄 

（災害応急対策） 

・災害時における医療助産等救護活動の実

施 

・避難所奉仕、義援金品の募集、配分等の協

力 
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５ 日本放送協会（北九州放送局） 

（災害予防） 

・防災知識の普及 ・災害時における放送の確保対策 

（災害応急対策） 

・気象予警報等の放送周知 

・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 

・社会奉仕事業団等による義援金品の募集・

配分等の協力 

・災害時における広報 

（災害復旧） 

・被災放送施設の復旧事業の推進  

 

 

６ 日本通運株式会社（福岡支店）、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） 

・緊急輸送体制の整備  

（災害応急対策） 

・災害時における救助物資等の緊急輸送の

協力 

 

（災害復旧） 

・復旧資材等の輸送協力  

 

 

７ 九州電力株式会社 

（災害予防） 

・電力施設の整備と防災管理  

（災害応急対策） 

・災害時における電力の供給確保  

（災害復旧） 

・被災電力施設の復旧事業の推進  

 

 

８ 西部ガス株式会社 

（災害予防） 

・ガス施設の整備と防災管理  

（災害応急対策） 

・災害時におけるガスの供給確保  

（災害復旧） 

・被災ガス施設の復旧事業の推進  
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９ 日本郵政株式会社（九州支社） 

（災害応急対策） 

・災害時における郵便事業運営の確保 ・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、援護対策及びその窓口

業務の確保 

 

 

第８ 指定地方公共機関 

１ 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、株式会社時事通信社福岡支社、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） 

・防災知識の普及 ・災害時における報道の確保対策 

（災害応急対策） 

・気象予警報等の報道周知 

・社会奉仕事業団等による義援金品の募

集・配分等の協力 

・災害時における広報 

（災害復旧） 

・被災報道施設の復旧事業の推進  

 

 

２ 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ＣＲＯＳＳＦＭ、ラブエフエム国際放送株式会社 

（災害予防） 

・防災知識の普及 ・災害時における放送の確保対策 

（災害応急対策） 

・気象予警報等の放送周知 

・避難所等への受信機の貸与 

・社会奉仕事業団等による義援金品の募集・

配分等の協力 

・災害時における広報 

（災害復旧） 

・被災放送施設の復旧事業の推進  
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３ 公益社団法人福岡県医師会 

（災害予防・災害応急対策) 

・災害時における医療救護の活動 

・負傷者に対する医療活動 

・防災会議における行政関係機関及び遠賀中

間医師会・医療機関との連絡調整 

 

 

４ 一般社団法人福岡県歯科医師会 

（災害予防） 

・歯科医療救護活動体制の整備  

（災害応急対策） 

・災害時の歯科医療救護活動  

 

 

５ 公益社団法人福岡県看護協会 

（災害予防） 

・災害看護についての研修や訓練  

（災害応急対策） 

・要配慮者への支援 

・避難所等における看護活動 

・災害支援看護師の要請・受け入れ等の支援 

 

 

６ 公益社団法人福岡県薬剤師会 

（災害予防） 

・患者への啓発（疾病・使用医薬品等の情

報把握） 

 

（災害応急対策） 

・災害医療救護活動 

・医薬品等の供給に関する情報収集及び連

絡体制の構築 

・医薬品等の供給（仕分け、管理及び服薬指

導等） 

・避難所等での被災者支援（服薬指導等） 

・その他公衆衛生活動 

 

 

７ 西日本鉄道株式会社 

（災害予防） 

・輸送施設の整備等安全輸送の確保 ・災害時における緊急輸送体制の整備 

（災害応急対策） 

・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 
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８ 福岡県トラック協会 

（災害予防） 

・緊急・救援輸送即応体制の整備  

（災害応急対策） 

・緊急・救援物資の輸送協力  

 

 

９ 一般社団法人福岡県 L P ガス協会 

（災害予防） 

・ＬＰガス施設の整備と防災管理  

（災害応急対策） 

・災害時におけるＬＰガスの供給確保  

（災害復旧） 

・被災ガス施設の復旧事業の推進  

 

 

１０ 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会 

（災害予防） 

・社会福祉法人・施設を対象とした研修や

訓練 

・職員や住民の災害に対する意識の向上 

（災害応急対策） 

・福祉の観点からの要配慮者への支援の

充実 

・災害ボランティアの活動体制強化 

・福岡県共同募金会等との協働による募金活

動への取り組み 

 

 

第９ 遠賀・中間地域広域行政事務組合 

（災害予防・災害応急対策） 

・所掌事務に応じた防災上必要な活動及び町の防災活動に対する協力 
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第１０ 公共的団体・防災上重要な施設の管理者 

１ 自治会組織 

（災害予防・災害応急対策） 

・自治会区域内住民への災害に関する情報伝達、広報広聴活動 

・出火防止及び初期消火 

・被災者の救出救護及び避難誘導の協力 

・被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び避難所運営業務等の協力 

・その他応急対策全般についての協力 

 

 

２ 危険物施設等管理者 

（災害予防） 

・安全管理の徹底及び防災施設の整備 

 

 

３ 一般社団法人遠賀中間医師会 

（災害予防・災害応急対策） 

・災害時における医療救護の活動 

・負傷者に対する医療活動 

・県医師会・医療機関との連絡調整 

 

 

４ 一般社団法人遠賀中間歯科医師会 

（災害予防） 

・歯科医療救護活動体制の整備  

（災害応急対策） 

・災害時の歯科医療救護活動  

 

 

５ 一般社団法人遠賀・中間薬剤師会 

（災害予防・災害応急対策） 

・医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品の管理 

・医薬品の調達、供給 

・県薬剤師会並びに薬剤師との連絡調整 
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６ 病院等経営者 

（災害予防・災害応急対策） 

・避難施設・体制の整備、避難確保計画の作成と避難訓練の実施 

・災害時における負傷者の医療、助産、救助 

 

 

７ 福岡県獣医師会 

（災害予防・災害応急対策） 

・動物の保護、収容 

 

 

８ 社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会 

（災害応急対策） 

・災害時のボランティアの受け入れ 

・要配慮者に対する救助及び生活支援活動の協力 

 

 

９ 社会福祉施設の管理者 

（災害予防・災害応急対策） 

・避難施設・体制の整備、避難確保計画の作成と避難訓練の実施 

・災害時における入所者の保護 

 

 

１０ 北九州農業協同組合 

（災害応急対策） 

・町が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

・農作物の災害応急対策の指導 

・被災農家に対する融資及びあっせん 

・農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

 

 

１１ 遠賀町商工会 

（災害応急対策） 

・町が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

・災害時における物価安定の協力 

・救助物資、復旧資材の確保の協力、あっせん 

・被災事業者に対する融資等の相談 
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１２ 遠賀建設業協会 

（災害応急対策） 

・道路・河川等公共土木施設の応急対策の協力 

・倒壊住宅等の撤去の協力 

・応急仮設住宅の建設の協力 

・その他災害時における復旧活動の協力 

・加盟各事業者との連絡調整 

 

 

１３ 折尾交通安全協会、折尾防犯協会連合会 

（災害応急対策） 

・災害危険箇所、異常現象等の連絡通報 

・災害時の交通規制、防犯対策の協力 

・その他災害応急対策の教務の協力 

 

 

１４ 公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

（災害応急対策） 

・被災した下水道管路施設の応急復旧の協力 

 

 

第１１ 住民・事業所 

１ 住民 

（災害予防・災害応急対策） 

・自己、家族の生命、身体及び財産の安全

確保 

・地域における相互扶助、要配慮者の避難

等の支援 

・平常時における食糧、飲料水、生活物資

の備蓄 

・その他県・町が行う災害予防、災害応急

対策、災害復旧対策への協力 

・地域の災害危険箇所の把握 

・住宅の耐震化と家具の転倒防止 

・防災訓練への積極的参加 

・自主防災組織の結成・活動 
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２ 事業所 

（災害予防・災害応急対策） 

・事業活動における各種防災対策の実施 

・事業継続計画（BCP）の作成 

・災害時行動マニュアルの作成等の防災体

制の整備 

・従業員に対する防災教育、防災訓練の実

施 

・応急対策に必要な資機材の整備、備蓄 

・災害時における従業員、来訪者の避難誘

導、安全確保 

・地域住民の安全確保への協力 

・その他県・町が行う災害予防、災害応急対

策、災害復旧対策への協力 
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第２章 災害予防計画 

第１節 災害に強い組織・人づくり 

第１ 防災組織の整備 

１ 遠賀町 

町は、災害時に、地域防災計画に基づき災害対策本部を設置し、職員の参集、それ

ぞれの分掌事務に基づいた応急対策活動を迅速かつ的確に行う。そのため、連絡網や

作業マニュアル等を記載した職員災害応急マニュアル等を作成する。 

被災して業務遂行能力が低下した状況下及び職員の半数が招集不可能な状況下に

おいても必要な業務資源を確保し、非常時優先業務を継続するため、業務継続計画を

策定する。 

また、住民に対し、防災知識の啓発を行い、災害に強いまちづくりを進める。 

 

２ 防災会議 

遠賀町防災会議は、災害対策基本法第16条の規定に基づき設置するものであり、本

町の災害特性及び地域特性にあった地域防災計画を策定し、総合的かつ計画的な防災

行政を推進するとともに、当該災害に関する情報を収集する。 

また、地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正する。

なお、委員に女性の登用を拡大し、両性の多様な視点を取り入れる。 

 

３ 消防団 

消防団は、遠賀町災害対策本部の指示に従い、遠賀郡消防本部（消防署）と密接な

連携のもと適切な消火・救助活動を実施できるよう、組織の整備・改善や装備及び活

動資機材の充実、強化を図る。また、消防団員の確保のため、地域の実情に適した入

団促進を行う。 

 

４ 事業所 

町内事業所は、従業員等の安全の確保や災害の拡大を防止するため、防災体制の強

化に努める。 

防災体制の強化に当たっては、特に、多数の人が出入りする施設について、防火管

理者を選任し、消防計画の作成、各種訓練の実施、消防用設備の点検及び整備、出火

の防止、初期消火体制の強化等に努める。 

また、要配慮者が利用もしくは従事する施設については、避難を含む非常災害に関

する計画の作成等防災体制の強化を図る。 

総務課・生涯学習課・福祉課 



【風水害対策編】 第２章 災害予防計画 

第１節 災害に強い組織・人づくり 

31 

 

５ ボランティア 

町及び社会福祉法人遠賀町社会福祉協議会は、ボランティア活動を組織的かつ効果

的に進めるため、平時からボランティアリーダー及びコーディネーターの養成に努め

るとともに、災害ボランティアセンター運営マニュアルを作成する。 

また、災害発生時には、災害対策本部の指示に従って、災害発生からおおむね３日

目に災害ボランティアセンターを設置し、その活動が円滑に行われるよう体制の整備

に努める。 

 

 

第２ 自主防災活動の推進 

「自分の住む地域は自分で守る」という自主防災意識｢共助｣の向上が、災害時に大

きな力を発揮する。そのために、住民が自主的に防災活動に参加し、地域で助け合う

協力体制を確立することが重要である。 

町は、県と協力して、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に

努める。 

 

○町広報紙等を通じて、自治会組織等の自主防災活動の重要性についての啓発に努め、

自主防災組織率の維持と実効ある自主防災組織の育成を図る。 

○自治会組織等に対しては、研修会等を実施し、リーダーの養成を図るとともに、防

災訓練等の実施、災害に関する情報の伝達・協力要請・活動指導等についての支援

を行う。 

○自主防災組織の維持・活性化のため、防災資機材の配備について考慮する。また、

消防団との連携のもと、日頃の地域活動に防災活動を取り込んで日常化するととも

に、児童や生徒を巻き込んだ活動を行う。 

○自主防災組織の活動支援のための補助制度や、防災士の資格取得に向けた補助制度

の利用を促進する。 

○地域住民等から地区防災計画の提案を受け、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。 

 

■自主防災組織の活動内容 

［平常時］ 

○避難行動要支援者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 

○自主防災組織における役割分担の明確化 

○日頃の備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及 

○防災訓練の実施（情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護、避難方法等

の図上訓練等） 

○防災活動の日常化 

総務課 
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○消火用資機材等の整備・点検等 

○地域の危険箇所の把握と防災マップの作成・活用 

○地域内の他組織との連携 

○住宅の補強等防災対策の促進 

［災害時］ 

○初期消火の実施 

○被害状況の情報の収集・町への報告、災害に関する情報の住民への伝達 

○救出・救護の実施及び協力 

○避難の実施 

○避難行動要支援者の安否確認・安全確保等 

○炊き出し及び救援物資の支給に対する協力等 

 

 

第３ 防災知識の普及 

１ 職員に対する防災教育 

職員に対し、研修会・講演会等を随時実施するとともに、防災マップ等を活用し、

防災知識、役割の分担等に関する研修を実施する。 

 

■防災教育の内容 

○災害の基礎知識           ○防災体制と任務分担 

○災害に対する地域の危険性等     ○災害時の役割分担 

○地域防災計画の概要         ○初動時の活動要領 

○災害対策活動の概要         ○防災行政無線の取扱い方法等 

○職員としての心構え 

 

２ 住民に対する防災知識の普及 

住民に対し、災害に関する正しい知識及び災害発生時における行動指針等について、

町広報紙、町ホームページ、防災ハンドブック、防災マップ等を利用して普及に努め

る。 

また、防災マップ等は配布するだけでなく、訓練や出前講座等で活用して認知度を

高め、｢防災まち歩き｣等現場において確認検証するとともに、自主防災組織等が機能

を十分に発揮できるよう、防災知識の普及啓発に努め、自主防災組織の充実を図る。 

さらに、学校や地域の祭り等身近な行事の際に、情報提供や体験型の防災イベント

を盛り込む等、防災に対する関心を深めてもらうよう努める。 

 

 

 

総務課・まちづくり課・行政経営課・学校教育課 
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■防災知識の普及事項 

○災害に関する一般知識 

○地域防災計画の概要 

○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 

○災害に備えた食糧､救急用品､非常持出品等の備蓄・準備 

○避難対策に関する知識 

○住宅の補強、火災予防に関する事項 

○屋内、屋外における災害発生時の心得 

○災害危険箇所（土砂災害、浸水等） 

○指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等避難対策 

○帰宅困難時の対応 

○防災訓練、自主防災活動の実施 

 

３ 企業等における防災対策の促進等 

企業等は災害時に果たす役割を十分に認識し、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事

業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取り組みに努めるとともに、自ら防災組織を結成す

る等して、地域と連携した防災の取り組みを実施する。 

 

■企業等の防災対策及び防災活動 

○防災訓練 

○従業員等の防災教育 

○情報の収集・伝達体制の確立 

○火災その他災害予防対策 

○避難対策の確立 

○応急救護 

○飲料水、食糧、生活必需品等、災害時に必要な物資の確保 

○施設の補強や防火対策の実施 

○システムの多重化・高度化等災害時における情報システムの保全 

○施設の地域避難所としての提供 

○消防団等との連携・協力 

 

また、駅等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

施設等の管理者は、浸水経路や浸水形態の把握等を行い、それを踏まえ、浸水等風水

害に対する安全性の確保に配慮するものとする。 
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４ 学校における防災教育 

東日本大震災等の災害から得られた教訓を生かした授業や、家族間の話し合いを通

じて、災害についての正しい知識を修得するとともに、災害から身を守るための実践

的な訓練等を通じて、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実施す

る。 

また、要配慮者への配慮や、風評による人権侵害を防止するための正しい知識の普

及に努める。 

 

■防災教育の内容 

○災害に関する一般知識 

○安全に行動する態度・能力 

○避難対策に関する知識 

○火災予防に関する事項 

○屋内、屋外における災害発生時の心得 

○災害危険箇所（土砂災害、浸水等） 

○防災訓練（体験的な活動） 

○ボランティア活動を通じた社会に貢献する態度 

 

 

第４ 防災訓練 

防災訓練を実施する場合、使用する資機材や実施時間等の訓練環境について、具体

的な設定を行ったうえで、参加者自身の主体的な判断が求められる内容にする等、訓

練が実践的になるよう工夫する。 

また、避難行動要支援者や男女のニーズの違いに十分配慮するとともに、多様な主

体による共同防災訓練を実施する。 

訓練後には評価を行い、成果や課題等をとりまとめ、必要に応じて改善し、次の訓

練に反映させるよう努めるものとする。 

 

１ 総合防災訓練 

災害時において、地域防災計画に定める各種災害応急対策の遂行に万全を期し、関

係機関相互の協力体制の緊密化及び住民の防災意識の高揚に資するため、大雨等の災

害を想定し、近隣自治体、県、自衛隊等の関係機関や自治会組織、ボランティア組織、

一般住民等の参加による総合防災訓練を計画的に実施する。 

なお、実施に当たっては、要配慮者に十分配慮しながら行う。 

 

  

総務課・各課 
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■訓練種目 

○ 情報の収集・伝達 

○ 災害対策本部の設置、運営 

○ 被災地偵察 

○ 避難準備及び避難誘導、避難所の運営 

○ 救出・救助、救護・応急医療 

○ 交通規制及び交通整理 

○ 救援物資輸送 

○ 給水給食          等 

 

２ 個別訓練 

（１）消防団の訓練 

消防団員に対する水防工法、避難等の水防訓練を実施するとともに、国土交通省遠

賀川河川事務所や近隣自治体と連携し、水防訓練に積極的に参加する。 

また、消防団員に対する消火技術の習熟を図り、突発的な災害に対処できるよう、

非常招集、通信連絡、避難誘導、救助等の訓練を実施するとともに、機能的な消火活

動ができる消防水利施設の確保・整備に努める。 

 

（２）職員の訓練 

職員に対する職員災害応急マニュアルを作成し、災害発生時に全職員が災害レベル

に応じた防災体制に迅速に対応できるよう教育・訓練を進めるとともに、図上訓練を

行う。 

また、河川、水路等の氾濫に対する警戒、水防活動が的確に行えるよう、職員に水

利施設等に対する教育・訓練を実施する。 

 

（３）住民等の訓練 

遠賀郡消防本部や消防団等の協力のもと、自治会組織ごとに出火防止訓練、初期消

火訓練、情報伝達訓練、応急救護訓練、避難等の図上訓練及び資機材使用訓練を実施

する。 

 

（４）施設・事業所等の訓練 

町内の事業所及び社会福祉施設等の管理者は、避難計画の作成や避難訓練等を実施

し、入所者や従業員の安全の確保に努める。 

特に、学校、病院及び大規模小売店舗等多数の人が出入りする施設や要配慮者が利

用する施設については、定期的に遠賀郡消防本部の検査等により、施設の安全性の確

保に努め、資機材の整備を行う。 
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第５ 住民が行う防災対策と災害時の心得 

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。 

また、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。 

 

１ 住民が行う防災対策 

○防災に関する知識の修得 

○災害時の行動について家族で確認 

○非常用品等の準備・点検（食糧品等の備蓄は最低3日分相当） 

○住宅等の安全点検、補強の実施 

○応急手当方法の修得 

○地域の防災訓練への参加、地域の相互協力体制の構築への協力等 

○自然災害保険の活用（町はその制度普及促進に努める。） 

 

２ 災害時の心得 

（１）大雨・台風等風水害発生時の心得 

○外出は必要最低限とする。 

○危険を感じたら、あるいは避難勧告等が発令されたらすぐに避難する。 

○屋内での退避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。 

○子どもとはぐれないようにする。 

○避難したら安全が確認できるまで帰らない。 

○車での避難には注意する。危険と判断したら使用しない。 

○情報取集を怠らない。 

○高齢者や子ども、乳幼児、身体の不自由な人等が安全に避難できるよう声をかけ

て協力する。 

○河川敷等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。 

 

（２）竜巻発生時の心得 

○屋内では、部屋の１階に移動するとともに、窓やシャッター等を閉める。ただし、

部屋の隅やドア、外壁から離れ、中心部に近い所に移動する。 

○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。ただし、物置や車庫及び橋の下などは危険である。 
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（３）土砂災害発生時の心得 

○土砂災害は、突然発生し、逃げる余裕がないことが多いことから、避難勧告等の

発令前でも、前兆現象（前触れ）に気づいたら、早めに避難する。 

○土砂災害が迫って逃げる際には、流れに直角に避難する。 

 

 

第６ 調査・連携 

防災対策を有効なものとするために、科学的に災害に関する調査を行い、近隣自治

体、関係機関との情報交換等広域的な連携に努める。 

 

１ 調査、防災関連資料等の収集等 

本町の地域特性や災害特性を把握し、総合的かつ計画的な防災対策を推進する。 

そのため、災害要因の研究、被害想定及び社会環境の変化に応じた防災体制等の調

査を行い、必要に応じて専門的調査研究を実施する。 

 

２ 近隣自治体との情報交換、連携 

近隣自治体と防災対策の情報交換に努めるとともに、必要に応じて防災対策の活動

を連携する。 

 

３ 関係機関等との情報交換 

国、県、市町村等が策定した防災対策に関する計画・情報については、連絡を密に

して情報交換に努める。 

 

４ 住民との情報交換、連携 

調査結果や、国、県、研究機関等が公表する最新の防災情報については、積極的に

住民に公表するとともに、地域の危険箇所等についての情報交換を行う等、住民との

連携を図る。 

 

 

総務課 
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第２節 災害に強いまちづくり 

第１ 土地利用の推進等 

災害に強いまちづくりのため、各種事業等を推進する。 

 

１ 災害に配慮した土地利用 

災害に強い土地利用を進めることで、災害時に被害の拡大を最小限にくい止めるこ

とができることから、地域防災計画と都市計画を有機的に連携させ、適正な規制と誘

導により秩序のある土地利用を実現し、安心して暮らせる災害に強い居住環境を維持

する。 

特に、無秩序な住宅団地開発を防ぎ、防災に配慮した土地利用を推進する。 

 

２ 公園・緑地の整備 

公園・緑地は、住民の憩いの場、スポーツ・レクリエーションの場としての機能の

他に、災害時における避難場所、あるいは延焼を防止するオープンスペースとしての

役割を持っている。 

遠賀町緑の基本計画等に基づき、特色ある公園・広場の整備、市街地周辺の緑地保

全及び民間宅地開発等における公園、緑地の確保に努める。 

 

３ 無秩序な宅地開発の規制 

大規模な宅地造成を行う場合、都市計画法第29条の規定による開発許可により、安

全な宅地造成の指導、監督に努める。また、地区計画や特定用途制限地域指定等の検

討により、災害に強いまちづくりを進める。 

 

４ 町営住宅の不燃化 

町営住宅を新築する場合は、不燃建築物とオープンスペースの一体的整備により防

災空間を創出するように努める。 

 

 

第２ 水害予防対策の推進 

１ 河川の整備 

河川の重要水防箇所等に対し、河川及び排水施設の整備、改修、機能強化を国土交

通省や福岡県に積極的に働きかける。 

また、町の管理する河川についても、施設改善を含めて計画的な整備に努める。 

総務課・都市計画課・建設課 

総務課・建設課 
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２ 対策の推進 

水害による被害を最小限にとどめるため、消防団や遠賀建設業協会等と連携し、迅

速な対応ができるよう水防体制の強化に努める。 

 

■水防体制の強化事項 

○河川情報の入手 

○情報連絡体制及び水防資機材の整備 

○水防意識及び水防技術等の向上 

 

３ 平常時の巡視 

日常から気象情報を的確に把握することにより、暴風雨等の危険を事前に察知する

とともに、被害の拡大を防ぐため、危険区域を巡視して、状況の把握に努める。 

 

４ 防災拠点施設の建設場所 

水害が発生した場合においても、行政機能を維持できるよう、防災拠点施設は浸水

の可能性が少ない場所に建設・移転するよう努める。 

 

５ 浸水想定区域の住民への周知 

遠賀川水系について、国（河川管理者）は水防法の規定に基づく想定最大規模の降

雨による洪水浸水想定区域を指定している。 

町は、浸水想定区域における避難場所及び避難経路、洪水に係る避難訓練に関する

事項等円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項等について、洪水ハザードマ

ップの配布等により住民への周知を図る。 

 

６ 避難確保計画作成等の支援 

地域防災計画において定められた浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者・管

理者は、防災体制、避難誘導及び避難の確保を図るための避難確保計画を作成し、計

画に基づき避難訓練等の実施に努めるものとし、町はその支援を行う。 

 

７ ため池対策 

ため池の決壊等による災害を未然に防止するため、堤体、余水吐、樋管等について

改修等の対策を進める。 
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第３ 土砂災害予防対策の推進 

１ 危険区域の指定、整備 

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」「砂防法」「土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」等を有効に活用し、土砂災害を防

ぐことができる安全化対策の推進に努める。 

そのため、危険箇所の実態を調査し、災害防止策を実施するとともに、必要な指定

等を行う。 

 

■危険箇所等 

○土石流危険渓流 

○地すべり危険箇所（選定） 

○急傾斜地崩壊危険区域（指定）、急傾斜地崩壊危険箇所（選定） 

○土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域（指定） 

※資料編 危険箇所等 参照 

 

２ 対策の推進 

災害時に住民が安全に避難することができるよう、防災マップ等による安全教育の

推進に努め、危険区域の周知の徹底を図る。 

また、気象予報等情報の伝達が円滑に実施できるよう伝達体制を整備するとともに、

危険区域における観測等による緊急情報の伝達方法についても配慮を行い、警戒避難

体制の確立を図る。 

さらに、危険区域内にある既存住宅の移転事業の活用も検討する。 

 

３ 避難確保計画作成等の支援 

地域防災計画において定められた土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有

者・管理者は、防災体制、避難誘導及び避難の確保を図るための避難確保計画を作成

し、計画に基づき避難訓練等の実施に努めるものとし、町はその支援を行う。 

 

 

第４ 交通施設の予防対策の推進 

災害による道路、鉄道等の被害を防止するため、所管する施設等の実態を把握し、

災害時においてもその機能を維持できるよう、諸施設の予防対策を管理者に働きかけ

る。 

 

総務課・建設課・都市計画課 

建設課 



【風水害対策編】 第２章 災害予防計画 

第２節 災害に強いまちづくり 

41 

 

１ 道路の整備 

災害時の緊急輸送路等を確保するため、道路・橋りょうの整備を推進する。 

 

（１）幹線道路の整備 

幹線道路は、災害時の救援活動のための物資輸送等、緊急輸送路として重要である

とともに、火災の延焼防止としても有効に機能する。 

特に本町では、一般国道３号、主要地方道宮田・遠賀線、一般県道浜口・遠賀線、

黒山・広渡線、直方・芦屋線が被災により不通となった場合、町域が分断され、災害

復旧等に大きな障害となる。 

そのため、幹線道路として防災上重要な役割を担っている国・県道について、歩道

及び防災上必要な幅員の確保、道路の高架化、道路排水施設等の整備を促進するよう、

国や県に要請する。 

 

（２）生活道路の整備 

生活道路は、災害時、住民が各家庭から避難所へ避難する道路であり、また、緊急

車両が通行する道路等、防災上重要な道路である。住民が避難をスムーズに行えるよ

う整備を行う。 

また、速やかな救助活動が行えるよう、避難所を結ぶ道路や幹線道路に接続する幹

線町道の新設・改良や幅員の拡幅等、優先的な整備に努める。 

 

２．鉄道の予防対策 

鉄道事業者に対して、事故や災害発生時に適切な処置がとれるよう、防災訓練、防

災関係資機材の点検整備、駅・列車内の旅客の避難誘導体制等の予防対策の実施を働

きかける。 

 

 

第５ ライフライン施設等の整備 

ライフライン施設の安全性の強化を図り、災害に強いまちづくりを推進する。 

 

１ 水道施設 

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。水道管に

ついては、老朽化した水道管から新しい水道管への敷設替えを促進する。 

 

２ 下水道施設 

浸水災害等の被害を防止するため、雨水、下水の迅速な排除が行なえるよう施設の

整備増強を図る。 

総務課・都市計画課・建設課 



【風水害対策編】 第２章 災害予防計画 

第２節 災害に強いまちづくり 

42 

 

町内のし尿処理は、小型合併浄化槽による下水処理、農業集落排水事業や遠賀川下

流流域関連公共下水道事業を積極的に進め、下水道の整備に努める。 

 

３ 電力施設 

（１）電力施設 

町内に電力を供給している九州電力（株）に、災害に強い電力施設となるよう、電

力施設の水害対策及び風害対策の実施を働きかける。 

 

○送電設備や変電設備の浸冠水対策・防水対策 

○設備の補強等による風害対策 

○復旧用資機材の整備、点検 

○災害時の電気事故防止、停電に関する広報活動 

 

（２）非常用電源施設の普及 

本町の防災拠点施設における非常用電源の確保の推進と、ライフライン施設や医療

施設等における非常用電源施設の普及を促進するとともに、自家発電等を行っている

施設においては、災害対策を働きかける。 

なお、防災拠点施設の非常用電源については、設置場所や燃料等の備蓄も含めて必

要な時間を確保するとともに、想定復旧時間を十分上回る期間の発電が可能となるよ

うな燃料の備蓄等に努める。 

 

４ 通信施設 

通信施設の耐震強化により、災害に対する信頼性が高く、また多様化した通信設備

と通信体制を構築するよう、通信事業者に働きかける。 
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第３節 応急活動体制の整備 

第１ 情報の収集伝達体制の整備 

防災に関する情報の収集・伝達等の迅速化を図るため、住民、町、県関係機関相互

間における情報連絡網の整備を図るとともに、非常用電源設備の整備、通信施設等及

び運用体制の整備改善を図る。通信施設等は、防災業務に有効に利用できるよう定期

的に点検し、災害が発生した場合に備える。 

また、住民、町職員等に警報等が確実に伝わるよう、伝達手段の多重化、多様化を

図る。 

 

１ 通信施設の整備 

（１）無線通信施設の整備 

災害現場からの情報収集及び住民への情報伝達等のため、町防災行政無線の伝達訓

練を行うとともに、通信方法の習熟、聞こえ難い地区の把握・改善、施設の整備、移

動系防災行政無線局等の充実等、災害時の通信体制の整備強化に努める。 

 

（２）避難所との通信手段の整備 

指定避難所である学校等へ町職員を派遣し、町防災行政無線により避難所との双方

向通話訓練を行い、通信方法の習熟と通信体制の整備強化に努める。 

 

（３）通信機能確保のための措置 

災害時の通信機能を確保するために、町防災行政無線の非常電源及び予備電源の確

保、通信機器の固定や浸水の影響を受けない場所への移動等の措置を行うとともに、

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）や緊急速報メールの活用、広報車の活用等、

情報伝達手段の多様化・多重化を推進する。 

 

（４）新しい情報通信設備の検討 

情報通信技術の高度化に伴い、ソーシャルメディアの活用や、衛星電話による無線

通信の活用等、災害時に有効な通信手段の導入に努める。 

 

２ 通信連絡体制の整備 

災害時に円滑な通信連絡体制を確立するため、日頃から夜間や休日の運用体制の確

立を含む通信連絡体制の整備を図る。 

 

総務課・住民課 
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（１）非常時通信体制の強化 

災害発生時に、一般加入電話等が使用できなくなった場合においても、早期に災害

対策本部等が機能できるよう、非常通信体制の整備充実に努める。 

また、災害時等における非常通信の適正な運用と、関係機関相互の協力体制を確立

するため、平常時より非常通信の伝送訓練等を行い、通信方法の習熟と通信体制の整

備に努める。 

 

（２）非常時通信運用の検討 

災害が発生したとき又はそのおそれがあるときに備え、住民等への情報提供や災害

情報の収集等の円滑な運用方法を検討する。 

 

 

第２ 応急体制の整備 

１ 県への応援要請体制の整備 

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等、必要な準備

を整えておく。 

 

２ 他自治体との相互協力体制の整備 

平常時から、近隣自治体や関係機関との大規模災害に備えた相互応援協定等の協力

体制の推進に努める。そのため、福岡県消防相互応援協定等に基づく消防相互応援の

体制整備を推進する。 

また、大規模災害時には近隣自治体も同時に被災することが有り得るため、「全国

ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害時相互応援協定書」をはじめとする、県外

等遠隔地自治体との相互応援協定等を推進するとともに、相互応援を円滑にするため

の支援・受援計画の作成等を行う。 

 

３ 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。 

 

４ 民間団体等との協定締結の促進 

災害時に町内事業所等から応急対策に関する協力が得られるよう、あらかじめ業務

内容、協力方法等について協議し、体制整備に努める。 

 

総務課・住民課・まちづくり課 
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５ 受援計画の作成 

大規模災害時に、円滑に他自治体や防災関係機関から応援を受けることができるよ

う受援計画を作成する。 

受援計画には、受援先の指定、受援に関する連絡・要請の手順、応援隊の災害対策

本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の集結・活動拠点、応援要員の集合・配

置体制や資機材等の集積・輸送体制等のほか、受援に必要な事項を記載する。 

 

６ 業務継続性の確保 

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、業務継続計画を策定す

る。 

また、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

えた改訂等を行う。 

 

７ 災害対策本部体制の整備 

（１）初動体制の整備 

参集基準、連絡手段の確保等、職員の非常参集体制の整備を図るとともに、参集訓

練等の実施に努める。また、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した職員初

動マニュアルを作成し、職員への周知を図る。 

災害発生時に幹部職員に迅速・確実に連絡が可能なように、幹部職員への防災行政

無線（移動系無線）等の配備を推進する。 

 

（２）災害対策本部の代替機能の確保 

災害により町役場が被災し、災害対策本部としての機能が維持できなくなるケース

を想定し、遠賀町食育交流・防災センターに代替施設を確保し、通信機能や非常用電

源施設等等災害対策本部として有すべき機能を備えるよう努める。 

また、災害対策本部室・事務局室は、自衛隊、消防、警察等の関係機関の職員を収

容できるよう必要な空間の確保に努める。 

 

（３）データのバックアップの確保 

町役場の浸水や火災等により町が所有するデータが失われ、応急対策・復旧活動や

復旧後の行政事務に支障をきたすことがないよう、住民情報や税情報等のデータのデ

ジタル化と分散保存によるデータのバックアップを進める。 
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８ 災害救助法の運用体制の整備 

大規模災害の場合は、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、資料を整備しておくもの

とする。 

 

９ 広報・広聴体制の整備 

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。その際、

要配慮者を考慮した広報体制を整備するよう努める。 

また、被災者の要望、苦情等を把握し、効果的な災害対策の実施につなげるととも

に、相談・情報提供の窓口を設置し、様々な相談に適切に対応するための体制を整備

する。 

 

１０ 気象等観測体制の整備 

県及び関係機関が行う気象等観測体制の整備に協力する。 

 

１１ 農業水産災害予防体制の整備 

災害等による農産物等への災害を未然に防止するため、防災思想の普及及び防災訓

練の実施等の予防措置に努めるものとする。 

また、農地及び農業用施設の災害防止を図るため、防災基盤の整備について、県と

連携を図りながら進めていく。 

 

 

第３ 救出救助体制の整備 

１ 救出救助体制の整備 

（１）住民・自主防災組織等における救出救助体制の整備 

災害発生直後における倒壊家屋等の生き埋め者の救出救助活動は、地域と一体とな

った活動が重要であることから、自主防災組織や消防団、地域ボランティア組織と連

携した救出救助体制の整備を推進する。 

 

（２）町及び遠賀郡消防本部における救出救助体制の整備 

町及び遠賀郡消防本部は、地震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。また、救出用資機材を計画的に

整備するとともに、重機等については建設業者の所有する機材を借り上げる等協力体

制を整備する。 

また、医療機関との連携体制を整備する。 

 

総務課 
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２ 自主防災組織等の活動能力の向上 

自主防災組織等に対し、救出救助方法の習熟等を推進する。 

また、ジャッキ、クレーン等の資機材を保有する遠賀建設業協会等との連携も図る。 

 

３ 消防団の活動能力の向上 

消防団への教育指導を推進し、災害時の救出救助活動能力の向上に努める。 

 

４ 二次災害防災体制の整備 

土地・家屋等の二次災害を防止する体制を整備するとともに、災害危険箇所の危険

度を応急的に判定する技術者の養成並びに事前登録等の施策を推進する。 

また、二次災害の防止を図るために必要な資機材の備蓄を行うものとする。 

 

５ 現場従事者の安全確保 

消防団員等現場従事者の安全を確保するため、安全装備品の整備と現場における相

互通信機能の確保や情報伝達手段の多重化を進めるとともに、遠賀郡消防本部等との

連携、避難・救助活動、防災施設の操作、退避等に関するルール・指針を整備する。 

 

６ 惨事ストレス対策 

関係機関等と連携し、救助・救急、医療、又は消火活動を実施する団員等の惨事ス

トレス対策の実施に取り組む。 

 

 

第４ 医療救護体制の整備 

災害時の医療救護が、その負傷の程度に応じて迅速かつ的確に実施されるよう、医

療機関等と連携し、必要な体制の整備を推進するとともに、災害により医療の機能が

停止することがないよう対策を講じる。 

また、病院等の医療機能の維持が困難になった場合に、入院患者の受け入れが円滑

に行われるよう、関係団体と協議しながら施設間の協力体制の整備に努める。 

 

１ 医療体制の整備 

（１）宗像・遠賀保健福祉環境事務所、遠賀中間医師会との連携強化 

大規模災害時には、宗像・遠賀保健福祉環境事務所が地域災害医療情報センターと

して機能する。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ため、

遠賀中間医師会と協議・調整し、救護班の編成等医療体制の整備を図るとともに、連

携強化のため、連絡体制の整備を図る。 

 

健康こども課 
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（２）長期的医療体制の整備 

避難所や被災地を巡回する巡回医療や、こころのケア対策を推進するため、保健師

等の災害時におけるケア体制の整備を図るとともに、保健師・医師等の受け入れ体制

を整える。 

 

２ 医薬品・医療資機材の整備 

遠賀中間医師会や遠賀・中間薬剤師会、関係事業者と協定を締結する等、応急医療

活動に必要な医薬品・医療資機材を確保する。 

 

 

第５ 輸送体制の整備 

１ 緊急輸送路の確保、周知 

災害時の緊急輸送を効果的に実施するため、道路の復旧作業に必要な資機材及び車

両等を調達できる協力体制を整備する。 

また広報紙等により、住民に対して自家用車使用の自粛や、災害発生時に運転して

いた車両の措置方法等の周知を図る。 

 

２ 車両、燃料等の調達体制の整備 

災害時の物資や被災者の緊急輸送を円滑に実施するため、運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、災害時の応急対策活動に使用する車

両、燃料の調達体制を整備する。 

 

３ 緊急通行車両の事前届出 

災害発生時、災害対策基本法第76条により、車両の通行の禁止又は制限をすること

ができる。 

災害時の混乱した現場において、緊急通行車両が迅速に動くことができるよう、災

害時に使用する緊急車両について、あらかじめ県公安委員会に事前届出を行う。また、

輸送協定を締結した民間事業者等の車両について、事前届出を行うよう周知を図る。 

事前届出済証を適正に保管するとともに、事前届出済証の交付を受けた車両に廃車、

配置換え等の変更が生じた場合は、速やかに事前届出済証の返還、変更の申請を行う。 

 

４ 物資集配拠点の整備 

災害時の物資集配の拠点となる施設を指定し、輸送車両の進入ルート、駐車場所等

について定める。 

 

総務課・行政経営課・建設課 
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５ 臨時ヘリポートの指定 

災害時の救助・救護活動、緊急物資の輸送等にヘリコプターの機動性を生かした応

急活動を円滑に実施するため、ヘリコプターの発着場となる臨時ヘリポートを、施設

管理者等の協力を得て指定する。 

 

 

第６ 避難体制の整備 

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、災害応急対策計画に示す避難対策の活動方法・内容の習熟を図る。 

 

１ 避難誘導体制の整備 

（１）避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の情報等の発令の対象

区域、判断基準や伝達方法等を定め、的確な発令・伝達ができる体制を整備する。避

難勧告又は避難指示（緊急）を発令又は解除する際に、国又は県に必要な助言を求め

ることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておく。 

特に、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令することを基

本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するとともに、発令範囲をあらかじめ

設定する。 

また、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動

に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておく。 

 

（２）安全な避難誘導体制の確立 

安全な避難誘導体制が取れるよう、住民等への避難情報の連絡体制を構築するとと

もに、避難行動要支援者の安全な避難誘導のため、自主防災組織や自治会組織との連

携を図る。 

また、原則徒歩で避難する等、避難誘導方法について広報等を通じ、住民の理解に

努める。 

 

（３）施設管理体制の整備 

災害時における指定緊急避難場所、指定避難所の開設及び運営を円滑に行うため、

指定避難所等の開設・運営の手順・方法等を示す避難所運営マニュアルを策定し、関

係者で共有する。 

避難所運営マニュアルに基づき、管理責任者をあらかじめ定める等運営体制を整備

総務課 
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するとともに、避難者カード等指定避難所運営に必要な書類を整備しておく。 

また、ボランティア等の連携が重要となることから、ボランティアの受け入れ体制

を整える。 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所の指定 

（１）指定緊急避難場所の指定 

洪水等による災害の危険が切迫した緊急時において、居住者等が災害から命を守る

ために緊急的に避難する施設又は広場等を、地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対

する安全性等に配慮し、その管理者の同意を得た上で、災害種別に応じて指定緊急避

難場所として指定する。 

 

（２）指定避難所等の指定 

避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自

宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設として、想定される災害の状況、

人口の状況その他の状況を勘案し、一定の基準に適合する公共施設等をその管理者の

同意を得た上で、災害種別に応じて指定避難所として指定する。なお、指定避難所は

緊急避難場所を兼ねることができる。 

また、要配慮者の円滑な利用を確保するための体制が整備されている施設を福祉避

難所として指定する。 

 

■指定緊急避難場所、指定避難所 

 概 要 

指定緊急避難場所 ○居住者等が洪水等による災害から命を守るために緊急的に避難す

る施設又は場所 

○小中学校、公民館、その他の公共施設を災害種別に応じて指定 

○特定の災害において、避難することが適切でないことがある場合は

その周知を図ることが必要 

指定避難所 ○災害により避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間

滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に

滞在する施設 

○想定される災害の影響が少ない立地にある小中学校、公民館、そ

の他の公共施設を指定（洪水の浸水想定区域、土砂災害（特別）警

戒区域内に立地している施設は極力避ける） 

 福祉避難所 ○避難所での生活に支障をきたすおそれがある等、避難所生活にお

いて何らかの特別な配慮を必要とする要配慮者が安心して生活で

きる体制を整備した避難所 

○高齢者福祉施設や障害者福祉施設を指定 
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■その他の緊急避難場所 

避難ビル ○大規模な津波や洪水が発生した際に緊急的に避難することができ

る建物 

○浸水想定区域内にある３階建て以上の建物で、構造上安全が確保

でき、避難者を受入れる空間やその部分への避難経路を有する建

物を民間施設を含めて指定 

広域避難地 ○地震や大規模な火災等の災害時の屋外の避難地 

○おおむね 1ha 以上の公園等を指定 

注）指定緊急避難場所への避難が困難な場合の避難場所として、その他の緊急避難場所を町

独自に設けている。 

 

■指定避難所 

施設名 

遠賀町ふれあいの里【福祉避難所】 

障害者支援センターさくら【福祉避難所】 

遠賀中学校第１体育館 

遠賀中学校第 2 体育館 

遠賀南中学校（体育館） 

遠賀高校（体育館） 

遠賀霊園管理事務所 

島門小学校（体育館） 

遠賀町民体育館 

広渡小学校（体育館） 

浅木小学校（体育館） 

遠賀町中央公民館 

遠賀川漕艇場 

遠賀コミュニティーセンター 

遠賀町立図書館 
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■指定緊急避難場所 

施設名・場所名 

対象とする異常な現象の種類 指
定
避
難
所
と
の
重
複 

洪
水 

崖

崩

れ
、
土

石
流

及
び
地
滑
り 

地
震 

津
波 

内
水
氾
濫 

遠賀町ふれあいの里 ○ ○ ○ ○ ○ ● 

障害者支援センターさくら ○ ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀中学校第１体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀中学校第２体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀南中学校（体育館） ○ ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀高校（体育館） ○ ○ ○ ○ ○ ● 

尾崎公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

別府公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

上別府公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

若葉台公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

虫生津公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

緑ヶ丘公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

芙蓉公民館 ○ ○ ○ ○ ○  

遠賀霊園管理事務所 ○ ○ ○ ○ ○ ● 

老良記念碑広場  ○ ○ ○ ○  

島門小学校（体育館）  ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀町民体育館  ○ ○ ○ ○ ● 

田園公民館  ○ ○ ○ ○  

広渡小学校（体育館）  ○ ○ ○ ○ ● 

浅木小学校（体育館）  ○ ○ ○ ○ ● 

島津公民館  ○ ○ ○ ○  

若松公民館   ○ ○ ○  

鬼津公民館  ○ ○ ○ ○  

松の本公民館  ○ ○ ○ ○  

今古賀公民館  ○ ○ ○ ○  

千代丸公民館    ○ ○  

遠賀川公民館  ○ ○ ○ ○  

旧停公民館  ○ ○ ○ ○  

新町公民館  ○ ○ ○ ○  

中央区公民館  ○ ○ ○ ○  

広渡公民館  ○ ○ ○ ○  

道官集会所  ○  ○ ○  

木守公民館  ○ ○ ○ ○  

東和苑公民館  ○ ○ ○ ○  

浅木公民館  ○ ○ ○ ○  

老良公民館  ○ ○ ○ ○  

遠賀町中央公民館  ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀川漕艇場  ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀郡消防本部  ○ ○ ○ ○  

遠賀コミュニティーセンター  ○ ○ ○ ○ ● 

遠賀町立図書館  ○ ○ ○ ○ ● 
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施設名・場所名 

対象とする異常な現象の種類 指
定
避
難
所
と
の
重
複 

洪
水 

崖

崩

れ
、
土

石
流

及
び
地
滑
り 

地
震 

津
波 

内
水
氾
濫 

今古賀ポケットパーク  ○ ○ ○ ○  

広渡防災広場  ○ ○ ○ ○  

別府運動広場  ○ ○ ○ ○  

今古賀イベント・交流広場  ○ ○ ○ ○  

ふれあい広場  ○ ○ ○ ○  

今古賀中央公園  ○ ○ ○ ○  

 

■その他の緊急避難場所 

風水害における緊急避難場所 震災における緊急避難場所 

区分 施設名 区分 施設名 

避難ビル（津波・洪水） ゆめタウン遠賀店  

避難ビル（津波・洪水） フェイス７７７遠賀  

避難ビル（津波・洪水） ウィステリア加藤  

避難ビル（津波・洪水） 島門小学校（校舎棟）  

避難ビル（津波・洪水） 広渡小学校（校舎棟）  

避難ビル（津波・洪水） 浅木小学校（校舎棟）  

避難ビル（津波・洪水） 浅木病院  

避難ビル(洪水） アルテハイム遠賀  

避難ビル(洪水） グリーンハイツ  

避難ビル(洪水） オリエントビル  

避難ビル(洪水） 道官町営住宅 A 棟  

避難ビル(洪水） 道官町営住宅 B 棟  

広域避難地 遠賀霊園 遠賀総合運動公園、遠賀霊園 

 

（３）指定避難所の機能の整備 

施設の耐震性等の安全性を確保するとともに、災害発生時に食糧、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のほか、空調、洋式トイレ等の要配慮者にも配

慮した施設整備に努める。 

また、避難生活の環境を保つため、ライフライン等の整備を図るとともに、避難者

と町職員及びボランティア等の連携を図る。 

併せて、避難者に対し、継続的な災害情報、食糧や生活物資の配給情報、家族や知
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人の安否情報等の必要な情報が正確かつ迅速に伝えられるよう、情報収集や伝達のた

めの仕組みの構築を図る。 

 

（４）福祉避難所の充実 

要配慮者のための避難所として、運営委員や資機材の確保等、福祉避難所としての

機能の充実と、医療機関との連携を図る。 

なお、福祉避難所の指定に当たっては、要配慮者の意見等を反映するものとする。 

 

３ 避難路の整備 

住民等が安全に避難できるよう、地域から避難所へ通じる避難路の整備を図る。な

お、防災マップ等を活用しながら、住民が避難路の確認をできるよう支援を行う。 

 

■避難路の整備項目 

○十分な幅員を確保し、歩道や階段の整備を図る。 

○ブロック塀等の倒壊がないよう避難路の安全化に努める。 

○避難誘導標識を設置する。 

 

４ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の周知 

災害時に的確な避難が行われるよう、住民に対し、誘導標識、案内図、表示板等の

案内板の設置、町広報紙や町ホームページによる周知、防災マップの配布、防災訓練

等を通じて、指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等の周知に努める。 

 

５ 学校、病院等における避難計画の作成 

学校、社会福祉施設、病院、大規模集客施設等の管理者は、災害発生時の避難の計

画を作成する等、避難対策の万全を図る。 

 

 

第７ 要配慮者（避難行動要支援者）の避難対策 

 

県、町、避難行動要支援者が利用している社会福祉施設や病院等の管理者は、災害等

からの要配慮者等の安全確保に一層努める。 

県、町、施設の管理者は、相互に連携するとともに、社会福祉協議会、民生委員・児

童委員、福祉関係者、近隣住民、福祉サービス事業者、ボランティア等の多様な主体の

協力・参画により、要配慮者等を支援する体制の整備等要配慮者の安全確保を図る。 

 

総務課・福祉課・健康こども課 



【風水害対策編】 第２章 災害予防計画 

第３節 応急活動体制の整備 

55 

 

１ 社会福祉施設、病院等に対する対策 

（１）施設・防災設備等の整備 

県とともに、社会福祉施設、病院等の管理者に対し、建物の耐震化等施設の安全確

保、防災設備等の整備、施設機能維持のための備蓄（水、電力、医薬品、非常用電源

等）を働きかける。 

 

（２）組織体制の整備 

県とともに、社会福祉施設、病院等の管理者に対し、あらかじめ防災組織を編成し、

職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制等を整備するよう指導する。 

また、近隣住民等との連携を密にし、災害時に自主防災組織の協力を得て、連携し

て要配慮者等の安全確保を図る協力体制の整備を働きかける。 

 

（３）防災教育、防災訓練の実施 

社会福祉施設等の管理者に対し、施設の職員や入所者に災害時の行動に関する知識

を高めるための防災教育を実施し、施設の構造や入所者の行動能力等の実態に応じた

防災訓練の実施に努めるよう働きかける。 

 

（４）浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者等利用施設の指定 

浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者等が利用する施設で当該施設の

利用者が洪水時や、土砂災害時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認めら

れるものがある場合には、これらの施設の名称及び所在地、洪水予報等の伝達手段に

ついて、あらかじめ定める。 

 

■洪水時等に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる要配慮者利用施設 

名称・所在地 ※資料編に記載 （資料編P.6） 

洪水予報等の伝達手段 
①メール配信システム（RAIDEN）を利用したメール 

②ファックス・電話 

 

２ 在宅避難行動要支援者に対する対策 

（１）避難行動要支援者名簿の作成・利用・提供 

高齢化の進行に伴い、高齢者のみの世帯等の避難行動要支援者が増えている。 

このような在宅の避難行動要支援者を災害から守ることができるよう、避難行動要

支援者の把握に努め避難行動要支援者名簿を作成し、定期的に更新する。 

 

■避難行動要支援者名簿の記載事項 

○氏名 ○生年月日 

○性別 ○住所又は居所 

○電話番号その他の連絡先 ○避難支援等を必要とする事由 

○その他、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項 
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町長は、避難行動要支援者名簿の情報を本人の同意を得て、支援に必要な限度で避

難支援等に携わる関係者に提供し、共有化を図る。また、災害時には避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支

援等関係者その他の者に対し、本人の同意を得ることなく名簿情報を提供することが

できる。 

町長は、名簿情報を提供するときは、名簿情報に係る避難行動要支援者等の権利利

益を保護するために必要な措置を講ずるよう努める。また、名簿情報を利用して避難

支援等の実施に携わる者は、正当な理由がなく知り得た秘密を漏らしてはならない。 

また、「遠賀町避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、避難行動要支援者の

個別計画を作成する。 
 

避難行動要支援者の個別計画策定率（希望者）：目標（H34）100％ 

 

（２）避難行動要支援者支援体制の整備 

自治会組織への防災教育等を通じて、災害時における避難指示（緊急）等の情報伝

達、救助、避難誘導等、地域全体での避難行動要支援者の避難体制づくりに努める。 

また、災害時における避難指示（緊急）等の情報伝達手段の検討や、介護福祉士等

避難行動要支援者に対応する人員の確保等、避難行動要支援者の支援体制を確立する。 

 

（３）防災設備の整備 

在宅の一人暮らしの高齢者、寝たきり高齢者、障害者等の安全を確保するため、避

難行動要支援者を対象者に含める等緊急通報システムの充実、強化に努める。 

また、県とともに、在宅者（要配慮者を含む）の安全性を高めるため、住宅用防災

機器等の設置等の推進に努める。 

 

（４）防災知識の普及等 

要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配布する等、防災知識や

避難方法等の普及を図る。 

 

３ その他避難行動要支援者に対する対策 

（１）就学前児童・学校等の対策 

県とともに、就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、幼稚園・保育所・認

定こども園等の管理責任者を指導・支援し、災害時における乳幼児の安全確保の体制

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。また、災害発生時にお

ける児童・生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう促す。 

 

（２）外国人等への支援対策 

県とともに、広報媒体での外国語による防災啓発記事の掲載や英語を始めとする外

国語の防災パンフレット等による防災知識の普及に努めるとともに、災害時の避難場
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所等の情報提供体制の整備を図る。また、避難場所標識や避難場所案内板等の多言語

化やマークの共通化に努める。 

災害発生時に外国人の迅速な被害状況把握を行うため、関係団体等との情報連絡体

制をあらかじめ整備する。 

 

 

第８ 給水体制の整備 

１ 水の確保 

水道施設の耐震化や緊急遮断弁等の整備を行い、被災時の給水の確保や復旧のため

の体制について整備し、災害時の水を確保する。 

 

２ 給水体制の整備 

被災者への円滑な給水活動が行えるよう、給水用資機材の整備・充実を中間市上下

水道局に働きかける。 

また、災害時に給水体制を維持するために、水道工事業者等への協力を行い、給水

体制を維持する。 

さらに、災害時における水の安定供給を図るため、北九州市と福岡都市圏を結ぶ北

部福岡緊急連絡管の活用を検討する。 

 

３ 家庭における備蓄の促進 

広報紙、防災パンフレット等により、住民、事業所等に対して、自宅や職場におけ

る非常用飲料水（最低３日分、３リットル／人・日）の備蓄を奨励、指導する。 

 

 

第９ 食糧、生活物資の供給体制の整備 

大規模な災害に備え、必要とされる飲料水、食糧、生活必需品、非常用電源、燃料

その他の物資についてあらかじめ備蓄・供給・輸送体制を整備し、それら必要な物資

の供給のための備蓄基本計画を定めておく。 
 

備蓄数量：現状（H29）300 人×3日⇒県の備蓄基本計画に合わせて設定 
 

１ 備蓄倉庫及び物資の整備 

備蓄を行うに当たっては、町内の各備蓄倉庫への分散備蓄を推進する。物資等の調

達・供給は、時間経過とともに変化するニーズ、要配慮者等のニーズ、男女のニーズ

の違い等に配慮して行うとともに、在宅での避難者等への供給に努める。 

食糧については、高齢者、乳幼児及びアレルギー体質者等食事療法を要する者等に

特に配慮する。 

 

総務課 

総務課 
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２ 物資の供給体制の整備 

災害時、物資等の確保のため、北九州農業協同組合等大量の在庫を保有する事業所

から優先的供給を受けることができるよう、協力業務の内容、協力方法等について協

議を進める。 

また、災害時の燃料の確保や物資等の確保・輸送のため、民間事業者等と災害時の

物資供給の協定を締結する。 

さらに、必要とされている物資をできるだけ確実に被災者に届けられるよう、避難

所毎に必要な物資の種類及び数量を順次把握し、供給者に伝達できる仕組みを構築す

る。 

 

３ 食糧供給体制の整備 

災害により日常の食事に支障を生じた者等に対する炊き出しその他による食糧の

供給体制を整備する。平常時からの備蓄及び業者との供給協定の締結等の方法により

円滑に確保できる体制を整備しておく。 

 

４ 家庭、事業所等の備蓄の推進 

住民、事業所等に対し、広報活動を通じて、最低３日分の食糧、生活物資の備蓄を

奨励、指導する。なお、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者が必要とする物資につ

いては、本人、家族、介護者がその確保に努めるよう啓発する。 

 

５ 住宅の確保体制の整備 

自宅居住ができなくなった住民に公営住宅の空き家を提供できるように空き家状

況を把握するとともに、民間賃貸住宅を応急住宅として活用するため、事前の協定を

検討する。 

また、あらかじめ住宅建設に適する建設用地を選定し、応急仮設住宅建設候補地台

帳を作成する。 

 

 

第１０ 防疫・清掃体制の整備 

１ 防疫体制の整備 

災害により浸水した地域や避難所等においては、感染症等の発生を予防するため、

消毒等の防疫活動が必要となることから、迅速に消毒薬剤の確保ができる体制整備を

進める。 

また、散布資機材についても、農家の所有する散布機の利用を検討する。 

 

総務課・住民課・まちづくり課・都市計画課 
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２ し尿・ごみ・がれきの処理体制の整備 

（１）災害廃棄物処理計画の整備 

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、一般廃棄物（指定避難所でのごみ

や仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、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を作成し具体的に示す。 

 

（２）仮設トイレの確保 

下水道施設の被災によりトイレが使用できなくなった地域や避難所に災害用仮設

トイレを配備できるよう、町が仮設トイレ・携帯仮設トイレを保有するほか、仮設ト

イレを保有する建設業者、レンタル業者等との協力体制を整備し、仮設トイレを確保

できる体制を確立する。 

 

（３）ごみ・がれき処理体制の整備 

災害時に大量に発生するごみ・がれきを迅速に処理するために、収集・運搬・処理

体制を確立する。 

また、短期間でごみ・がれきの処分が困難な場合に備えて、他の応急対策活動への

支障、環境衛生への支障、搬入や分別・処分等の利便性等を勘案し、ごみの仮置場の

候補地をあらかじめ選定しておく。 

 

（４）応援協力体制の整備 

し尿・ごみ・がれきの収集処理を委託する業者や、応援を求める業者、団体等と応

援協力体制を整備する。 

また、し尿・がれきの処理については、処理施設を有する他自治体との協力体制を

確立する。 

 

 

第１１ 複合災害の予防 

浸水と土砂災害等、２以上の災害が同時又は連続して発生し、それらの影響が複合

化することにより、被害が深刻化し、災害応急対策が困難になる複合災害の発生の可

能性を認識し、備えを充実する。 

後発災害の発生が懸念される場合等を想定し、要員・資機材の投入判断を行うこと

や、外部からの支援を早期に要請する等を事前に検討しておくものとする。 

 

  

総務課・まちづくり課・建設課 
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■遠賀町防災拠点機能 

対策項目 防災拠点機能 施 設 名 等 

本部活動 
災害対策本部 

町庁舎（建物損壊等の場合は遠賀町食育交

流・防災センターに移設する） 

現地対策本部 被災地周辺公共施設等 

応援要請 
自衛隊駐屯地 遠賀総合運動公園 

ボランティアセンター 遠賀町ふれあいの里 

医療救護 

地域災害医療情報センター 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 

医療救護所 指定避難所等 

地域災害拠点病院 遠賀中間医師会おんが病院 

交通輸送対策 

県緊急輸送路 
国道３号、北九州芦屋線、宮田遠賀線、浜口

遠賀線 

臨時ヘリポート 

島門小学校グラウンド、遠賀中学校グラウン

ド、遠賀南中学校グラウンド、遠賀総合運動

公園 

避難対策 

指定避難所 災害予防計画の指定避難所参照 

指定緊急避難場所 災害予防計画の指定緊急避難場所参照 

避難ビル 災害予防計画の避難ビル参照 

広域避難地 遠賀総合運動公園、遠賀霊園 

要配慮者対策 福祉避難所 
遠賀町ふれあいの里、障害者支援センター

さくら 

生活救援 

備蓄拠点 町備蓄倉庫、遠賀町食育交流・防災センター 

物資集配拠点 遠賀コミュニティーセンター、遠賀町中央公

民館、遠賀町食育交流・防災センター 

給水拠点 指定避難所等 

炊き出し場所 
遠賀町食育交流・防災センター、学校の家庭

科室、公民館等 

被災者相談窓口 町庁舎 

住宅対策 応急仮設住宅の建設用地 緑ヶ丘北部地区町有地 

清掃活動 がれきの仮置場 遠賀総合運動公園西側町有地 

遺体対策 
遺体安置所 遠賀体育センター 

火葬施設 天生園 

水防対策 水防（資機材）倉庫 町備蓄倉庫、遠賀町食育交流・防災センター 

※本部となりうる防災拠点施設について、新設や改修の際には、国土交通省耐震化基

準の1.5倍の係数を用いて整備する。 
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第３章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

第１ 職員の動員配備 

１ 配備の基準 

災害時の職員の配備は、気象情報、災害の状況に基づき、次の配備基準による。（配

備要員は必要に応じて増減する。） 

 

■配備基準 

組織 配備 配備基準 主な活動内容 配備要員 

災害 

警戒 

本部 

第
１
、
２
配
備 

○遠賀町に大雨、洪水の警報

が発表されたとき 

○暴風警報が発表され、災害

の発生が予想されるとき 

○ 

 

気象情報及び災害

情報の収集、伝達 第１、２配備要員 

（防災担当職員、主な災害

応急対策関係職員） 
○ 

災害の注意、警戒

巡視 

災害 

対策 

本部 

第
１
、
２
配
備 

○町内の河川において氾濫危

険水位を超えることが確実に

なったとき 

○遠賀町に土砂災害警戒情報

が発表されたとき 

○台風の進路等により全庁的

な警戒体制が必要になった

とき 

○町内の数箇所で風水害によ

る被害が発生したとき 

○ 

 

局地的な応急対策

活動 

第１、２配備要員 

（各班で定める職員） 

第
３
配
備 

○町全域にわたる被害が発生

し、第２配備で対処できない

とき 

○その他、町長（本部長）が必

要と認めたとき 

○ 

 

 

町の組織及び機能

のすべてによる応

急対策活動 

第３配備要員 

（全職員） 

 

 

  

総務連絡班 
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２ 動員指令 

各配備体制に基づく必要な職員の動員指令は、次の系統により行う。 

なお、勤務時間外（夜間、休日も含む。）において、前記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、当該職員は動員指令を待つこと

なく自主的に参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参集場所 

各職員は、勤務時間内及び勤務時間外ともに、各自の所属先に参集する。 

交通の途絶等で参集が困難なときは、最寄りの指定避難所に参集し、参集場所を所

属課長に報告後、指示を仰ぐ。 

 

４ 参集の報告 

参集した職員は、所属課長に参集報告を行う。 

各課長は、課内の参集状況をとりまとめ、各班長に報告する。各班長は班内の参集

状況をとりまとめ、総務課長に報告する。総務課長は、職員の参集状況をとりまとめ、

町長に報告する。（資料編P.99） 

  

 

報告 

指示 

連絡 

気象情報等 

町長 

（ 副町長）  

（ 教育長）  
総務課 

（ 総務課長）  

各課長 

各係長 

職員 

消防団長 
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５ 配備職員 

各配備体制における配備職員は、次のとおりとし、必要に応じて増減するものとす

る。 

 

平常時課名 

災害警戒体制 災害対策体制 

第１配備 第２配備 第１配備 第２配備 第３配備 

総務課 担当職員 担当職員 

各課長 

及び 

指定した職員 

全職員 

全職員 

行政経営課  担当職員 係長以上 

住民課   係長以上 

税務課   係長以上 

福祉課   係長以上 

健康こども課   係長以上 

まちづくり課 担当職員 担当職員 全職員 

都市計画課  担当職員 全職員 

建設課 担当職員 担当職員 全職員 

会計課   係長以上 

生涯学習課  担当職員 係長以上 

学校教育課 担当職員 担当職員 係長以上 

議会事務局   係長以上 

 

 

第２ 災害警戒体制 

１ 災害警戒本部の設置 

次の基準のいずれか１つに該当し、必要があると認めるときは、災害警戒本部を設

置し、風水害警戒体制の第１、２配備体制として配備基準に定める職員を配備する。 

 

■災害警戒本部の設置基準 

○遠賀町に大雨、洪水の警報が発表されたとき 

○暴風警報が発表され、災害の発生が予想されるとき 

○比較的軽微な規模の災害が発生したとき 

 

２ 指揮の権限 

災害警戒本部の基準を満たした場合、災害警戒体制を取り、総務課長が指揮を行う。 

 

総務連絡班 
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３ 災害警戒本部の活動内容 

災害警戒本部の主な活動内容は、次のとおりとする。 

 

○気象情報及び災害情報の収集、伝達 

○災害の注意、警戒巡視 

○関係機関との連絡調整 

 

４ 災害警戒体制の解除 

予想された災害の危険が解消したと認められるとき、また、被害拡大等により災害

対策本部へ移行したときは、災害警戒本部を廃止する。 

 

 

第３ 災害対策体制 

１ 災害対策本部の設置 

次の基準のいずれか１つに該当し、必要があると認めるときは、町長は災害対策本

部を設置し、風水害対策体制の第１、２、３配備体制として配備基準に定める職員を

配備する。 

 

■災害対策本部の設置基準 

○町内の河川において氾濫危険水位を超えることが確実になったとき 

○遠賀町に土砂災害警戒情報が発表されたとき 

○全庁的な警戒体制が必要となったとき 

○町内の数箇所で被害が発生したとき 

なお、以下の基準に該当する場合は全職員を配備する第３配備とする。 

○災害の規模が相当に拡大する恐れのあるとき 

○大規模な災害が発生したとき 

○その他、町長（本部長）が必要と認めたとき 

 

■災害対策本部の設置場所 

○災害対策本部は、庁舎内総務課に置く。また、本部会議室及び本部室を設置すると

ともに、関係機関連絡室、自衛隊等応援機関が事務を行うための事務室、記者発表

を行うプレスルーム等を設ける。 

○災害対策本部を設置したときは、役場正面玄関及び本部室前に標識を掲示する。 

○災害対策本部での活動を遂行するため、災害対策本部関係者以外の出入りについて

は行わないようにする。 

○役場が浸水や建物損壊等により機能を全うできないときは、町長の判断により、災

害対策本部を移設する。 
 

災害対策本部の移設先 ○遠賀町食育交流・防災センター 

総務連絡班 
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２ 現地災害対策本部 

被災地付近において応急活動拠点を設置する必要が生じたときは、現地災害対策本

部を設置する。現地災害対策本部の概要は、次のとおりとする。 

 

■現地災害対策本部の概要 

○現地災害対策本部の責任者は、副町長とする。 

○現地災害対策本部は、災害現場での指揮、関係機関との連絡調整を行う。 

 

３ 災害対策本部の廃止 

災害発生後における応急対策が完了したと認められるとき又は予想された災害の

危険が解消したと認められたときは、災害対策本部を廃止し、必要に応じて災害復

旧・復興本部に移行する。 

 

４ 災害対策本部の設置及び廃止の通知等 

災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに県へ報告するとともに、必要に応

じて、次のとおり通知・公表を行う。 

 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各課 庁内放送、メール等 

関係機関 防災行政無線、メール、一般電話等 

住民等 広報車、報道機関等、防災行政無線（同報系） 

報道機関 メール、一般電話、口頭、文書等 

 

 

第４ 災害対策本部の運営 

１ 指揮の権限 

災害対策本部の指揮は町長が行う。なお、町長の判断を仰ぐことができないときは、

次の順位で代行する。 

なお、次の代行順位にて災害対策本部の設置及び指揮を行うことができない場合に

は、総務連絡班の協議により代行者を決める。 

 

■代行順位 

第１順位 副町長 

第２順位 総務課長 

 

総務連絡班 
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２ 災害対策本部の組織等 

災害対策本部の組織、役割は、次のとおりとする。ただし、災害が長期化した場合

は、必要に応じてローテーション体制への移行等により、交代要員の確保を図る。 

 

本部長 町長 
○災害対策本部の事務を総理し、所

属の職員を指揮監督する。 

副本部長 副町長 
○本部長を補佐し、本部長に事故あ

るときは、その職務を代理する。 

本部員 

教育長、総務課長、行政経営課長、まちづくり

課長、税務課長、住民課長、福祉課長、健康

こども課長、都市計画課長、建設課長、生涯

学習課長、学校教育課長、会計課長、議会事

務局長、消防団長 

○本部長の命を受け、災害対策本部

の事務に従事する。 

班長 本部長が指名 
○本部長の命を受け、班の事務を処

理する。 

班員 本部長が指名 
○本部長の命を受け、災害対策事務

に従事する。 

 

３ 災害対策本部会議 

本部長（町長）は、必要に応じて災害対策本部会議を開催し、災害応急対策等の決

定等を行う。 

 

■本部会議の開催時期 

○災害対策本部設置時 

○その他本部長が必要と認めたとき 

 

■本部会議の構成員 

○本部長 

○副本部長 

○本部員 

○総務課（事務局） 

 

■協議事項 

○被害状況の把握 

○応急対策活動の調整 

○災害対策本部の配備体制の切替え及び廃止 

○自衛隊、県、他自治体及び関係機関等への応援要請 

○警戒区域の設定、避難の勧告・指示 
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○災害救助法の適用 

○応急対策に要する予算及び資金 

○国、県等への要望及び陳情 

○その他災害対策の重要事項 

 

４ 関係機関連絡室の設置 

必要に応じて、自衛隊、折尾警察署、ライフライン機関等で構成する連絡室を総務

課に設置し、災害対策本部との連携を図る。 

 

５ 事務分掌 

災害対策本部の事務分掌は、「遠賀町災害対策本部の事務分掌」のとおりとし、被

害状況に応じて柔軟な対応をとるため、本部長の命により変更されることがある。 

 

■遠賀町災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 本部長  町長

 副本部長  副町長

 教育長

 総務課長

 行政経営課長

 まちづく り 課長

 税務課長

 住民課長

 福祉課長

 健康こ ども 課長

 都市計画課長

 建設課長

 生涯学習課長

 学校教育課長

 会計課長

 議会事務局長

 消防団長

 事務局  総務課

 本部員

本

部

会

議

遠賀町防災会議 ＜対策班名＞ ＜平常時課名＞

総務連絡班

（総務課長）

総務課

行政経営課

住民課情報推進係

議会事務局

災害援助班

（福祉課長）

福祉課

健康こども課

住民課住民係

税務課

災害活動班

（建設課長）

建設課

まちづくり課

都市計画課

住民課環境衛生係

教育支援班

（学校教育課長）

学校教育課

生涯学習課

応援班

（会計課長）
会計課

警備班

（消防団長）
消防団
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■遠賀町災害対策本部の事務分掌 

注１）初動は災害警戒又は発生～２日目まで、応急は３日目～７日目まで、復旧は

８日目以降に開始し、各々終息するまで実施 

注２）◎は特に優先度が高く、優先的に行うべき事項 

注３）大規模災害時の初動活動は、全職員体制で対応する 
 

主担当 

対策班名 

初 

動 

応 

急 

復 

旧 
分掌事務 

副担当 

対策班名 

総務連絡班 

◎   気象情報等の収集、伝達  

◎   職員の動員配備  

◎   消防団員の動員 警備班 

◎   避難の勧告・指示  

◎   避難所、避難場所の確保及び開設要請 
災害援助班、教育

支援班 

◎   災害対策本部の事務（設置・廃止、庶務）  

◎   災害対策本部会議に関する事務  

○   警戒区域の設定  

○   各班との連絡調整  

○   県、関係機関との連絡・調整  

○   住民組織（自治会組織等）との連絡  

○   国、県、関係機関への被害状況等の報告・通知  

○   通信機能の確保、情報システムの復旧  

○   自衛隊派遣要請、受け入れ・連絡調整  

○   県、他市町村等への応援要請、連絡調整  

○   災害広報 災害援助班 

○   報道機関への協力要請、報道対応 災害援助班 

○   災害時の車両・燃料・電源の確保  

○   緊急通行車両の確認申請  

○   災害に関する写真、ビデオ等による記録 災害援助班 

○   帰宅困難者対策  

 ○  本部の食糧、飲料水等の確保  

 ○  災害救助法の適用申請、関係資料の作成等  

 ○  公共施設、公共空地の利用調整  

 ○  広域避難者の受け入れ調整  

 ○  災害復旧計画 災害活動班 

  ○ り災証明書の発行 災害援助班 

  ○ 見舞者等への応接  

  ○ 復興計画の企画立案 災害活動班 

  ○ 災害応急対策に係る財政措置  

  ○ 防災会議  
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主担当 

対策班名 

初 

動 

応 

急 

復 

旧 
分掌事務 

副担当 

対策班名 

災害援助班 

◎   要配慮者の安否確認、避難支援 総務連絡班、警備班 

◎   旅行者等の安全確保 総務連絡班、警備班 

◎   緊急避難場所の開設、避難所の開設及び運営 教育支援班 

○   行方不明者等の調査  

○   避難所の要配慮者の支援、福祉避難所の確保 教育支援班 

○   被災者の確認  

○   食糧、飲料水及び生活物資の確保、支給  

○   緊急輸送  

○   県保健福祉環境事務所、医師会との連絡調整  

○   医療救護所の設置及び医療救護活動の支援  

○   医薬品、医療資機材の確保  

○   遺体の収容・安置・埋葬及び納棺用品等の確保  

 ○  物資集配拠点の設置  

 ○  炊き出しの実施、支援  

 ○  救援物資の受け入れ、仕分け等 災害活動班 

 ○  災害ボランティアセンターの運営  

 ○  被災者相談  

 ○  被災者の健康と心のケア対策  

  ○ 義援金の受け入れ、保管、配分  

  ○ 災害弔慰金等の支給  

  ○ 遺失物  

  ○ 被災者への各種支援 総務連絡班 

  ○ 住家の被害認定 災害活動班 

災害活動班 

◎   風水害、土砂災害の警戒活動 警備班 

◎   避難道路及び輸送道路の確保 警備班 

○   交通情報の収集、道路規制  

○   道路、河川等の障害物の除去 警備班 

○   臨時ヘリポートの設置  

○   仮設トイレの設置  

 ○  防疫活動  

 ○  被災建築物の応急危険度判定  

 ○  被災宅地の危険度判定  

 ○  民間建築物の被害調査  

 ○  公共施設の応急対策 
総務連絡班、災害援

助班、教育支援班 

 ○  し尿・ごみの処理  

 ○  被災地の防疫  

 ○  動物の保護・収容  
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対策班名 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 
分掌事務 

副担当 

対策班名 

災害活動班 

  ○ 被災宅地の応急処置  

  ○ 応急仮設住宅の供給及び被災住宅の応急修理  

  ○ 応急仮設住宅の入居者選定 災害援助班 

  ○ 災害廃棄物の処理  

教育支援班 
○   

園児、児童、生徒の安全確保、安否確認、避難

支援 
災害援助班、警備班 

  ○ 応急教育、応急保育  

応援班 
  ○ 見舞者等への応接  

  ○ 義援金の受け入れ、保管、配分  

警備班 

◎   消火活動  

◎   水防活動  

◎   救助活動  

◎   救急活動  

◎   避難誘導 総務連絡班 

◎   行方不明者の捜索  

各班共通 

○   所管施設、所管事項の被害調査、応急対策  

○   
本部調整に基づく所管事項に関する業者等へ

の協力要請 
 

 ○  本部の指示、調整に基づく本部内の各班応援  
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第２節

第１

１ 

（１）気象情報の収集

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

伝達できる体制を確保する。

 

 

■福岡県の細分区域
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第２節 情報の収集伝達、災害警戒

第１ 気象情報等の収集伝達

 気象情報 

（１）気象情報の収集

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

伝達できる体制を確保する。

■福岡県の細分区域

【風水害対策編】 第３章 

情報の収集伝達、災害警戒

気象情報等の収集伝達

 

（１）気象情報の収集 

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

伝達できる体制を確保する。

■福岡県の細分区域 

 災害応急対策計画

情報の収集伝達、災害警戒

気象情報等の収集伝達

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

伝達できる体制を確保する。 
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情報の収集伝達、災害警戒

気象情報等の収集伝達 

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

第２節 

情報の収集伝達、災害警戒 

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

 情報の収集伝達、災害警戒

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

総務連絡班・警備班

平成

情報の収集伝達、災害警戒

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

気象に係るすべての特別警報・警報・注意報を市町村単位で発表している。 

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

総務連絡班・警備班

平成 30 年 1 月現在

情報の収集伝達、災害警戒 

福岡管区気象台等から発表される気象関連情報の種類、内容は次のとおりであり、

県から伝達された情報については、夜間・休日においても、防災担当職員へ確実に

総務連絡班・警備班 

月現在 
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■遠賀町の気象情報（特別警報、警報、注意報）発表基準 

【特別警報】 

現象の種類 基 準 

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、若

しくは、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

なると予想される場合 

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

予想される場合 

暴風雪 
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雪を伴う暴風

が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

 

【警報】 

現象の種類 基 準（平成 29 年 7 月 7 日現在） 

大雨 
（浸水害）表面雨量指数基準 33 

（土砂災害）土壌雨量指数基準 148 

洪水 
流域雨量指数基準 西川流域＝15.4、戸切川流域＝5.9 

指定河川洪水予報による基準 遠賀川下流部［中間］ 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 24 時間降雪の深さ 20cm 

 

【注意報】 

現象の種類 基 準（平成 29 年 7 月 7 日現在） 

大雨 
表面雨量指数基準 12 

土壌雨量指数基準 119 

洪水 
流域雨量指数基準 西川流域＝12.3、戸切川流域＝4.7 

指定河川洪水予報による基準 遠賀川下流部［中間］ 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 24 時間降雪の深さ 5cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度 40%で、実効湿度 60% 

低温 

夏期：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

上続くと予想された場合 

冬期：沿岸部で最低気温が－4℃以下又は内陸部－7℃以下 

霜 11 月 20 日までの早霜、3 月 15 日からの晩霜 最低気温３℃以下 

着氷・着雪 大雪警報・注意報の条件下で気温－２℃～２℃、湿度 90%以上 

記録的短時間

大雨情報 

（１時間雨量）福岡県 110mm 

※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した

ときに府県気象情報として発表 
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【用語解説】 

※表面雨量指数：短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨が

地表面にたまっている量を示す指数 

※土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中にたまって

いる雨量の量を示す指数 

※流域雨量指数：河川の上流域に降った雨による、下流の対象地点の洪水害リスクの

高まりを示す指標で、降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ

出し、さらに河川に沿って流れ下る量を示す指数 

 

■気象情報伝達系統図 

県（知事）は福岡管区気象台等が発表する災害に関する予報もしくは警報等を直ち

に、県防災行政無線により、町及び消防本部等の関係機関に伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

専用線 

福岡総務部防災危機管理局 県出先機関（県土・農林等） 気象庁 

福

岡

管

区

気

象

台

 

九州管区警察局 

福岡県警察本部 

福岡海上保安部 巡視船 

保安部署等 

市町村・消防本部 

九州地方整備局、筑後川・遠賀川河川事務所 出張所 

自衛隊第四師団司令部 駐屯地部隊 

九州旅客鉄道 

報道機関 

住

 

民

 

（特別警報、警報） 

関係市町村長 

※注 指定河川洪水予報については、別途水防計画による 

防

災

情

報

提

供

シ
ス
テ
ム 

ＪＲ貨物九州支社 

駅・保線区等 

駅・施設区等 

ＮＨＫ（福岡放送局、北九州放送局） 

西日本電信電話（株）又は東日本電信電話（株） 

第七管区海上保安本部 漁船・船舶 
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（２）気象情報の住民等への伝達 

伝達された気象情報は、関係住民に対し、必要と認められる予警報だけでなく、予

想される事態及びこれに対して取るべき避難のための立ち退きの準備その他の措置

の伝達周知を行う。大雨、暴風等の特別警報の伝達を受けた場合は、直ちに多様な手

段を用いて住民等に伝達する。 

 

２ 洪水予報・水防警報等 

（１）洪水予報 

洪水予報は、あらかじめ指定した河川について、福岡管区気象台と九州地方整備局

（河川事務所）又は県とが共同して洪水予報及び警報を行うものである。本町におい

ては、遠賀川が洪水予報河川である。 

洪水予報には、氾濫注意情報、氾濫警戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報の4つ

がある。 

町長（水防管理者）は、県知事から洪水予報の通知を受けた場合は、その予報の内

容に応じて、消防団への水防活動の指示、住民に対する必要な情報の提供や避難勧告

等の発令等、適切な対応を行う。 

 

■洪水予報の発表基準と町及び住民に求める行動 

洪水予報の種類 発表基準 市町村・住民に求める行動の段階 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 

氾濫の発生（レベル５） 氾濫水への警戒を求める段階 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

氾濫危険水位（レベル４）に到達 いつ氾濫してもおかしくない状態 

避難等の氾濫発生に対する対応

を求める段階 

※氾濫危険水位：越水・溢水に関

する市町村長の避難勧告等の

発令判断の目安と位置づけ 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

一定時間後に氾濫危険水位（レベ

ル４）に到達が見込まれる場合、あ

るいは避難判断水位（レベル３）に

到達し、さらに水位の上昇が見込

まれる場合 

避難準備等の氾濫発生に対する

警戒を求める段階 

※避難判断水位は避難準備情報

発表の目安として位置づけ 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

氾濫注意水位（レベル２）に到達

し、さらに水位の上昇が見込まれる

場合 

氾濫の発生に対する注意を求める

段階 

出典：気象庁、福岡管区気象台ホームページ 

注）「市町村・住民に求める行動の段階」欄の※印の記載は、「避難勧告等の発令に資する
洪水時における情報提供について」（H26.3 国交省）を基に追記。 
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（２）水防警報 

水防警報は、水防法の規定により、国土交通大臣又は知事が指定した河川について、

水防を行う必要がある旨を警告して行う発表である。 

町長は、県知事から水防警報の通知を受けたときは、消防団に待機、準備又は出動

の措置をとらせる。 

 

（３）特別警戒水位（避難判断水位）到達情報 

特別警戒水位は、水防法の規定により、国土交通大臣又は知事が指定した河川（水

位周知河川）については、特別警戒水位（避難判断水位）を設定し、河川の水位がそ

の水位に達した場合、関係機関等への通知等を行うものである。水位周知河川の避難

判断水位は、洪水予報河川の氾濫危険水位に相当する。本町においては西川が水位周

知河川である。 

町長は、避難判断水位到達情報の通知を受けたときは、「避難勧告等の判断・伝達

マニュアル」に従い、避難勧告等の発令等適切な対応を行う。 

 

３ 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長に

よる防災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応の支援及び住民の自主避難の

判断等への利用を目的として、県と福岡管区気象台が共同で発表する防災情報である。 

土砂災害警戒情報を補足する情報として、福岡県では土砂災害危険度情報が５km

メッシュ単位及び１kmメッシュ単位で表示される。また、気象庁ホームページでは「土

砂災害警戒判定メッシュ情報」を確認することができる。 

町長は、土砂災害警戒情報の通知を受けたときは、「避難勧告等の判断・伝達マニ

ュアル」に従い、土砂災害危険度情報等を参考に避難準備・高齢者等避難開始、避難

勧告、避難指示（緊急）の発令等、適切な対応を行う。 

 

■土砂災害危険度情報（福岡県） 

レベル 危険度・必要な対応 

レベル１（注意） 土砂災害発生の危険性があります。 

注意して下さい。 

レベル２（警戒Ⅰ） 土砂災害発生の危険性が高まっています。 

警戒して下さい。 

レベル３（警戒Ⅱ） 土砂災害発生の危険性が最も高い状態です。 

十分に警戒して下さい。 
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■土砂災害警戒情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 異常現象 

災害が発生するおそれのある異常な現象の通報を受けたとき、町長は、福岡管区気

象台、県総務部防災危機管理局及びその他関係機関に通報しなければならない（災害

対策基本法第54条第４項）。 

 

■異常現象 

○局地的豪雨、竜巻、強いひょう等 

○地割れ、亀裂、落石等 

○放置すれば決壊の恐れがある堤防の水漏れ 

 

５ 火災気象通報 

福岡管区気象台は、消防法第22条に基づき、火災の予防上危険であると認めるとき

は、その状況を火災気象通報として県知事に通報し、直ちにこれを町長に通報する。 

 

■通報の基準 

○実効湿度が60％以下で最小湿度が40％以下となり、かつ最大風速が７m/sを超える

 

福岡県県土整備部砂防課 

共
同
発
表 

防
災
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム 

福岡管区気象台 

九州地方整備局 

（河川管理課・九州技術事務所） 

遠賀川河川事務所 

九州管区警察局 

九州運輸局 

陸上自衛隊第四師団 

福岡県総務部 

防災危機管理局 

遠賀郡 

消防本部 

遠賀町 
一般市民 

福岡県警察本部 

日本放送協会 （NHK） 

九州旅客鉄道株式会社 

各民間報道機関 
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見込みのとき 

○平均風速が10m/s以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき 

 （降雨、降雪中は通報しないこともある） 

 

６ 火災警報 

町長は、県知事から火災気象通報を受けたとき、また、気象の状況が火災の予防上

危険であると認めたときは、消防法第22条第３項に基づく火災警報を発令することが

できる。 

 

 

第２ 通信体制の確保 

１ 通信機能の確保と統制 

災害発生後、防災行政無線、電話等の通信施設の機能確認を行う。停電、機器の破

損等の支障が生じているときは、発電機の運転、修理等の回復措置を行う。 

 

主な通信手段 災害対策本部からの主な通信先 

有 

線 

一般加入電話・ＦＡＸ 関係機関等 

有線放送 住民 

無 

線 

県防災行政無線 

（福岡県防災・行政情報通信ネットワーク） 
県、消防本部、県内自治体 

町防災行政無線 

（移動系・同報系） 
災害現場等、住民 

口 

頭 

連絡員による伝令 

（文書携行） 
各班、町内関係機関等 

 

２ 窓口の統一 

関係機関等との連絡に使用するために、電話ごとに連絡責任者を定め、窓口を統一

する。 

 

３ 代替通信機能の確保 

所有する通信機能が低下し、応急対策に著しい支障が生じるときは、次の代替通信

手段を確保する。 

 

（１）災害時優先電話の利用 

発信のみ優先扱いとなる災害時優先電話の指定を受け、優先的に町から住民や県等

総務連絡班 
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の関係機関への通信の確保を図る。導入に当たっては、災害対策本部の場所との関係

を踏まえた設置場所の選定、発信用電話と着信用電話を分けること、災害時優先電話

番号は外部に公表しないことに留意する。 

 

（２）他機関等の無線設備の利用 

災害発生時における応急措置の実施上、緊急かつ特別の必要があるときは、ＮＴＴ

等の通信事業者が設置する有線もしくは無線設備を使用することができる。 

なお、利用できる通信設備は、警察通信設備、消防通信設備、自衛隊通信設備のほ

か、九州総合通信局からの移動通信機器の無償貸与等を利用する。 

また、電子メール等を活用するとともに、アマチュアの無線局等も利用することが

できるよう検討を進める。 

 

 

第３ 風水害、土砂災害の警戒活動 

１ 災害警戒本部の設置後の警戒活動 

本町に大雨洪水警報が発令される状況になった場合、風水害や土砂災害に対する危

険性を抑えるため、災害警戒本部を設置し、警戒活動を行う。 

 

■活動内容 

○気象情報等の収集伝達 

○河川、がけ崩れ等の危険箇所の警戒巡視 

○町域の被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○住民への気象情報等の伝達、自治会組織への警戒の呼びかけ 

 

２ 災害対策本部の設置後の警戒活動 

町内の河川において氾濫危険水位を超えることが確実になったとき、遠賀町に土砂

災害警戒情報が発表されたとき、町内の数箇所で風水害が発生したとき、又は町内全

域にわたる被害が発生し、住民等に対する危険性が予想されるとき、被害を最小限に

抑えるため、災害対策本部を設置し、次の警戒活動を実施する。 

 

■活動内容 

○気象情報等の収集伝達 

○河川、ため池、がけ崩れ等の危険箇所の警戒巡視 

○被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○住民への気象情報等の伝達、自主避難の呼びかけ 

○指定避難所の施設提供と自主避難者への対応 

総務連絡班・災害活動班・警備班 



【風水害対策編】 第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報の収集伝達、災害警戒 

79 

 

３ 二次災害防止活動 

降雨等による二次的な水害・土砂災害、建築物被害の危険を防止するため、危険箇

所の点検を行っておくものとする。 

その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関が住民に周知を図

り、土砂の除去、仮設防護柵の設置等の応急工事、適切な警戒避難体制の整備等の応

急対策を行うとともに、災害の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。 

 

 

第４ 初期情報の収集 

１ 初期情報の収集 

災害の被害を拡大せず、初期活動を円滑に行うことができるよう、初期情報の収集

活動に努める。また、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援

の必要性等を連絡する。 

被害が甚大で調査が困難な場合、自衛隊、九州地方整備局、消防機関等のヘリコプ

ターにより情報収集する。 

また、スマートフォン等の端末で撮影した写真等を位置情報と併せて整理できる福

岡県災害情報収集システムを活用した情報収集に努める。 

 

■初期情報の収集方法 

担当 情報収集の方法 

各職員 
勤務時間内 初期の活動中に見聞きした内容を報告する。 

勤務時間外 参集する際に見聞きした内容を報告する。（資料編 P.100） 

総務連絡班 
県、関係機関と連絡をとり、広域的な災害情報等を収集する。 

自治会等と連絡をとり、地域の災害情報を収集する。 

災害活動班 被災地の現地調査を行い、災害情報を収集する。 

 

２ 初期情報の調査項目 

災害当初において、災害状況を判断するため、次の項目の情報収集に努める。 

 

■調査項目 

○人的被害（行方不明者の数を含む。） 

○建物被害 

○火災の発生状況 

○浸水・土砂災害等の発生状況 

○避難の勧告・指示の状況、警戒区域の

指定状況 

 

 

○道路・橋りょう被害による通行不能路線・

区間 

○交通機関の運行状況 

○電気・水道・ガス等の生活関連施設の状

況 

○応急対策の実施状況 

総務連絡班 
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○住民の行動・避難状況 

○医療救護関係情報 

○県への要請事項 

○その他必要な被害報告 

※行方不明者数については、住民登録の有無にかかわらず、町の区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。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，旅行者等住民登録の対象外の者は外務省）又は県に

連絡するものとする。 

 

 

第５ 被害調査 

１ 被害の調査 

災害発生時の応急処置のために必要な情報収集及び調査を行う。 

大規模な災害が生じた場合、災害の危険性が解消した段階で、地区別に被害調査を

行う。地区別調査報告を踏まえ、町域全体の被害状況の把握を行う。 

被害調査は、福岡県災害調査報告実施要綱に基づき実施する。各班を構成する課が

所管業務に関する項目に係る調査を行う。 

 

■調査項目 

○人的被害 

○住家被害 

○住家以外の民間建物 

○農地の流出・冠水被害 

○農林施設被害 

○文教施設被害 

○医療施設被害 

○社会福祉施設被害 

○教育施設被害 

○社会教育・文化施設被害 

 

 

○道路・橋りょう被害 

○河川被害（堤防、護岸等） 

○砂防施設被害 

○清掃施設被害（ごみ・し尿処理施設） 

○通信施設被害 

○下水道施設被害 

○電気・ガス・水道施設被害 

○り災世帯数・り災者数 

○農産被害、林産被害、畜産被害 

○商工被害 

○その他 

 

２ 住家の調査 

調査の実施体制を早期に確立し、住家被害認定調査を実施する。その調査結果は、

り災台帳として整理し、り災証明書の基礎資料とする。（資料編P.102、P.147） 

り災台帳の作成に当たっては、被災者支援システムの有効活用等、被災者情報を一

元的に管理するよう努める。 

 

 

  

災害援助班・災害活動班・各班 
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第６ 災害情報のとりまとめ・報告 

各種情報は、次の点に留意してとりまとめるとともに、本部長に報告する。 

 

活動期 留意点 

初動活動期 

○災害の全体像の把握 

○現在の被害の状況 

○未確認情報の把握 

応急活動期 
○町全体の被害の状況 

○事項ごとの詳細な内容の整理 

 

１ 県への報告 

災害情報は、災害の全体像の把握を行った後に、福岡県災害調査報告実施要綱に定

める様式で県へ報告する。（資料編P.57～P.60、資料編P.111～P.131） 

また、県へ報告できない場合は、直接国（総務省消防庁）に報告する。 

 

区分 内容 様式 

災害概況即報

（即報） 

○災害発生直後の被害の第１次情報であり、災害が発生したとき

直ちに行う。 

○報告内容に変化があればその都度報告を行う。 

第１号 

被害状況報告

（即報） 

○被害状況が判明次第、報告を行う。 

○報告後、毎日 10 時、15 時までに報告を行う。 
第２号 

被害状況報告

（詳報） 
○災害発生後、５日以内に報告を行う。 

第２号 

第３号 被害状況報告

（確定報告） 
○応急対策終了後、15 日以内に報告を行う。 

 

２ 防災関係機関への通知 

災害情報をとりまとめたときは、直ちに防災関係機関へ通知し、応援の必要性を連

絡する。 

 

 

第７ 国への被害報告 

火災・災害等即報要領に基づき、直接即報基準に該当する一定規模以上の火災・災

害等について、第一報を覚知後30分以内で、可能な限り早く、分かる範囲で直接国（総

務省消防庁応急対策室）に報告する。 

その後速やかに、「火災・災害等即報要領」に基づいて被害状況を報告するものと

する。（資料編P.45～P.56、資料編P.104～P.110） 

総務連絡班 

総務連絡班 
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■町から県、国への被害状況（即報・確定）報告系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 03-5253-7527 03-5253-7777

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553

電話 78-840-7527 78-840-7782

FAX 78-840-7537 78-840-7789

電話 79-048-500-7527 79-048-500-7782

FAX 79-048-500-7537 79-048-500-7789

平日（ 9： 30～18： 30）

※応急対策室

左記以外

※宿直室

国（ 総務省消防庁経由）

地域衛星通信

ネッ ト ワーク

消防防災無線

NTT回線

　 　 　 　 　 　 　 　 　 区分

  回線別

【 災害対策本部等未設置時】 総務部防災危機管理局

福岡県災害対策（ 警戒） 本部地方本部（ 農林事務所）遠賀町
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第３節 災害広報・広聴 

第１ 広報活動 

広報活動に必要な情報を収集し、あらゆる手段を活用して広報活動を行う。なお、

情報の入手が困難な要配慮者に配慮する。併せて、災害に関する写真、ビデオ等によ

る記録も行う。 

 

時期 手段 内容 

災
害
発
生
直
後

 
 

 
 

 
 

 
 

町防災行政無線 

（移動系・同報系） 

広報車 

有線放送等 

ホームページ・メール 

テレビ・ラジオ等 

○気象情報 

○災害に関する注意報・警報・特別警報及び指示等 

○避難の勧告・指示等 

○指定避難所の設置 

○被害の状況 

○電話自粛 

○住民のとるべき措置、二次災害への備え 

○自主防災活動の要請 

応
急
対
策
活
動
時 

町防災行政無線 

（移動系同報系） 

広報車 

公共施設・避難所等への掲示 

災害広報紙等 

ホームページ・メール 

テレビ・ラジオ等 

○被害の状況、気象情報 

○安否情報 

○交通状況･ライフライン施設の被害状況、復旧の見通し 

○応急対策の概況、応急復旧の見通し 

○住民のとるべき防災対策 

○相談窓口 

○食糧・飲料水の供給等 

○生活必需品の給与又は貸与 

○応急仮設住宅の供与 

○その他必要な事項 

 

 

第２ 報道機関への協力要請及び報道対応 

１ 放送要請 

放送協定に基づき、県を通じて放送要請を行う。 

 

要請先     ○県、又は緊急やむを得ないときは県内の各放送局へ 

要請事由 

○災害が発生し、又は発生のおそれがあり、次のいずれにも該当する場合 

○事態が切迫し、避難の勧告・指示や警戒区域の設定等について、情報伝達に緊急

を要すること 

○通常の伝達手段では対応が困難で、伝達のための特別な必要があること 

総務連絡班・災害援助班 

総務連絡班・災害援助班 
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要請内容 
○放送要請の理由     ○放送事項     ○放送を行う日時及び放送系統 

○その他必要な事項 

 

２ 情報提供 

報道機関に対し、適宜、記者発表等により災害情報の提供を行う。発表については、

本部長又は副本部長が行い、避難情報、災害の種類、発生場所、日時、状況、災害応

急対策の状況等について発表する。 

なお、避難所等においてプライバシーを侵害するような取材の自粛を要請する。 

 

 

第３ 住民等からの問合せ・相談への対応 

住民からの災害に関する多様な照会に対応するとともに、災害関連の相談窓口を設

置し、被災者等からの相談又は要望事項を把握し、その解決に努める。 

 

 

 

総務連絡班 
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第４節 応援要請 

第１ 自衛隊 

町長は、天災地変その他災害に際して、人命及び財産を保護するため、緊急かつ、

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、又は災害の発生

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

きは、県知事に対し自衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

ただし、通信の途絶等により県知事に対して依頼ができないときは、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。この場合、自衛隊はその事態に照らし特

に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないときは、部隊等を派遣することができ

る。 

 

１ 派遣要請 

自衛隊の災害派遣を依頼しようとするときは、災害派遣要請書に記載する事項を明

らかにし、電話等をもって県（防災危機管理局）へ依頼し、事後速やかに依頼文書を

提出する。（資料編P.132） 

 

■派遣要請依頼の手続き 

要 請 先       
県知事（県総務部防災危機管理局） 

県知事への連絡が取れない場合、陸上自衛隊第４師団 

要請伝達方法 電話等で行い、事後文書送付 

要請内容       

○災害の状況             ○派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間       ○派遣を希望する区域及び活動内容 

○その他参考となる事項 

 

■災害派遣要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県知事 

（ 災害対策本部長）  
第 4 師団長 

（ 福岡駐屯地）  
町長 

総務部防災危機管理局 

県関係部局 

陸
上
自
衛
隊 

駐屯地司令の 

職にある部隊長 

県出先機関 

第七管区海上 

保安部長 

福岡・ 北九州 

空港事務所長 

航
空
自
衛
隊 

西部航空方面隊司令官（ 春日基地）  

第 8 航空団司令（ 築城基地）  

第 3 術科学校長（ 芦屋基地）  

海
上
自
衛
隊 

佐世保地方総監（ 佐世保）  

下関基地隊司令（ 下関）  

大村航空隊司令（ 大村）  

総務連絡班 
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２ 活動内容 

自衛隊は、次の活動を行う。 

 

■自衛隊の活動内容 

○被害状況の把握 ○避難の援助 

○被災者の捜索救助 ○水防活動 

○消火活動 ○道路、水路の応急啓開 

○応急医療、救護、防疫 ○人員及び物資の緊急輸送 

○炊飯、給水の支援 ○救援物資の緊急輸送 

○危険物の保安、除去  

○その他  

 

３ 自衛隊の自主派遣 

自衛隊の部隊長等は、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条の規定に基づき、

災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、県知事の要請ができないときは、そ

の判断に基づいて部隊を自主派遣し、救援活動を実施することができる。 

 

４ 派遣部隊の受け入れ 

自衛隊の派遣が確定したときは、受け入れ体制を準備する。 

 

項目 内容 

作業計画の作成 

○作業箇所及び作業内容 

○作業の優先順位 

○資機材等の種類別保管（調達）場所 

○部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

宿泊施設等の準備 ○宿泊施設、野営施設その他必要な施設等の準備 

資機材の準備 
○必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のある管

理者への了解を取りつける。 

自衛隊集結地 ○町が指定する場所（遠賀総合運動公園） 

連絡窓口 
○総務連絡班に連絡窓口を一本化する。 

○自衛隊からの連絡員派遣を要請する。 

その他 ○ヘリコプターを使用する災害派遣要請を行なった場合はヘリポート等の準備 

 

５ 経費の負担区分 

災害派遣部隊が活動に要した経費は、原則として町負担とする。 

 

■経費を負担する範囲 

○必要な資機材等の購入費、借上料及び修繕費 

○宿泊に必要な土地、建物の経費等 
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○救難活動に伴う光熱、水道、電話料等の経費 

○救援活動実施の際に生じた損害の補償 

○その他疑義あるときは、町と自衛隊で協議 

 

６ 撤収要請 

町長は、県知事及び派遣部隊長と協議のうえ、災害派遣部隊の撤収要請を行う。（資

料編P.133） 

 

 

第２ 県、国等 

１ 県への要請 

町長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法

第68条に基づき、県知事に対し文書をもって応援、災害応急対策の実施又は応援の斡

旋を要請する。 

ただし、緊急の場合は電話等で直接要請し、事後速やかに依頼文書を提出する。 

 

要 請 先       県知事（県総務部防災危機管理局） 

伝達方法       文書（緊急のときは、電話等で行い、事後文書送付） 

伝達事項 

○災害の状況 

○応援を必要とする理由 

○応援を希望する物資等の品名、数量 

○応援を必要とする場所・活動内容 

○その他必要な事項 

 

２ 指定地方行政機関等への要請 

町長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法

第29条第２項に基づき、指定地方行政機関又は関係指定公共機関の長に対し、職員の

派遣を要請する。また、災害対策基本法第30条に基づき、必要に応じて県知事に対し、

指定地方行政機関等職員の派遣について、斡旋を求める。 

 

要 請 先       指定地方行政機関又は県知事（県総務部防災危機管理局） 

伝達方法       文書（緊急のときは、無線等で行い、事後文書送付） 

伝達事項       

○派遣・斡旋を要請する理由 

○派遣・斡旋を要請する職員の職種別人員数 

○派遣を必要とする期間 

○派遣される職員の給与、その他勤務条件 

○その他必要な事項 

 

総務連絡班 
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協定名 協定締結先 

遠賀町における大規模な災害

時の応援に関する協定書 
○九州地方整備局 

 

３ 他自治体等への要請 

町長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、「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」等、あらかじめ締結した応援協定

等に基づき他の市町村長に応援を求め、職員の派遣を要請する。 

 

協定名 協定締結先 

災害時における相互応援に 

関する協定書 

○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 

○航空自衛隊芦屋基地との消火活動相互支援協定 

○中間市との消防相互応援協定書 

○鞍手町との消防相互応援協定書 

○遠賀郡内各町との消防相互応援協定書 

○福岡県消防相互応援協定書 

○全国ボート場所在市町村協議会加盟市町村災害時

相互応援協定書 

 

 

第３ 消防応援の要請、受け入れ等 

１ 消防応援の要請 

消防等で相互応援協定を締結している他自治体等に対し、協定に基づき応援を要請

する。 

加えて、ヘリコプター等による調査、消火、人命救助活動等が必要と認めたときは、

県知事を通じて応援側の市町村長に航空応援を要請する。 

 

２ 消防応援の受け入れ 

消防応援が確定したときは、受け入れ準備を行う。 

 

■受け入れ準備 

○応援を求める任務の策定 

○ヘリポートの確保 

○応援要員の宿舎の手配 

○装備資機材の配付準備等 

 

総務連絡班・災害活動班・警備班 
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３ 緊急消防援助隊の応援要請 

町長は、必要に応じて知事を通じ、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の出動等を

要請し、救急、救助、消火活動等について応援を求める。 

なお、緊急消防援助隊の応援要請を行った場合、「緊急消防援助隊受援計画」に基

づき、緊急消防援助隊が円滑に活動することができるよう、支援体制を確保する。 

 

 

第４ 民間団体等 

必要に応じて、民間団体等へ協力要請を行う。 

民間団体に対しては、被災者の応急救護措置等に関する協力を要請する。 

また、販売業者、流通業者、事業所等に対し、食糧、生活物資、飲料水、資材置場、

車両、資機材、医薬品、仮設住宅用地の提供等の協力を要請する。 

 

協定名 協定締結先 

災害時における生活物資供給

に関する協定 
○（株）イズミ 

災害時における応急措置等の

業務に関する協定 
○災害時協力業者 

災害時における液化石油ガス

の供給に関する協定 

○福岡県北九州地区ＬＰガス協会 

遠賀中間部会 

 

 

第５ 災害ボランティアの受け入れ・支援 

１ 現地ボランティア本部の設置・運営 

社会福祉協議会の協力を得て、災害発生から３日目を目途に一般ボランティアの活

動拠点となる現地ボランティア本部の設置、運営を行う。（おおむね、被災者20人に

１人のボランティアが必要） 

 

■現地ボランティア本部の役割 

○ボランティアの受け付け、ボランティア保険の加入等（資料編P.138） 

○ボランティアニーズの把握 

○ボランティア活動の集約、管理及びマッチング 

○ボランティア活動用資機材の確保 

○災害対策本部との連絡調整 

○その他ボランティア活動について必要な活動 

総務連絡班 

災害援助班 
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２ 連絡調整等 

災害援助班が連絡調整を行い、一般ボランティアと専門ボランティアの活動を円滑

に行えるようにする。 

現地ボランティア本部は、町災害対策本部と連携して本部運営及びボランティア活

動支援を行うとともに、県ボランティア本部に対して必要な物資・人材の支援を要請

する。 

 

■災害ボランティア活動に係る連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 一般ボランティアの活動内容 

一般ボランティアの活動内容は、次のとおりである。 

 

 

【防災無線（移動系）、 

アマチュア無線、NTT】 

福
岡
県
災
害
対
策
本
部 

全国ボランティアネット等から派遣された専門的コーディネーター 密接な連携 

各班ごとの 

連絡要員派遣 

福岡県災害ボランティア本部 

【総括班】 【被災地情報収集班】 【義援金担当班】 【広報班】 

【派遣調整班】 【物資担当班】 【ボランティア受付班】 

災害ボランティア連絡会の各構成団体より選任された者を中心に配置 

 
平常時より協議運営され、災害時に実働する 

全国からの事務処理ボランティア、情報処理ボランティア、物資搬入 

・搬出ボランティアの配置 

支援要請 
密接な連携 コーディネーター派遣 

全国ボランティアネット（複数） 

全国への支援要請 

（ホームページ・マスコミ） 

全国への支援要請 

（ホームページ・マスコミ） 

物資、人材の需要網 

整理及び搬出、派遣 ・物資、人材の 

過不足情報 

・具体的支援要請 

【防災無線（移動系）、 

アマチュア無線、携帯等】 

【防災無線（移動系）、 

アマチュア無線、NTT】 

遠
賀
町
災
害
対
策
本
部 

必要に応じて全国ボランティアネットからの専門的なコーディネーター 密接な連携 

必要に応じ 

連絡要員派遣 

現地ボランティア本部 

【総括班】 【被災地情報収集班】 【義援金担当班】 【広報班】 

【派遣調整班】 【物資担当班】 【ボランティア受付班】 

災害ボランティア連絡会の各構成団体より必要に応じ人材を受け入れ 

◎全国からの事務処理ボランティア、情報処理ボランティア 

・〃物資搬入・搬出ボランティア、避難所炊き出しボランティア 

・〃その他のボランティア（土砂等の除去・被災家屋家財清掃、等） 

◎各構成団体の会員等   ◎（近隣の）自主防災組織 

平常時から、育成・組織化を図る 
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■一般ボランティアの活動分野 

○避難所での生活必需品配給、炊き出し 

○在宅者の支援（高齢者等の安否確認、食事、飲料水の提供） 

○物資集配拠点での活動（物資の搬入、仕分け、配布、輸送） 

○被災家屋等の清掃作業 

○現地災害ボランティア本部の運営補助 

○その他、災害救助活動において専門技能を要しない軽易な作業 

 

４ 専門ボランティアの対応 

専門ボランティアの業務の種類は、次のとおりである。 

 

■専門ボランティアの業務の種類 

○医療ボランティア（医師、看護師、助産師等） 

○救助ボランティア（災害救助訓練の経験者、救急法又は蘇生法指導員等） 

○通訳ボランティア（外国語の堪能な者） 

○建築ボランティア（応急危険度判定士、建築士等） 

○福祉ボランティア（社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等） 

○保健ボランティア（保健師、栄養士、精神医療カウンセラー等） 

○その他、災害救助活動において専門技能を要する業務 
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第５節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法の適用申請 

１ 適用申請 

町内の災害が災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用基準のいずれかに該当し、

又は該当する見込みであるときは、直ちにその旨を県知事に報告するとともに、法の

適用について協議する。 

その場合、次に掲げる事項について口頭又は電話をもって要請し、後日文書により

改めて要請する。 

 

■災害救助法の申請事項 

○災害発生の日時及び場所 

○災害の原因及び被害の状況 

○適用を要請する理由 

○適用を必要とする機関 

○既に実施した救助措置及び実施しようとする救助措置 

○その他必要な事項 

 

２ 適用基準 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項第１号から第４号までの

規定による。本町における具体的適用は、次のいずれか１つに該当する場合とする。 

 

指標となる被害項目 滅失世帯数 該当条項 

①町内の住家が滅失した世帯数 町内 50 世帯以上 第１項第１号 

②県内の住家が滅失した世帯数、町内の住家が滅失

した世帯数 

県内 2，500 世帯以上 

かつ町内 25 世帯以上 
第１項第２号 

③県内の住家が滅失した世帯数、町内の住家が滅失

した世帯数 

県内 12，000 世帯以上 

かつ町内多数の世帯 
第１項第３号 

④災害が隔絶した地域で発生したものである等、被災

者の救護が著しく困難であって、多数の世帯の住家

が滅失した場合 

－ 第１項第３号 

⑤多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受け

るおそれが生じた場合 
－ 第１項第４号 

注1）③の多数の世帯は確定数で示されてはいないが、災害救助事務取扱要領（平成29年4月）では、「最

低5世帯以上は必要と考えられる」とされている。 

注2）④及び⑤の場合は、滅失世帯数の規定はないが、それぞれに該当要件がある。④は、被災者に対する

食品等の給与等に特殊の補給方法又は被災者の救出に特殊の技術を必要とする等特別の事情がある

総務連絡班 
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場合で、かつ多数の住家が滅失したものであること。⑤は、地域に所在する多数の者が避難して継続

的に救助を必要とすること等。 

 

３ 適用申請の特例 

町長は、災害の事態が切迫して、県知事による救助の実施の決定を待つことができ

ないときは、災害救助法の規定による救助に着手するとともに、直ちに県知事に情報

提供する。その後の処置に関しては、県知事の指示を受ける。 

 

４ 救助の種類等 

災害救助法による救助の対象数量、期間等の詳細は、福岡県災害救助法施行細則に

よるものとする。 

 

■救助の種類 

○避難所の供与 

○応急仮設住宅の供与 

○災害にかかった住宅の応急修理 

○炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給 

○被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

○生業に必要な資金の貸与 

○医療及び助産 

○災害にかかった者の救出 

○学用品の供与 

○埋葬 

○死体の捜索 

○死体の処理 

○障害物の除去 

 

５ 特別基準の適用申請 

災害救助の対象数量及び期間について特別な事情があるときは、特別基準の適用を

申請できる。 

適用申請は県知事に対して行い、期間延長は救助期間内に行う必要がある。 

 

 

第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告 

災害救助法に基づく救助を行ったときは、当該救助の種目に応じて簿冊等の作成や

支払証拠書類の整備を行い、県知事に報告する。 

 

総務連絡班 
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第６節 救助・救急・消防活動 

第１ 行方不明者の安否確認 

所在の確認できない住民に関する問い合わせや、行方不明者の捜索依頼の受付を行

い、警察等関係機関の協力のもとに正確な情報の把握に努めるとともに、行方不明者

名簿を作成する。安否が確認できた情報については、被災者等の権利利益を不当に侵

害することのないよう配慮しつつ、住民等から照会があったときは、回答するよう努

める。（資料編P.139） 

なお、町外へ避難した住民の安否については、避難先の自治体と連携して迅速な確

認や情報提供等を行う。 

 

■行方不明者名簿 

○役場に被災者相談窓口を開設し、行方不明者の届け出を受け付ける。 

○行方不明者は、まず避難者名簿で確認する。 

○行方不明者名簿は、折尾警察署にも提供する。 

 

 

第２ 救助活動の実施 

１ 住民、自主防災組織及び事業所の役割 

住民、自主防災組織及び事業所は、自発的に救助活動を行うとともに、関係機関に

協力する。 

 

２ 救助隊の編成 

災害の規模、状況等に応じて消防団、遠賀郡消防本部等による救助隊を編成し、救

助に必要な車輌、その他資機材を調達し、救助情報をもとに災害現場に出動する。 

 

３ 応援要請 

救助隊だけでは救助活動が困難なときは、折尾警察署、応援協定を締結している消

防団等の応援を要請する。 

町長は、自衛隊の応援が必要なときは、県知事に応援要請を行う。また、緊急消防

援助隊の応援が必要なときは、県に応援要請を行う。車両、特殊機械器具が必要なと

きは、遠賀建設業協会等に要請する。 

 

災害援助班 

総務連絡班・警備班 
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４ 救助活動の実施 

救助資機材等を活用し、行方不明者名簿等を踏まえて、消防団、遠賀郡消防本部、

折尾警察署、自衛隊、自主防災組織等と連携・協力し、救助活動を行う。 

 

 

第３ 救急活動の実施 

救急活動が必要になった場合、次の内容の活動を行う。 

 

■救急活動の内容 

○医療救護所の設置 

○救助現場から医療救護所又は救急指定病院等までの、救急車等による傷病者の搬送 

○傷病者が多数発生した場合の、折尾警察署等に対する搬送要請 

○道路の被害等で救急車による搬送ができない場合の、県を通じたヘリコプターの出

動要請 

 

 

第４ 消防活動の実施 

１ 活動体制の確立 

災害により軽微な被害が発生したときは、通常の警備体制において対処する。災害

により通常の警備体制では対処できない被害が発生したときは、非常警備を発令し、

非常警備体制を確立する。 

 

２ 消火活動内容 

活動内容は、次のとおりである。 

 

■活動内容 

○風向き、市街地の建物分布等を考慮した、最も効果的な消防力の投入 

○延焼火災の少ない地区での、集中的な消火活動 

○延焼火災が発生している地区における、早急な住民の避難と、必要に応じた避難路

の確保 

○危険物の漏えい等のおそれがある地区での、立入り禁止措置と、安全な避難誘導 

○指定避難所、指定緊急避難場所、幹線道路、防災拠点となる施設等の優先的な火災

防御 

 

警備班 

警備班 
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３ 住民、自主防災組織の活動 

火災が発生したときは、初期消火活動を行い、消防関係者が到着したときは、その

指示に従う。 

 

４ 事業所の活動 

火災が発生したとき、関係機関への通報、出火防止措置及び初期消火活動を行う。

また、火災の拡大、爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。 

 

■措置内容 

○自衛消防隊による初期消火 

○必要に応じた従業員、顧客等の避難 

○周辺住民に対する必要な情報の伝達 

○立入り禁止措置等の実施 

 

 

第５ 水防活動の実施 

１ 活動体制の確立 

県知事から水防警報の通知、洪水予報等の通知を受けたときは、水防管理者（町長）

の指示により、消防団は待機、準備又は出動の措置をとる。 

 

２ 水防活動内容 

洪水等により水害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、これを警戒、防御し、

被害を軽減するため、遠賀郡消防本部と連携して、消防団（警備班）は次のような活

動を行う。 

水防活動は、従事する職員・団員等の安全確保を優先し、自ら危険性が高いと判断

したときには避難を優先する。 

 

■活動内容 

○河川の水位の監視・警戒 

○既往の被害箇所その他重要な箇所の巡視 

○水門の適正な操作 

○異常を発見したときは適切な工法により水防作業を実施 

○緊急の必要がある場所での警戒区域の設定、立入り禁止措置と避難誘導 

○堤防その他の施設が決壊したときは、できる限りはん濫による被害が拡大しないよ

うに努める 

 

警備班 
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第７節 医療救護活動 

大規模災害が発生したときは、救護を要する傷病者や医療機関の被害状況を把握す

るとともに、関係機関の協力を得て、医療救護チームの編成派遣、医療救護所の設置、

医療品や医療資材の調達等の初期医療体制を整える。 

また、初期医療の救護所で対応できない場合は、後方医療として災害拠点病院等で

対処する。 

 

第１ 医療情報の収集 

県及び医師会等と連携し、医療施設の被害状況、診断機能の確保状況、医療従事者

の確保状況、負傷者の発生状況、指定避難所・救護所の設置状況、医薬品・医療器具

等の需給状況、医療施設・救護所等の交通状況についての情報を収集する。 

また、その他参考となる事項についても情報を収集する。 

 

 

第２ 医療救護チーム 

１ 要請及び出動 

災害により多数の傷病者が発生した場合、町長は遠賀中間医師会に医療救護チーム

の出動を要請するとともに、災害の状況に応じ、県知事に対し被災地域外からの救護

班の派遣及び後方医療活動等必要な措置を要請する。 

なお、医療関係者が自ら必要と認めたときは、要請を待たずに医療救護チームを編

成し、出動する。 

 

２ 編成 

医療救護チームの編成は、次のとおりとする。 

 

名称 編成機関 １チームの構成人員 備考 

医療救護チーム 遠賀中間医師会 医師１、看護師３、補助員１ 必要により運転手１ 

 

３ 活動内容 

派遣された医療救護チームは、医療救護所等において、負傷者の程度の判別（トリ

アージ）、後方医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定、転送困難な患者等の治

療、助産救護、死亡の確認の活動を行う。 

また、医療救護チームが活動する際、町内の医療機関と次のような連携をすること

で、医療救護活動を円滑に進める。 

災害援助班 

災害援助班 
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■医療機関との連携内容 

○被害情報の収集及び伝達 

○応需情報（診療可能状況）の報告 

○傷病者の検査及びトリアージ 

○重傷患者の後方医療機関への搬送 

○傷病者の処置及び治療 

○助産救護 

○医療救護チーム、医療スタッフの派遣 

○死亡の確認及び遺体検案並びに遺体処理への協力 

 

 

第３ 医療救護所の設置 

医療救護所は、原則として指定避難所となる学校等に設置するが、状況に応じて災

害現場に近い公民館や集会所等の公共施設及び一般診療所にも設置する。（資料編P.

140） 

 

■医療救護所設置の留意点 

○被災傷病者の発生及び避難状況 

○医療救護チームの配備体制及び医療スタッフの派遣体制 

○被災地の医療機関の稼働状況 

○医療資機材、水、非常用電源等の確保の見通し 

○搬送体制、情報連絡体制の確保の見通し 

 

 

第４ 後方医療機関の確保と搬送 

１ 後方医療機関の確保 

一般病院等の被災状況と収容可能なベッド数を速やかに把握し、医療救護所から搬

送される重傷病者を収容できる医療機関を確保する。 

なお、町外への転送が必要なときは、県又は近隣自治体へ要請する。 

 

２ 被災傷病者等の搬送 

医療救護所でのトリアージにより、町内の医療機関では対応できず、後方医療機関

へ収容が必要とされた重傷者等については、適正な後方医療機関への搬送を行う。 

なお、搬送手段がないときは、遠賀郡消防本部、折尾警察署等へ搬送要請を行う。 

 

 

災害援助班 

災害援助班 
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第５ 医薬品、資機材の確保 

町が要請した医療救護チームの活動に必要な医薬品等については、医薬品販売業者

から調達する。また、入手が困難な場合は、県を通じて医薬品業者、他医療機関等に

要請する。 

なお、医薬品等が不足する場合は、医療救護チームが携行したものを使用し、費用

は町が実費を負担する。また、輸血用血液が必要なときは、福岡県赤十字血液センタ

ーからの供給を要請し、必要に応じて住民へ献血の協力を呼びかける。 

 

 

第６ 被災者の健康と衛生状態の管理 

被災者の健康と衛生状態の管理のためのチームを編成して、保健予防対策を行う。 

巡回健康相談・栄養相談を通じて被災者の健康と栄養状態や衛生状態の調査を行い、

その情報を提供するとともに、被災者に対し、日常生活上の健康管理や衛生環境の確

保について周知を図る。 

また、避難生活による身体的、精神的な障害の発生等を防止するため、必要に応じ

巡回指導を行う。 

 

 

第７ 心のケア対策 

精神科医、保健師、児童相談所職員等の協力により、災害にかかわった人たちの心

的外傷への対策として、巡回相談等を行う。 

また、プライバシーの保護に配慮し、相談窓口や電話相談等で相談業務を行う。 

 

 

 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 
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第８節 交通・輸送対策 

第１ 交通情報の収集、道路規制 

災害時において、交通の混乱を防止し、緊急輸送路を確保するため、折尾警察署等

から交通規制の実施状況、交通の状況等の情報を収集する。 

また、緊急輸送路を確保するため、必要に応じ、道路の交通規制の実施を要請する

とともに、規制情報について周知を行う。 

 

■交通規制の区分・内容 

区分 交通規制を行う状況及び内容 

公安委員会 

○道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認

めるときは、交通整理、通行の禁止、その他交通規制をすることができる。 

○災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、災害応急対策が円

滑に行われるようにするために、緊急の必要があると認めるときは、緊急通

行車両以外の車両の通行を禁止又は制限することができる。 

警察署長 

○道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る必要があると認

めるときで、適用期間が短い場合は、交通整理、通行の禁止、その他交通規

制をすることができる。 

警察官 

○車両等の通行が著しく停滞し、混雑する場合において、交通の円滑を図るた

めやむを得ないと認めるときは、必要な限度において車両等の通行を禁止

し、もしくは制限し、後退させることができる。 

○通行禁止区域等において、車両その他の物件が、緊急通行車両の通行の妨

害となることにより、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがある

と認めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必要な措置を命ずる

ことができる。 

自衛官 

及び 

消防職員 

○警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、警察官に

準じた措置を行うことができる。 

道路管理者 

○道路の破損、欠損、その他の事由により交通が危険であると認めるときは、

区間を定めて通行を禁止し、又は制限することができる。 

○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、道路管理者は、自ら車両の移動等を行うことができる。 

 

 

  

災害活動班 
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第２ 道路交通の確保 

１ 緊急輸送道路の確保 

緊急輸送活動を円滑に進めるため、被害者の救援、緊急物資等の輸送のための緊急

輸送道路を優先して応急復旧する。 

また、道路の被害状況の把握を行い、速やかに各地区から指定避難所へ向かう避難

路の確保を行う。 

 

２ 緊急輸送道路の指定状況 

県は、被災者の救援、緊急物資等の輸送のため、緊急輸送道路を指定している。 

町内の路線は、以下のとおりである。 

 

１次ネットワーク 
○一般国道３号 

○主要地方道北九州芦屋線 

２次ネットワーク 
○主要地方道宮田遠賀線 

○県道浜口遠賀線 

 

３ 道路の障害物の除去 

道路の路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等により通行に支障があるときは、道路復旧

のため遠賀建設業協会等に出動を要請する。 

また、県が指定した道路障害物除去指定路線（啓開道路）から優先して道路障害物

を除去する。 

次に、町が指定する啓開道路の障害物を除去する。 

なお、復旧の優先順位は、緊急輸送等に必要な路線を優先して行う。また、危険箇

所には道路標識や警戒要員を配置する等の措置をとる。 

 

県指定啓開道路 
○一般国道３号 

○県道浜口遠賀線（今古賀交差点～役場前交差点） 

 

 

第３ 緊急通行車両の確認申請 

災害対策活動に従事する車両は、公安委員会が災害対策基本法第76条に基づく通行

の規制又は制限を行ったときは、緊急通行車両の確認（証明書及び標章の交付）を公

安委員会（折尾警察署）から受ける必要がある。 

事前に、届出済証の交付を受けた車両については、確認審査を省略して証明書及び

標章の交付を受けることができる。交付された標章は、車両の助手席側前面ガラス上

部に貼付し、証明書は当該車両に備えつける。 

総務連絡班 

災害活動班 
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第４ 災害応急対策車両の確保、配車 

調達可能な町有車両の状況について把握を行い、町有車両で困難なときは、輸送業

者等から借り上げるものとする。 

各班の町有車両及び借り上げ車両のすべてに対し、必要な燃料を調達し、各班の要

請に基づき、車両関係団体の協力を得て総合的に調整して配車する。 

なお、車両の運行に必要な人員は、原則として各班の要員をあてる。 

 

 

第５ 緊急輸送 

１ 輸送手段の確保 

緊急輸送が必要となった場合、町有車両及び借り上げ車両により行うが、自動車に

よる輸送が不可能な場合又は広域輸送が必要な場合は、ＪＲによる鉄道輸送を要請す

る。 

また、交通の途絶又は緊急的な輸送を必要とする場合は、県を通じてヘリコプター

による航空輸送を要請する。 

 

２ 緊急輸送の対象 

町及び防災関係機関が実施する緊急輸送の対象は、災害発生時後の状況変化に対応

して、次のとおり想定する。 

 

 緊急輸送の対象 

第１段階 ○救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する

人員、物資 

○消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

○初動の応急対策に必要な要員・物資等 

○後方医療機関へ搬送する負傷者等 

○緊 急輸送に必要な輸送施 設、輸送拠 点の応急復 旧、交通規 制 等

に必要な人員及び物資 

第２段階 ○上記第１段階の続行 

○食糧、飲料水等生命の維持に必要な物資 

○傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

○輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第３段階 ○上記第２段階の続行 

○災害復旧に必要な人員及び物資 

○生活必需品 

 

 

総務連絡班 

災害援助班 
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第６ 物資集配拠点の配置 

大量の救援物資等が届くときは、必要に応じて物資集配拠点を開設し、調達した物

資や他県自治体等からの救援物資の受け入れ・保管・仕分け等を行う。 

 

物資集配拠点 

○遠賀町食育交流・防災センター 

○遠賀コミュニティーセンター 

○遠賀町中央公民館 

 

 

第７ 臨時ヘリポートの設置 

必要に応じて臨時ヘリポートを開設する。 

 

施設名称 広さ（ｍ） 

島門小学校グラウンド 80×80 

遠賀中学校グラウンド 90×110 

遠賀南中学校グラウンド 80×110 

遠賀総合運動公園 100×200 

 

 

 

災害活動班・警備班 

災害援助班 
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第９節 避難対策 

第１ 避難の指示、勧告等 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命、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場合、避難

勧告等（避難準備・高齢者等避難開始、避難指示（緊急）、避難勧告）を発令する。 

 

１ 避難準備・高齢者等避難開始 

避難準備・高齢者等避難開始を発令し、一般住民に対して避難準備を呼びかけると

ともに、高齢者や障害者等の避難行動に時間を要する避難行動要支援者の迅速な避難

や風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難を促進する。 

 

２ 避難指示（緊急）、避難勧告 

（１）避難指示（緊急）、避難勧告等の性格 

○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せられ、「勧告」より

も拘束力が強く、住民を避難のため立退かせるためのもの 

○安全確保措置の指示：避難のための立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るときに、屋内での待避その他の屋内

における避難のための安全確保に関する措置を指示するもの 

○避難勧告：その地域の住民が、その「勧告」を尊重することを期待して、避難のため

の立退きを勧め又は促すもの 

 

  

総務連絡班 
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（２）避難の指示・勧告権者 

避難指示及び安全確保措置の指示は基本的に町長が発令するが、災害発生時の状況

により必要がある場合は、以下のとおり、知事、警察官、海上保安官、自衛官が立ち

退き等の指示を行うことができる。避難勧告は町長が発令する。 

 

指示権者 
勧告 

権者 

関係 

法令 

対象となる災害の内容 

（要件・時期） 

勧告又は

指示の 対

象 

勧告又は

指示の 内

容 

取るべき 

措置 

市町村長 

(委任を受けた

吏員又は消防

職員） 

市町村長 

(委任を受

けた吏員

又は消防

職員） 

災対法 

第 60 条 

第１項、 

第 3 項 

全災害 

・災害が発生し又は発生のおそれ

がある場合 

・人の生命又は身体を災害から保

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 

・急を要すると認めるとき 

・避難のための立ち退きを行うこと

により人の生命又は身体に危険

が及ぶおそれがあると認めると

き 

必要と認め

る地域の居

移者、滞在

者、その他

の者 

①立ち退き

の勧告・指

示 

②立退き先

の指示 

③安全確保

措置の指示 

県知事に報告 

（窓口：防災危機

管理局） 

知  事 

(委任を受けた

吏員） 

 

災対法 

第 60 条 

第６項 

・災害が発生した場合において、

当該災害により市町村がその全

部又は大部分の事務を行うこと

ができなくなった場合 

同   上 同   上 
事務代行の 

公示 

警 察 官  

災対法 

第 61 条 

警察官職

務執行法 

第４条 

全災害 

・市町村長が避難のため立退きを

指示することができないと警察官

が認めるとき又は市町村長から

要求があったとき 

・危険な事態がある場合におい

て、特に急を要する場合 

・必要と認め

る地域の居

移者、滞在

者、その他

の者 

・ 危 害 を 受

けるおそれ

のある者 

①立退きの 

指示 

②立退き先

の指示 

③安全確保

措置の指示

④避難の措

置（ 特に 急

を要する場

合） 

災対法第 61 条

による場合は、

市町村長に通知

（市町村長は知

事に報告） 

海  上 

保 安 官 
 

災対法 

第 61 条 

全災害 

・市町村長が避難のため立退きを

指示することができないと海上保

安官が認めるとき又は市町村長

から要求があったとき 

必要と認め

る地域の居

移者、滞在

者、その他

の者 

①立退きの 

指示 

②立退き先

の指示 

③安全確保

措置の指示 

市 町 村 に 通 知

（市町村長は知

事に報告） 

自 衛 官  
自衛隊法 

第 94 条 

・危険な事態がある場合におい

て、特に急を要する場合 

危害を受け

るおそれの

ある者 

避難につい

て必要な措

置(※１) 

警察官職務執行

法第４条の規定

の準用 

知  事 

（その命を受

けた県職員） 

 

地すべり

等防止法 

第 25 条 

地すべりによる災害 

・著しい危険が切迫していると認

めるとき 

必要と認め

る区域内の

居住者 

立退くべ き

ことを指示 

その区域を管轄

する警察署長に

報告 

知  事 

(その命を受け

た県職員） 

水防管理者 

 
水防法 

第 29 条 

洪水又は高潮による災害 

・洪水又は高潮の氾濫により著し

い危険が切迫していると認められ

るとき 

同   上 同   上 

その区域を管轄

する警察署長に

通知 

(※２) 

※１ 警察官がその場にいない場合に限り災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官に限る。 

 ※２ 水防管理者が行った場合に限る。 
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なお、災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

たときは、避難勧告・指示の措置の全部又は一部を町長に代わって県知事が実施する。 

避難勧告等を発令する場合は、県、遠賀郡消防本部、折尾警察署等の関係機関に連

絡する。解除の場合も同様とする。 

また、避難勧告等（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））

を適切なタイミングで発令するための具体的な判断基準は、「避難勧告等の判断・伝

達マニュアル」による。なお、避難勧告等を発令しようとする場合において、必要が

あれば、町長は、指定地方行政機関の長や県知事に対して、助言を求めることができ

る。 

 

 

第２ 避難勧告等の情報伝達 

避難勧告等を発令した場合は、町防災行政無線、広報車、サイレン、エリアメール、

報道機関等、あらゆる手段を活用して住民等に伝達する。なお、情報の入手が困難な

避難行動要支援者に配慮する。 

また、伝達に当たって、住民の積極的な避難行動の喚起につながるよう、危険の切

迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するよう努める。 

さらに、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ものの、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、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等を行うべきことについ

て、住民等への周知徹底に努める。 

 

 

第３ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体

に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、町長は、警戒区域を設

定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、も

しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

 

発令者 設定状況 根拠法令      

本部長 

（町長） 

○災害が発生し、又は災害が発生しようとしている場合におい

て、住民の生命、身体に対する危険を防止するために特に必

要と認めるとき 

災害対策基本法 

第 63 条第１項 

警察官 
○上記の場合において、町長もしくはその委任を受けた町職員

が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき 

災害対策基本法 

第 63 条第２項 

総務連絡班 

総務連絡班 
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自衛官 

○災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官において、町長もしくは

その委任を受けた町職員が現場にいない場合で、他に職権

を行う者がいないとき 

災害対策基本法 

第 63 条第３項 

 

 

第４ 避難者の誘導・移送 

１ 避難者の誘導 

災害の規模や状況に応じて、自主防災組織の協力も得ながら安全な最寄りの指定緊

急避難場所まで避難誘導・避難援助を行う。この場合、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、近隣の緊急的な待避場所への移動又は屋内での待避等

を行うべきことについて、住民等への周知徹底に努める。 

なお、避難誘導・避難援助の対象者は住民、教育施設・保育施設・福祉施設、事業

所等の者とし、携帯品等は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度のものとす

る。 

 

２ 避難行動要支援者の避難誘導・移送 

避難行動要支援者（高齢者、傷病人、乳幼児、妊産婦、障害者及び介護が必要な者

等）を優先して避難誘導・避難援助し、原則として徒歩による避難を指導する。 

 

３ 関係機関（者）の相互連絡・協力 

関係機関等は、勧告等の措置をとった場合、相互に通知、報告するとともに、避難

の措置が迅速、適切に実施されるよう協力する。 

 

４ 避難者の移送 

被災地域が広範囲にわたり、あらかじめ定めた避難所が使用できない場合、あるい

は指定避難所に収容しきれなくなった場合には、県、警察及び周辺自治体の協力を得

て、避難者を他地区へ移送する。 

 

 

第５ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設 

１ 開設 

災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、避難準備・高齢者避難開始の

発令等を行うとともに、遅滞なく指定緊急避難場所及び指定避難所の開設を行い、住

民等に周知徹底を図る。開設する指定緊急避難場所及び指定避難所は、原則的に本部

警備班・総務連絡班 

総務連絡班・災害援助班・災害活動班・教育支援班 
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長が選定する。 

また、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。 

なお、避難所の開設は、施設管理者等の協力を得て実施するが、緊急に避難所を開

設する必要があるときは、施設管理者、勤務職員が実施する。 

開設の決定と同時に災害援助班の職員を避難所等へ派遣する。 

 

２ 避難所内事務室の開設 

避難所内に事務室を開設し、看板等を掲げ、運営の拠点とする。 

 

３ 報告 

指定避難所を開設したときは、県に対し、避難所開設の日時及び場所、箇所数及び

収容人数、対象地区名等について報告を行う。（資料編P.138） 

また、指定避難所で生活せず食事のみ受取に来ている被災者等についても情報の早

期把握に努める。 

 

 

第６ 指定避難所の運営 

１ 運営 

指定避難所の運営は、避難所運営マニュアルに従い行う。 

運営に当たっては、指定避難所の責任者を選任し、その権限の明確化を図る。また、

折尾警察署との連携を図る。 

災害初期には避難所派遣職員が運営を担当するが、その後、自治会組織、ボランテ

ィアの協力を得て、避難者自身による自主運営の形態に移行するよう努める。 

 

２ 名簿の作成 

避難所派遣職員は、避難者カード（資料編P.134）を配り、世帯単位に記入するよ

う指示する。 

避難者名簿（資料編P.135）は、集まった避難者カードを基にして作成して保管す

るとともに、その写しを災害対策本部に送付する。 

 

３ 班長の選出 

避難所派遣職員は、避難者の中から居住区域別に班長を選出するとともに、班長に

対し、次の事項への協力を要請する。 

 

 

総務連絡班・災害援助班・災害活動班・教育支援班 
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■協力要請事項 

○町からの避難者への指示、伝達事項の周知 

○物資の配布活動等の補助 

○居住区域の避難者の要望・苦情等のとりまとめ 

○清掃、防疫活動等への協力 

○施設の保全管理 

○被災者の主体的な運営体制の立ち上げ 

 

４ 生活物資の受給 

避難所派遣職員は、食糧、飲料水、生活物資等の必要量を本部に請求する。物資等

を受け取ったときは、各居住区の班長等と協力し、避難者に配分する。 

なお、自主避難者の生活物資は、原則として避難者自身で準備するものとする。 

 

５ 運営記録 

避難所派遣職員は、避難所の運営について運営記録を作成し、１日１回、総務連絡

班へ報告する。傷病人の発生等、特別の事情のあるときは、必要に応じて報告する。

（資料編P.136） 

 

６ 広報 

避難所での広報活動は、避難所運営組織等と連携し、情報の混乱が生じないように

する。また、避難所内での広報紙の発行、掲示板の設置等を行う。なお、情報の入手

が困難な要配慮者に対して十分配慮する。 

 

７ 指定避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮 

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、情報の提供その他これらの者

の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努める。 

 

８ 長期化への対応 

避難生活の長期化に備え、以下の点に留意して避難所の運営を行う。 

また、避難者の健全な住生活の早期確保のため、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速

な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活

用等により、指定避難所の早期解消に努める。 

 

 

 

 



【風水害対策編】 第３章 災害応急対策計画 

第９節 避難対策 

110 

 

■対策事項（避難所開設後速やかに） 

○仮設トイレ、ごみ箱等の設置による、良好な衛生状態の確保 

○間仕切り等による避難者のプライバシー確保等 

○男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮（女性や子育て家庭のニーズに配慮） 

○避難所での生活ルールの確立 

○防犯対策（防犯パトロール、トイレ等の照明、携帯電話の防犯アプリの利用促進等） 

○報道機関の取材・立ち入り制限 

○福祉避難所への要配慮者の移送 

 

■対策事項（避難者が落ち着きを取り戻した後） 

○自主運営体制の整備 

○暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等の生活環境の改善対策 

○不在住宅の防犯対策 

 

■保健・衛生対策 

○救護所の設置、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回 

○健康状態や栄養摂取状況の把握及び改善指導、相談の実施 

○心の健康相談の実施 

○持病の悪化・インフルエンザ等集団感染の防止 

○動物飼養者の周辺への配慮の徹底 

 

９ 災害弱者への対応 

女性や子育て家庭等多様な生活者のニーズに配慮して、スタッフに女性を起用する

等、身の回りの相談や心のケアにあたる。 

特に、女性や子ども等への暴力や性的暴力の被害を防ぎ、安全・安心を確保するた

め、折尾警察署の支援のもと、防犯組合、避難所の自主運営組織等と連携した巡回体

制の確保、屋外トイレ等への照明設置等の措置を講じる。 

また、避難所の運営や意思決定に際し女性の参画を推進するとともに、あわせて、

高齢者、障害者等の要配慮者の参画を推進する。 
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第１０節 要配慮者（避難行動要支援者）対策 

自らの行動等に制約のある高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者

（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、災害発

生直後の安否確認・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。 

 

第１ 避難行動要支援者の安全確保、安否確認 

１ 安全確保 

「遠賀町避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、災害初期の緊急措置として、

避難行動要支援者本人の同意の有無にかかわらず、避難行動要支援者名簿を効果的に

利用して、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防団等に要請し、避難行動要支援

者をそれぞれ安全で適正な避難所等へ避難誘導・避難援助する。 

 

２ 安否確認 

「遠賀町避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、自主防災組織、民生委員・

児童委員、消防団、社会福祉協議会等の協力を得て、避難行動要支援者の安否確認を

行い、次の方法で安否確認名簿を作成する。 

 

■名簿の作成 

○自主防災組織の調査に基づく報告 

○民生委員・児童委員の調査に基づく報告 

○社会福祉協議会の調査に基づく報告 

○避難者名簿に基づく報告 

○宗像・遠賀保健福祉環境事務所の調査に基づく報告 

○その他関連団体の調査に基づく報告 

 

  

災害援助班 
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第２ 指定避難所等の要配慮者に対する応急支援 

指定避難所の要配慮者の支援ニーズを把握し、次の支援を行う。 

 

ケアサービスリスト 

の作成 
○必要な介護・介助要員の種別、人数   ○必要な介助用具の種別、数量 

必要な設備等の 

確保・設置 

○踏み板等の設置による段差の解消    ○簡易ベッド 

○パーティション（間仕切り）       

○車椅子、紙おむつ、障害者用携帯トイレ等 

要配慮者専用スペ

ースの確保 
○少人数部屋への割り当て        ○冷暖房、トイレ等への配慮 

生活支援措置 
○ニーズを把握するため相談体制 

○要配慮者に配慮した食事の供給    ○ホームヘルパー等の派遣、介護 

広報支援措置 
○掲示板の設置、手話通訳等の派遣    ○ボランティアによる個別情報伝

達 

 

 

第３ 福祉避難所等への移送 

必要に応じて福祉避難所を開設する。これが不足するときは、県と協議し、社会福

祉施設等に福祉避難所を設置する。 

福祉避難所が開設されたときは、要配慮者の家族、支援者、関係機関への要請及び

ボランティア等の協力を得て、速やかに要配慮者を移送する。この際、必要に応じて

要配慮者の家族も、福祉避難所へ避難させることができるものとする。 

 

 

第４ 要配慮者への各種支援 

社会福祉協議会やボランティア等と連携し、在宅や指定避難所等の要配慮者に対し、

次のような支援を行う。 

 

■支援内容 

○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 

○巡回健康相談チーム、巡回リハビリテーションチームによる健康診断等 

○民生委員・児童委員による相談 

○ケースワーカー、カウンセラー等の派遣による生活相談支援 

○ホームヘルパー、ボランティアの派遣による生活介助支援 

○チラシ、点字等による障害者向けの広報活動等 

 

災害援助班 
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第５ 要配慮者の生活の場の確保 

１ 福祉仮設住宅の供給 

県と協議のうえ必要と認めるときは、要配慮者向けの福祉仮設住宅を供給する。な

お、要配慮者のニーズに応じた住宅仕様の検討をするとともに、要配慮者の程度に応

じた、優先的な入居に配慮する。 

 

２ 福祉仮設住宅での支援 

福祉仮設住宅において、次のような支援を行う。 

 

■支援内容 

○福祉仮設住宅の集会施設等へのスタッフ詰所の設置、運営 

○福祉仮設住宅の居住環境の向上 

○健康診断、心のケア対策の実施 

○全般的な生活相談、行政支援サービスの利用相談 

○ホームヘルパーの派遣等 

 

 

第６ 外国人及び旅行者への支援 

県、折尾警察署、関係団体等と連携し、町内の外国人の被災情報の把握、相談対応

を行う。また、県が実施する（財）福岡県国際交流センターでの外国人県民相談、イ

ンターネット、ＦＭ放送等による多言語での情報提供メディアを広報する。 

災害時の旅行者の被災状況について、関係団体等から情報を収集し、状況の把握に

努める。 
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第１１節 生活救援活動 

第１ 飲料水の確保、供給 

１ 給水需要の調査 

災害により給水機能が停止するおそれがあるときは、断水地区の範囲、世帯数、人

口、断水期間等を調査し、応急給水の需要を把握する。 

 

２ 給水活動 

給水機能が停止したときは、給水需要に基づき、次のように給水活動の準備を行う。 

給水活動は、原則として指定避難所等に給水所を設置する拠点給水方式で行う。給

水所では、自治会組織等の協力を得て、住民が自ら持参した容器に給水を行うが、容

器が不足するときは、給水袋等を使用する。 

 

給水目標 

（１人１日当たり） 

○災害救助法を適用した場合で飲料水

の確保が困難なとき 
３㍑（飲料水） 

○飲料水の確保が困難であるが、搬送

給水できるとき 
14 ㍑（飲料水＋雑用水） 

○伝染病予防法により知事が飲料水施

設の使用停止を命じた場合 
20 ㍑（飲料水＋雑用水＋洗濯用水） 

○上記が比較的長期にわたるとき、必要

の都度 

35 ㍑（飲料水＋雑用水＋洗濯用水＋

入浴用水） 

応援要請 ○飲料水の確保、給水活動等が困難なときは、近隣自治体、県に応援を要請する。 

 

（１）給水所への運搬 

飲料水等の給水所への運搬は、水源地から給水容器等を使用して行う。 

 

（２）仮配水管等の設置 

水道施設の復旧に長期間を要するときは、仮配水管等の設置を中間市上下水道局に

働きかける。 

 

３ 広報 

給水所の場所、給水の日時、方法等の広報を行う。 
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第２ 食糧の確保、供給 

１ 食糧の供給対象者等 

食糧の供給対象者は、原則として次のとおりとする。供給する食糧は、米穀、乾パ

ン等の主要食糧とし、乳幼児に対しては、粉ミルクを供給する。 

また、調理することができないと認められるときは、炊き出しや弁当・製パン等の

配布を行う。供給対象者は、次のとおりである。 

なお、自主避難者の生活物資は、原則として避難者自身で準備するものとする。 

 

■供給対象者 

○避難指示等に基づき、避難所に収容された者 

○住家が被害を受け、炊事の不可能な者 

○食糧の供給機能が混乱し、通常の調達が不可能となった者 

○旅行者、町内通過者等で他に食糧を得る手段のない者 

○災害応急対策活動従事者（災害救助法の実費弁償の対象外） 

 

２ 需要の把握方法 

食糧の需要について、各班からの情報を通じて避難所の需要総数を把握する。住宅

残留者、災害応急対策活動の従事者の需要総数は、災害対策本部が把握する。 

必要な食糧の確保と供給ができない場合は、県及び隣接市町村等に対し応援を要請

する。 

 

３ 業者等からの調達 

需要調査に基づき、北九州農業協同組合やスーパー等から、パン、弁当、副食品、

炊き出し用の米穀、野菜等を調達する。 

なお、炊き出し及び弁当業者等からの調達による給食を待つことができない場合の

緊急避難的措置として備蓄食糧を供給する。 

 

４ 国からの米穀等の調達 

災害の発生に伴い、災害救助法による炊き出し及び食糧の供給を行うときは、県知

事に災害応急用米穀の要請をする。 

米穀等の受け取りは、県知事の通知に基づき、指定された業者から供給を受ける。 

 

５ 食糧の輸送 

原則として、調達業者に指定避難所等の指定地まで食糧の輸送を依頼する。業者の

輸送が困難なときは、災害援助班が町有車両及び搬送用ボートを利用し、輸送する。 

 

災害援助班 
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６ 食糧の配布 

食糧の供給場所は指定避難所等に限定するが、病院、社会福祉施設等の傷病人、要

配慮者関係の施設については直接配送を行う。 

避難者への食糧の配布は、避難所においては避難所の班長・ボランティア等、住宅

残留者についてはボランティア等の協力を得て行う。 

 

７ 食糧の確保 

備蓄倉庫等への食糧の保管を行う。 

 

８ 住民の食糧備蓄の活用 

２～３日間は、可能な限り、住民自身が備蓄している食糧で対応する。 

 

 

第３ 炊き出しの実施、支援 

必要に応じ、自治会組織やボランティア等の協力を得て炊き出しを行う。炊き出し

の場所は、状況に応じて指定避難所となる学校の調理室、遠賀町食育交流・防災セン

ター、中央公民館等を使用し、不足する調理器具、燃料、食材等は業者から調達する。 

また、状況に応じて自衛隊、ボランティア等に協力を要請する。なお、炊き出し場

所には消毒設備を設けて、衛生管理に注意する。 

 

 

第４ 生活必需品等の確保、供給 

１ 供給の対象者等 

被服その他生活必需品供給の対象者及び供給品目は、次のとおりである。 

なお、自主避難者の生活物資は、原則として避難者自身で準備するものとする。 

 

■供給対象者 

○避難指示等に基づき、避難所に収容された者 

○住家が被害を受け、日常生活に大きな支障をきたしている者 

○生活物資の供給機能が混乱し、通常の調達が不可能となった者 

○災害応急対策活動従事者（災害救助法の実費弁償の対象外） 

 

■供給品目 

○寝具（就寝に必要な最小限度の毛布等） 

○衣類（肌着、防寒着等） 

災害援助班 
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○回り品（タオル、運動靴、傘等） 

○炊事用具（鍋、釜、包丁、食器類、コンロ、バケツ等） 

○食器（茶わん、皿、はし等） 

○保育用品（ほ乳びん、紙おむつ等） 

○日用品（石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨き粉等） 

○光熱材料（マッチ、ロウソク、灯油等） 

 

２ 需要の把握方法 

生活必需品の需要については、原則として食糧と同様とするが、ボランティア等を

通した情報収集にも努める。 

また、把握した需要や分配状況について、順次災害対策本部で掌握し、県への連絡、

報告、調整を密に行う。 

 

３ 業者等からの調達 

需要調査に基づき、日本赤十字社福岡県支部、県、北九州農業協同組合やスーパー

等から生活物資を調達する。 

なお、当初にあっては、備蓄品を放出する。 

 

４ 生活必需品の輸送 

原則として調達業者に指定避難所等の指定地まで生活物資の輸送を依頼する。業者

の輸送が困難なときは、町有車両等を利用し、輸送する。 

 

５ 生活必需品の保管 

調達した生活必需品の仕分け、保管等が必要なときは、原則として物資集配拠点で

行う。 

 

６ 生活必需品の配布 

生活物資は、原則として避難所で供給する。避難所派遣職員は、避難者（班長）、

ボランティア等の協力を得て配布する。 

 

 

第５ 救援物資の受け入れ、仕分け等 

物資集配拠点を設置したときは、民間の物流専門業者やボランティア等の協力を得

て、救援物資の受け入れ、仕分け、在庫管理、配送を行う。 

また、物資の配布方法は、必要に応じて本部会議で協議のうえ決定する。（資料編

P.145） 
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第６ 被災者相談 

１ 相談窓口の設置 

住民からの問い合わせや生活相談に対応するため、状況に応じて町役場等に被災者

相談窓口を設置する。 

 

２ 対応事項 

被災者相談窓口で扱う事項は、次のとおりである。 

 

■対応事項 

○捜索依頼の受付け 

○飲料水、食糧、生活必需品等の支給に関する情報 

○応急仮設住宅の申し込み 

○被災住宅の応急修理の相談 

○災害弔慰金等の申し込み 

○生活資金等の相談 

○その他相談事項 
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第１２節 土砂災害対策 

第１ 県及び関係機関との情報連絡 

県や関係機関との綿密な連携のもと、災害情報の収集に努めるとともに、所管する

危険地域のパトロールを実施して、前兆現象（異常現象）の把握に努める。 

また、雨量に関する情報収集を行う。 

 

 

第２ 警戒体制の確立 

あらかじめ定められた危険地域毎の基準に基づき、速やかに警戒体制を確立する。 

 

１ 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の場合 

（１）第１次警戒体制 

防災パトロールを実施し、消防団の活動を要請する｡必要に応じて、警戒区域の設

定を行う｡ 

 

■第１次警戒体制をとる場合の雨量の目安 

前 日 ま で の 連 続 雨 量 が

100ミリ以上あった場合で 

前日までの連続雨量が40

～100ミリ以 上 あった場 合

で 

前 日 までの降 雨 がない場

合で 

当 日 の日 雨 量 が50 ミリを

超えたとき 

当 日 の日 雨 量 が80 ミリを

超えたとき 

当日の日雨量が100ミリを

超えたとき 

 

（２）第２次警戒体制 

住民等に避難準備を行うよう広報を行う｡必要に応じて、災害対策基本法に基づく、

避難勧告・指示を行う｡ 

 

■第２次警戒体制をとる場合の雨量の目安 

前 日 ま で の 連 続 雨 量 が

100ミリ以上あった場合で 

前日までの連続雨量が40

～100ミリ以 上 あった場 合

で 

前 日 までの降 雨 がない場

合で 

当 日 の日 雨 量 が50 ミリを

超え、時間雨量30ミリ程度

の強い雨が降りはじめたと

き 

当 日 の日 雨 量 が80 ミリを

超え、時間雨量30ミリ程度

の強い雨が降りはじめたと

き 

当日の日雨量が100ミリを

超え、時間雨量30ミリ程度

の強い雨が降りはじめたと

き 
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２ 土砂災害警戒区域（土石流）の場合 

（１）第１次警戒体制 

防災パトロールを実施し、消防団の活動を要請する｡必要に応じて、警戒区域の設

定を行う｡ 

雨量の目安は１（１）に準じる。 

 

（２）第２次警戒体制 

住民等に避難準備を行うよう広報を行う｡必要に応じて、災害対策基本法に基づく、

避難勧告・指示を行う｡ 

雨量の目安は１（２）に準じる。 

 

３ 他の危険地区の場合 

１、２を参考にし､災害対策基本法に基づく、避難勧告・指示を行う。 

 

 

第３ 災害発生時の報告 

土砂災害が発生した場合、地すべり、急傾斜地災害報告、土石流災害報告、土砂災

害及び警戒避難体制記録等により、県（所管事務所及び砂防課）に被害状況を報告す

る。また、あわせて県（総務部防災危機管理局）にも被害状況を報告する。 

 

 

第４ 救助活動 

土砂災害による被害を拡大させないため、実施計画を立てて直ちに救助活動を実施

する。 

 

■実施計画の配慮事項 

○被災者の救出 

○倒壊家屋の除去 

○流出土砂・岩石の除去 

○救助資機材の調達 

○関係機関の応援体制 

 

 

 

災害活動班・警備班 
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第１３節 住宅対策 

第１ 応急仮設住宅の建設等 

災害救助法が適用された場合は、県が応急仮設住宅を建設する。 

災害救助法が適用されない場合で多数の住家被害が発生した場合又は災害救助法

が適用され知事により救助事務を委任された場合は、町が応急仮設住宅を建設する。 

ただし、迅速な対応等の観点から、状況に応じて、町営住宅や民間賃貸住宅の空家

を借り上げて活用する。 

 

１ 需要の把握 

住宅の被害調査の結果に基づき、応急仮設住宅の概数を把握する。また、広報紙等

で入居を募集し、被災者相談窓口又は避難所にて、入居希望者を把握する。 

 

２ 用地の確保 

応急仮設住宅の建設用地は、原則として公有地を優先し、安全性やライフライン、

交通、教育等の利便性を考慮して、あらかじめ設定しておく。 

 

建設用地 ○緑ヶ丘北部地区町有地 

 

３ 応急仮設住宅の建設 

建設業者等の協力を得て、応急仮設住宅の建設を行う。 

 

４ 福祉仮設住宅の設置 

災害救助法が適用された場合は、必要に応じて、要配慮者（高齢者）を数人以上収

容し、老人居宅介護の事業等に利用できる施設を福祉仮設住宅として設置できる。 

 

５ 集会所の設置 

応急仮設住宅を、同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置したとき

は、居住者の集会等に利用するための施設を設置する。 

 

６ 応急仮設住宅の管理 

応急仮設住宅への入居を円滑に進めるとともに、応急仮設住宅の管理を行う。 

 

災害活動班 
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７ 県・町営住宅・民間賃貸住宅の確保 

県・町営住宅の空き家がある場合は、優先的に被災者に対し供給する。 

また、関係機関と連携を図り、民間賃貸住宅で空きがある場合に、町が借り上げて

供給する。 

 

８ 応急仮設住宅における被災者の支援 

町は、応急仮設住宅の入居者の管理を行う。この場合、応急仮設住宅における安心・

安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止するための心のケア、入居者によるコミュ

ニティの形成及び運営に努めるとともに、女性や要配慮者の参画を推進し、生活者の

意見を反映できるよう配慮する。 

 

 

第２ 応急仮設住宅の入居者選定 

応急仮設住宅の入居対象者は、住家が全焼、全壊又は流失した者、居住する住家が

ない者、自らの資力をもって、住宅を確保することのできない者とし、入居希望者の

状況を把握したうえで、入居者の選定方法（基準等）に関する選考委員会等を組織し、

選定を行う。 

 

 

第３ 被災住宅の応急修理 

応急修理の対象者は、住家が半壊、半焼等の被害を受け、当面の日常生活を営むこ

とができない状態にある者、自らの資力をもって、住家の修理ができない者とし、修

理により、とりあえずの日常生活を営むことのできる者とする。 

なお、応急修理は、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことのできない部分に

ついて、必要最小限度を実施する。また、被災住宅又はその周辺に置かれた土砂や倒

木・流木等、応急対策活動の支障となる障害物を除去する。 

 

 

 

災害活動班 

災害活動班 
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第１４節 防疫・清掃活動 

第１ 被災地の防疫 

１ 防疫活動 

災害により感染症が発生し、又は発生のおそれがある地域において、宗像・遠賀保

健福祉環境事務所の指示により、消毒やねずみ族、昆虫等の駆除、生活用水の使用制

限及び供給等、指定避難所の衛生管理及び防疫指導、臨時予防接種の実施の防疫活動

を行う。 

消毒範囲が広範囲に及ぶとき等は、状況に応じて自治会組織や住民の協力を得て、

防疫活動を実施する。また、生活環境の悪化に起因する感染症の予防等のため、住民

の健康管理に対する啓発を行う。 

 

２ 防疫チームの編成 

防疫活動を行うために、防疫チームを編成する。 

 

３ 防疫用薬剤・資機材の確保 

災害初期の防疫活動に必要な薬剤・資機材については、業者から調達する。不足す

るときは、県や薬剤師会等に協力を要請する。 

 

 

第２ 仮設トイレの設置 

大規模な災害が発生したときは、仮設トイレを設置する。その場合、高齢者・障害

者・女性等に配慮したものとする。 

仮設トイレは、町の備蓄分やリース会社等から調達し、調達できないときは、他自

治体及び県に要請する。（おおむね50人に１基必要） 

 

 

第３ し尿の処理 

遠賀・中間地域広域行政事務組合と連携し、処理施設等の被害状況を把握し、処理

施設等の応急復旧を図るとともに、し尿の収集・処理を行う。 

し尿の収集は、許可業者に協力を要請し、処理施設において処理する。収集・処理

が困難なときは、他市町村等の応援を得て実施する。これによっても対応できない場

合は、県へ応援を要請する。 

 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 
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第４ 生活ごみの処理 

遠賀・中間地域広域行政事務組合と連携し、処理施設等の被害状況を把握し、処理

施設等の応急復旧を図るとともに、ごみの収集・処理を行う。 

遠賀・中間地域広域行政事務組合で対応できない場合は、他市町村等の応援を得て

実施する。これによっても対応できない場合は、県へ応援を要請する。 

また、住民等への広報を実施し、ごみの収集処理方針の周知、ごみ量の削減への協

力要請、ごみの分別への協力要請を行う。 

 

 

第５ 河川、道路の障害物の除去 

１ 障害物の除去 

河川、道路等の巡視を行い、災害により発生した障害物除去を行う。この場合、緊

急啓開路線については優先する。 

住宅又はその周辺に運ばれた土砂や倒木・流木等、日常生活に著しい障害を及ぼす

障害物を除去する。住宅障害物としては、次のとおりとする。 

 

■住宅障害物 

○当面の日常生活が営めない状態のもの 

○住家の被害程度が半壊又は床上浸水したもの 

○自らの資力では障害物を除去できないもの 

○応急対策活動の支障となるもので、緊急を要するもの 

 

 

第６ 災害廃棄物処理 

１ 処理方針の決定 

被害状況をもとに災害廃棄物の発生量を見積るとともに、災害廃棄物の見積り量、

道路交通状況等をもとに、処理方針及び処理体制を定める。 

 

２ 災害廃棄物処理の対象 

損壊家屋等の解体・撤去に伴い多量に発生する廃木材及びコンクリートがら等（以

下、「災害廃棄物」という。）は、原則として所有者の責任において処理する。ただ

し、大規模な災害時には、特例措置として公費により収集・処理を行うこともある。 

 

３ 実施体制 

大規模な災害等により町が収集・処理を行う場合は、遠賀建設業協会等の協力を得

災害活動班 

災害活動班・警備班 

災害活動班 
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る。なお、収集・処理が困難なときは、他自治体や県に応援を求め、広域的な支援体

制を確立する。 

 

４ 災害廃棄物の仮置場及び搬送路の確保 

短期間での災害廃棄物の焼却処分、最終処分が困難なときは、適当な場所を仮置場

として確保するとともに、仮置場及び最終処分場までの搬送路を確保する。 

 

仮置場 ○遠賀総合運動公園西側町有地 

 

５ 処理方法 

住民への広報により、災害廃棄物の収集処理方針の周知、災害廃棄物の分別への協

力要請、仮置場の周知、最終処分場、仮置場への直接搬入の依頼を行う。 

災害廃棄物の処理方法は、次のとおりである。 

 

■災害廃棄物処理の方法 

○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

し、原則として発生場所で災害廃棄物の分別を行い、仮置場へ搬入する。 

○災害廃棄物の仮置場を設けて一時保管し、分別を行い処理する。 

○適当な分別により可能な限りリサイクルに努める。 

○木くずは、焼却処分とする。 

○コンクリート等は、破砕、選別して最終処分場に運搬し、処理する。 

○アスベスト等の有害な廃棄物については処理に注意を行い、適正に処理する。 

○災害廃棄物処理では大気汚染等環境対策に配慮し、関係業者等に処理処分基準の遵

守を指導する。 

 

 

第７ 動物等への対応 

１ 死亡した動物の処理 

宗像・遠賀保健福祉環境事務所の指導により、死亡した動物等を処理する。 

処理ができないときは、宗像・遠賀保健福祉環境事務所の指導により適正な措置を

行う。 

 

２ 愛護動物への対応 

宗像・遠賀保健福祉環境事務所や、福岡県獣医師会等と連携し、放浪している愛護

動物等を保護・収容する。 

指定避難所において、県と協力して、同行避難した愛護動物の適正な飼育について

災害活動班 
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指導等を行う等、指定避難所の環境悪化の防止と愛護動物の飼育環境の維持に努める。 

なお、危険動物が逃亡したときは、人的危害を防止するため、飼養者、折尾警察署

等と連携し、必要な措置を講じる。 

 

 

 



【風水害対策編】 第３章 災害応急対策計画 

第１５節 遺体の処理・埋葬 

127 

 

第１５節 遺体の処理・埋葬 

第１ 遺体の処理 

１ 遺体の捜索 

警察等と協力して捜索を行い、遺体を発見したときは、折尾警察署に連絡し、死体

取扱い規則に基づいて警察官の検視を受ける。 

捜索に必要な資機材を整備し、災害発生時に捜索実施機関（警察、消防、自衛隊等）

への配分に努める。 

 

２ 遺体の取扱い 

医師会等に要請し、遺体の死因その他の医学的検査を実施する。検視及び医学的検

査を終了した遺体については、身元が判明しているときは、折尾警察署と協力し遺族

に引き渡す。また、遺体の身元が判明しないときは、検査後、町が遺体識別のための

洗浄、縫合、消毒等の措置を行い、遺体を一時保存する。 

また、遺体の取り扱いに伴う感染症等の事故を防止するための資機材を整備し、災

害発生時に遺体検視所及び遺体安置所への配備に努める。 

 

３ 遺体安置所の設置 

大規模災害により多くの犠牲者があった場合は、公共施設を利用して仮設の遺体安

置所を設置する。 

 

遺体安置所 ○遠賀体育センター 

 

 

第２ 納棺用品等の確保と遺体の収容 

葬儀業者に対し、納棺用品やドライアイス等の供給及び遺体の納棺を要請する。処

理を終えた遺体は、遺体安置所へ収容する。 

また、行方不明者名簿の確認とともに、折尾警察署と協力して身元不明者の特徴等

をまとめ、問い合わせ等に対応する。遺族等の引取人があるときは、遺体を引き渡す。 

 

 

災害援助班・警備班 

災害援助班 
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第３ 遺体の埋火葬 

１ 埋火葬許可書 

役場内で遺体の埋火葬許可書を発行する。 

 

２ 埋火葬の実施 

遺族等が遺体の埋火葬を行うことが困難なとき又は遺族がいないときは、町が遺体

の埋火葬を行う。なお、埋火葬方法としては、次のとおりとする。 

 

■埋火葬方法 

○遺体は火葬場で火葬し、火葬台帳を作成する。 

○遺体が多数で火葬できないときは、近隣の自治体等に協力を要請する。 

○引き取り人のない遺骨は、遺留品とともに保管し、町が指定する墓地に仮埋葬する。 

○遺族等から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及び遺留品処理票によ

り整理し、引き渡す。 

○外国人等の埋火葬者の風俗、習慣、宗教等に配慮する。 

○遺体の身元が判明しない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」及び「行旅病人及

び行旅死亡人取扱法」に基づき、取り扱う。 

○災害救助法による、遺体の捜索、収容・処理、埋火葬等は福岡県地域防災計画等を

参照する。 

 

 

 

災害援助班 
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第１６節 文教対策 

第１ 園児、児童、生徒の安全確保、安否確認 

１ 安全の確保 

授業等を継続実施することにより、園児、児童、生徒の安全の確保が困難であると

思われる場合において、園長及び学校長は、県教育委員会等の指導助言を踏まえ、休

業等の措置をとる。 

園長及び学校長は、風雨等が強くなるおそれがあるときは、気象情報に注意すると

ともに、災害が発生したときは、園児、児童、生徒の安全を確保する。 

また、災害により、幼稚園や学校にガスの漏出、火災等の危険がある場合は、遠賀

郡消防本部、消防団等と連携し、園児、児童、生徒を安全な場所に避難誘導する。 

 

２ 登下校時の危険防止 

園長及び学校長は、登下校途中における危険を防止するため、園児、児童、生徒に

必要な注意を行う。 

また、気象等の状況によっては、休校又は通学区域ごとの集団下校、教職員による

引率等の措置をとる。 

 

３ 保護者への引渡し、保護 

園長及び学校長は、園児、児童、生徒を帰宅・下校させることが危険なときは、幼

稚園や学校で保護者に引き渡す。 

保護者の迎えがないときは、幼稚園や学校で保護する。 

 

４ 安否の確認 

災害が発生したときは、園長及び学校長を通じて園児、児童、生徒、教職員の安否

の確認を行う。 

また、園児、児童、生徒が町外へ避難したときは、保護者からの届出や、教職員に

よる訪問等により連絡先名簿を作成し、これに基づき避難先に対する照会や連絡を行

う。 

 

５ 被災児童等のメンタルケア 

教育委員会、園長及び学校長は、保健福祉環境事務所や児童相談所等の専門機関と

連携して、被災した園児、児童、生徒へのメンタルケアを行う。 

また、必要に応じてスクールカウンセラー等を学校に派遣する。 

 

教育支援班（町教育委員会） 
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第２ 応急教育 

あらかじめ災害を想定して、教育の方法、施設の確保等について計画を定め、適切

な応急対策を実施する。 

 

１ 施設、職員等の確保 

（１）場所の確保 

施設の被害を調査し、次のとおり、応急教育の場所を確保する。 

また、指定避難所等に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能になる場合に

は、他の公共施設を利用して早急に授業の再開を図る。 

なお、指定避難所に指定されている施設については、指定避難所開設の連絡を受け

た場合は、教職員は避難所として使用する施設・部屋を開放し、避難者を案内する等、

避難所の開設・運営に協力する。 

 

災害の程度 応急教育の予定場所等 

施設の一部が被害を受けたとき 
○被害を免れた施設 

○二部授業の実施 

施設の全部が被害を受けたとき ○公民館等の公共施設や近隣の学校の校舎等 

特定の地域について、 

大きな被害を受けたとき 

○避難先の最寄りの幼稚園、学校、公共施設 

○応急仮設校舎の設置 

 

（２）応急教育の準備 

応急教育計画に基づき、臨時の学級編成を行う等、授業再開に努め、安心メール等

で速やかに園児、児童、生徒及び保護者に周知する。 

 

（３）教職員の応援 

教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、県教育委員会等と連携し、

教職員の応援等必要な措置を講じる。 

 

２ 応急教育の内容 

応急教育における教育、指導の内容は、おおむね次のとおりとする。 

 

学習に関する 

教育内容 

○教具等を必要とするものは、なるべく避ける。 

○健康指導、生活指導、安全教育に直接、間接に関係する科目、例えば体育や理

科の衛生等を主として指導する。 

教育支援班 
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健康・衛生に 

関する指導 

○飲料水、食糧、手洗い等の飲食関係の衛生指導 

○衣類、寝具の衛生指導 

○住居、便所等の衛生指導 

○入浴等身体の衛生指導 

生活指導 

○児童、生徒相互の助け合いや協力の精神を育て、災害時の集団生活を指導する。 

○児童、生徒のそれぞれの発達段階に応じて、事態の認識と復興の意欲を持たせる。 

○園児、児童、生徒の心のケア対策を行う。 

 

３ 学用品の調達及び支給 

災害により住宅に被害を受け、学用品を喪失又はき損する等就学上支障が生じた児

童、生徒に対し、被害の実情に応じて教科書（教材も含む。）、文房具及び通学用品

を調達し、支給する。 

 

４ 学校給食の措置 

給食施設・設備、物資等に被害があったときは、給食実施の可否について決定する。

その場合、給食施設等に応急措置を施し、衛生管理に特に留意して、できる限り継続

実施するように努める。 

 

 

第３ 保育園児の安全確保、安否確認 

１ 安全の確保 

保育を継続実施することにより、園児の安全の確保が困難であると思われる場合に

おいて、園長は休業等の措置をとる。 

園長は、風雨等が強くなるおそれがある場合は、気象情報に注意するとともに、災

害が発生したときは、園児の安全を確保する。 

また、災害により保育園にガスの漏出、火災等の危険があるときは、遠賀郡消防本

部、消防団等と連携し、園児を安全な場所に避難誘導する。 

 

２ 園児の保護 

園長は、保護者の迎えがないときは、園児を保育園にて保護する。 

 

３ 安否の確認 

災害が発生したときは、園長を通じて園児、職員の安否確認を行うとともに、保護

者の安否情報の把握に努める。 

 

 

災害援助班 
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第４ 応急保育 

園長を通じて保育施設の被害状況を把握し、復旧に努める。既存施設で保育ができ

ないときは、臨時の場所を確保する。 

緊急に保育が必要なときは、保育措置の手続きを省き、一時的保育に努める。 

 

 

第５ 文化財応急対策 

文化財が被害を受けたときは、所有者（管理責任者）は被災状況を調査し、町（教

育支援班）を通じて県教育委員会に報告する。 

町が所有又は管理する文化財については、その被害状況を調査して、県教育委員会

へ報告し、必要な措置を講ずる。 

 

 

 

災害援助班 

教育支援班 
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第１７節 公共施設等の応急対策 

第１ 水道の応急対策 

１ 応急対策 

水道施設等が被災し、機能停止したときは、取水施設、配水設備、配水管等の被害

状況を調査し、速やかに応急復旧対策を行うよう中間市上下水道局に働きかける。 

 

２ 復旧対策 

住民に対し、破損箇所、注意事項、復旧作業の状況を広報するとともに、必要に応

じて民間建設業者や他自治体の水道事業者等の協力を得ながら、中間市上下水道局と

連携して復旧対策を行う。 

 

 

第２ 下水道の応急対策 

下水道施設等が被災し、機能停止したときは、速やかに応急復旧対策を行う。 

 

１ 応急対策 

汚水管渠、汚水処理施設の被害状況を調査し、次の応急対策を行う。 

 

■応急対策 

○汚水管渠は、汚水の疎通に支障のないよう、迅速に応急措置を講じる。 

○終末処理場等が停電したときは、直ちに非常用発電装置に切り替える。 

○終末処理施設等が破損し、漏水が生じたときは、迅速に破損箇所の応急修理を行う。 

○多量の塵芥等による管渠の閉塞又は流下が阻害されないよう、応急処置を行う。 

 

２ 復旧対策 

住民に対し、破損箇所、注意事項、復旧作業の状況及び排水禁止区域等を広報する

とともに、復旧対策を行う。 

また、下水道施設が被災したときは、公益社団法人日本下水道管路管理業協会等の

協力により、応急復旧を行う。 

 

 

災害活動班 

災害活動班 
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第３ 電気の応急対策 

災害により電気の供給が停止し、又は停止するおそれがあるときは、九州電力（株）

が定める防災業務計画により、応急復旧対策を行う。 

 

１ 応急対策 

九州電力（株）に対し、対策組織の設置、被害状況の調査、災害対策活動の実施を

要請する。 

 

２ 復旧対策 

住民に対し、電線等による感電防止、被害状況、復旧の見通し等について広報する

とともに、九州電力（株）に対し、復旧事業を実施するよう要請する。 

 

 

第４ 電話の応急対策 

通信事業者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるときは、重要通信

を確保し、あるいは被災した電気通信設備等を迅速に復旧するための情報の収集を行

い、通信を確保する。 

 

１ 応急対策 

通信事業者に対し、被害状況の調査、応急対策活動の実施を要請する。 

 

■応急対策の内容 

○通信輻輳の緩和及び重要通信の確保 

○被災地特設公衆電話の設置（資料編P.9） 

○災害伝言ダイヤル（１７１）の提供 

○災害用ブロードバンド伝言版（ｗｅｂ１７１）の提供 

 

２ 復旧対策 

回線に障害が生じた場合は、通信の途絶の解消及び重要通信の確保に努める。 

復旧対策に当たっては、次の機関に設置される電話回線及び専用線等各一回線以上

を優先回線として復旧する。 

 

○第一順位：気象、水防、消防、災害救助、警察、防衛の機関 

輸送確保、通信確保、電力供給確保に直接関係がある機関 

○第二順位：ガス供給確保、下水道・水道供給確保、報道、金融の機関 

国又は地方公共団体の機関（第一順位以外） 

災害活動班 

災害活動班 
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住民に対して、報道機関と連携して、故障情報、回線情報、輻輳回避策及び利用案

内等について広報するとともに、通信事業者に対し、復旧事業を実施するよう要請す

る。 

 

 

第５ ガス施設の応急対策 

ガス事業者は、災害が発生したときは、ガス施設等について被害状況を調査し、必

要に応じて二次災害防止の措置を行い、応急復旧対策を行う。 

 

１ 応急対策 

ガス事業者に対し、情報の収集、被災状況の調査を要請する。また、地元テレビ等

を通じて、二次災害発生防止の観点から、保安確保のための放送を依頼する。 

 

２ 復旧対策 

被災の正確な情報に基づき、必要な復旧対策を整え、復旧事業を実施するよう要請

する。 

 

 

第６ 道路・橋りょうの応急対策 

道路管理者は、災害が発生したときは、道路、橋りょうについて被害状況を調査し、

応急復旧対策を行う。 

 

１ 応急対策 

災害が発生したときは、道路の被害状況、道路上の障害物の状況を調査する。通行

が危険な路線・区間は、公安委員会に通報し、交通規制等の措置を要請する。 

また、町道以外の道路が被災し通行に支障をきたすときは、道路管理者に通知し、

応急復旧の実施を要請する。 

 

２ 復旧対策 

町道が被災したときは、遠賀建設業協会等の協力により応急復旧を行う。また、町

単独での実施が困難なときは、県や自衛隊等に対し応援を要請する。 

 

  

災害活動班 

災害活動班 
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第７ 鉄道施設の応急対策 

災害が発生したときは、九州旅客鉄道（株）は応急復旧対策を行う。 

 

１ 応急対策 

災害発生時における列車の運転規則に基づき対応を図る。 

 

２ 復旧対策 

正確な状況把握を行い、諸規則に基づき復旧計画等を策定し、速やかな復旧を図る。 

 

 

第８ その他の公共施設の応急対策 

災害が発生したときは、役場や公民館等の公共施設について、利用者等の安全確保

と施設機能の保全・回復のため、応急対策を行う。 

 

１ 利用者の安全確保 

対策に当たっては、利用者等の安全確保の点から、施設利用者等の避難誘導及び人

命救助を第一とする。 

また、館内放送や職員の案内等により、混乱を防止する。なお、応急措置の状況を

災害対策本部へ報告する。 

 

２ 施設機能の保全・回復 

施設機能の保全・回復に当たっては、施設の被害調査を速やかに行い、危険箇所に

対し、立入り禁止等の危険防止措置を行う。 

また、機能確保のため必要限度内の復旧措置を行うとともに、電気、電話、ガス、

水道等の補修が困難なときは、関係機関に応援を要請する。 

 

 

 

災害活動班 

総務連絡班・災害活動班 
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第１８節 農業施設等応急対策 

第１ 農業施設等応急対策 

県や関係機関と連携を図りながら、農業施設等の被害の実態を早期に調査し、応急

復旧を図る。 

農作物の状況や、かんがい排水施設の被害状況を速やかに把握し、被害の程度に応

じて、施設の管理者に対し、必要な指示を行って処置させるとともに、事後の本復旧

が速やかに進行するよう努める。 

 

 

第２ ため池の応急対策 

ため池管理者は、ため池に決壊のおそれが生じたときは、緊急パトロールを実施し

て危険箇所を把握し、住民の避難が迅速に行えるよう速やかに町に通報する。危険箇

所については、貯水位の低減や堤体の補強等を行う。 

町は、ため池が決壊した場合、もしくは決壊のおそれが生じた場合は、速やかに県、

関係機関へ通報するとともに、人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避

難させる。また、ため池施設の被害は、下流域に大きな二次災害を発生させるおそれ

があることから、速やかに応急対策を行う。 

 

 

 

総務連絡班・災害活動班 

災害活動班 
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第１９節 帰宅困難者対策 

第１ 町内からの帰宅困難者対策 

町外から本町に来ていて、公共交通機関が運行を停止したことにより帰宅が困難と

なった滞留者について、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等によ

り、一斉帰宅の抑制を図るとともに、必要に応じて、公共施設や、企業の協力による

施設を一時的に使用し、収容する。 

また、帰宅困難者に関する町内外間の情報収集と伝達に努めるとともに、食糧や飲

料水の配給を行う。 

 

第２ 町外からの帰宅困難者対策 

本町から町外に出ていて帰宅が困難となった滞留者について、町内外間の情報収集

と伝達に努めるとともに、関係自治体に対して一時的な収容や、食糧・飲料水の支給

等の支援を要請する。 

 

 

 

総務連絡班 

総務連絡班 
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第２０節 災害警備活動 

第１ 警備体制の確立 

１ 災害警備体制の確立 

折尾警察署は、災害が発生したときは、迅速に警備体制を確立する。 

 

２ 警察の役割 

折尾警察署は、次の事項について、住民等の生命と身体の保護を第一とした災害警

備活動に努める。 

 

■災害警備活動の内容 

○情報の収集及び伝達 

○被害実態の把握 

○警戒区域の設定 

○被災者の救出・救護 

○行方不明者の捜索 

○被災地、危険箇所等の警戒 

○住民等に対する避難指示及び誘導 

○不法事案等の予防及び取締り（防犯） 

○避難路及び緊急輸送路の確保 

○交通の混乱防止及び交通秩序の確保 

○民心の安定に必要な広報活動 

○災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集 

○関係機関の応急対策等に対する協力 

 

 

第２ 防犯活動への協力 

１ 巡回パトロール 

折尾警察署、自主防災組織及び消防団と連携し、放火・窃盗・暴力その他の犯罪防

止のため、被災地及び避難所の巡回パトロールを行う。 

特に、高齢者、女性や子ども等の要配慮者の安全・安心の確保に配慮する。 

 

２ 防犯活動への協力要請等 

防犯組合に対し、避難所及び被災地における防犯活動への協力を要請する。 

 

 

警備班 

総務連絡班 
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第２１節 複合災害対策 

第１ 複合災害対策の概要 

本町における複合災害としては、大きな被害をもたらす風水害と地震・津波災害が

同時に又は連続して発生する事態が想定される。 

複合災害時にも、本計画に掲げる予防対策の実施を前提として、応急対策等を実施

していくこととなるが、対応すべき業務の増大に伴い要員の確保が課題となることに

加え、応急対策において、先行して発生した災害による交通・輸送網・通信網の寸断、

電気・ガス・水道等のライフラインの不通、災害拠点施設・避難施設・病院等の対応

拠点の損壊、防災設備・機材の損壊、要避難者数の増加といった様々な障害や問題へ

の対処が必要となる中で、新たな災害への対応をしていく必要が生じる等、より対応

が困難となる状況が予想される。 

例えば、地震による交通・輸送網・通信網の寸断、ライフラインの不通、町庁舎等

の対応拠点の損壊等の被害が生じた状況下で、大雨に対する水防活動、浸水や土砂災

害に対する避難誘導、土砂災害からの救助・救急活動等を実施することが必要となる。

あるいは、市街地の多くが浸水し、大雨が続く中で、建物の倒壊等による被災者の救

助・救急活動等を実施することが必要となる。 

このような事態に対して、必要な人員や資機材を確保し、それらを有効に活用でき

る体制を整備することが重要となる。 

 

 

第２ 基本的な考え方 

複合災害時には、一つの災害が収まった後にも別の災害が継続した状況になること

も想定されるため、災害対応が可能な安全な施設を確保し、災害応急対策に当たるこ

とを基本とする。 

災害応急対策の実施に当たっては、発生したそれぞれの災害の程度や被害の度合い、

その進展に鑑み、命を守る観点からの対策を優先して行うことを基本的な判断基準と

して、人員や資機材を投入する。 

また、複合災害時には、単一の災害時に比べ、より情報と人的資源が不足した状況

となり、対応が困難となることが想定されるため、単一の災害時以上に情報収集及び

情報共有に努める。 
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第３ 災害活動体制 

複合災害時において、先に発生した災害に多くの人員を派遣し、後に発生した災害

への対応が遅れる事態を回避し、その責務及び処理すべき業務を遂行するため、、適

切な人員配置を図るとともに、速やかに県、他市町村及び防災関連機関への応援要請

を行う等、迅速に活動体制を確立する。 

 

 

第４ 避難等の防災対策 

地震災害後に大雨等が予想される場合は、複合災害を考慮して、避難指示・勧告等

の発令を行う。また、単一の災害時以上に住民への情報伝達に困難が予想されること

を踏まえ、複合災害を考慮した情報伝達を行う。 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 災害復旧・復興計画 
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第４章 災害復旧・復興計画 

第１節 災害復旧・復興への基本方針 

第１ 基本方針 

風水害や震災等、ひとたび大災害が発生すると、多大な人命及び財産が失われるこ

とが十分に想定される。 

被災地の復旧・復興は、被災者の生活再建を基本にしながら、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とともに、住民

の意向を尊重しつつ協働して計画的に、県・関係機関と連携して迅速かつ円滑に進め

る。 

なお、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するとともに、あわせて、

高齢者、障害者等の要配慮者の参画を促進する。 

 

 

第２ 災害復旧・復興体制 

大規模な災害が発生し、必要と認められるときは、町長を本部長とした災害復旧・

復興本部（町課長会）を設置し、災害復旧の総合調整を行う。 

 

 

第３ 災害復旧事業の推進 

被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度の災害発生防止等

の観点から、可能な限り改良復旧を行うものとする。 

なお、災害復旧事業の実施に当たっては、あらかじめ定めた物資や資材の調達計画

及び人材の広域応援、公務員OBの活用、民間人の任期付雇用等に関する制度を活用し

つつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行い、又は支援するものとする。 

 

 

 

総務課 

総務課 

総務課 
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第２節 被災者等の生活再建等の支援 

第１ 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に対応するため、生活相

談を行う。 

そのため、被災者のための相談所を設け、要望事項や苦情等を聴取するとともに、

必要に応じて広報車等により被災地を巡回して移動相談を行う。 

また、国や県をはじめとする関係機関による支援情報を収集し、総合的に情報提供

を行うとともに、必要に応じて的確な窓口への誘導を図る。 

さらに、女性や要配慮者特有の問題に関する相談に応じるため、避難所等の必要な

場所へ女性相談員や保健師等を派遣する等、相談受付体制を整備する。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、避難先の市町村と協力す

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。 

 

 

第２ り災証明書の交付 

被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的確に

把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査やり災証明書の交付の体制

を確立する。 

町長は、災害が発生した場合において、災害の被災者から申請があったときは、遅

滞なく、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づいて、住家の被害その

他町長が定める種類の被害の状況を調査し、り災証明書を交付する。 

また、火災に起因するり災証明書の交付に関する事務は、遠賀郡消防本部が行う。 

 

 

第３ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

１ 被災者台帳の作成 

町長は、災害が発生した場合において、災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に

実施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措

置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者

の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 

 

 

総務課・福祉課 

災害援助班・総務課 

総務課 
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○氏名 

○生年月日 

○性別 

○住所又は居所 

○住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況 

○援護の実施の状況 

○要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 

○電話番号その他の連絡先 

○世帯の構成 

○り災証明書の交付の状況 

○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 

○提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

○被災者台帳の作成に当たり、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号

を利用する場合には、当該被災者の個人番号 

○その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 

 

町長は、被災者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

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ために内部で

利用することができる。 

町長は、被災者台帳の作成のため必要があるときは、関係地方公共団体の長等に対

して被災者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

２ 台帳情報の利用及び提供 

町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、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ために提供することができる。 

 

○本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。）の同意があ

るとき、又は本人に提供するとき 

○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に係る台帳情報を利用する

とき 

 

上記の台帳情報の提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を

台帳情報を保有する町長に提出しなければならない。 

 

 



【風水害対策編】 第４章 復旧・復興計画 

第２節 被災者等の生活再建等の支援 

145 

 

○申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地） 

○申請対象の被災者を特定するために必要な情報 

○提供を受けようとする台帳情報の範囲 

○提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者の情報が含まれる場合は、その

使用目的 

○その他台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項 

 

町長は、台帳情報の提供に関する申請があった場合、当該申請が不当な目的による

ものと認めるとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が

不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請

に係る台帳情報を提供することができる。ただし、その場合、提供する台帳情報には、

当該被災者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号を含めないものとする。 

 

 

第４ 義援金品の受け入れ、配分 

１ 義援金の受け入れ 

義援金の受け入れを速やかに行うため、受付窓口を設置して受付記録を作成し、寄

託者に受領書を発行する。 

 

２ 義援金の保管 

義援金を被災者に配分するまで、指定金融機関に専用口座をつくり、受け払い簿を

作成して管理・保管する。 

 

３ 義援金の配分 

義援金は、配分委員会を設けて配分方法を決定し、被災者に対し適正かつ円滑に配

分する。 

 

４ 義援品（救援物資）の受け入れ、配分 

義援品（救援物資）については、ボランティア等の協力を得て、救援物資の受け入

れ、仕分け、町有倉庫に保管、在庫管理を行い、災害対策本部の決定のもとに配分す

る。 

 

 

福祉課・会計課 
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第５ 災害弔慰金等の支給 

１ 災害弔慰金等 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づく遠賀町災害弔慰

金の支給等に関する条例又は遠賀町災害弔慰金及び見舞金に関する条例により、災害

弔慰金及び災害障害見舞金を支給する。 

 

■災害弔慰金・災害障害見舞金の概要 

災害弔慰金 

対象災害 ○自然災害 

・１市町村において住居が５世帯以上滅失 

・県内において災害救助法が適用された市町村が１以上 

・県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上 

・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む県が２以上 

支給額 ①生計維持者 ： 500万円 

②その他の者 ： 250万円 

受給遺族 ①配偶者、子、父母、孫、祖父母 

②死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹（同居、一の生計） 

災害障害見舞金 

対象災害 ○災害弔慰金に同じ 

支給額 ①生計維持者 ： 250万円 

②その他の者 ： 125万円 

受給者 ○対象自然災害により重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢をひ

じ関節以上切断等）を受けた者 

 

２ 被災者生活再建支援金 

被災者生活再建支援金とは、自然災害により住宅に著しい被害を受けた住民の生活

再建のため、支援金を支給する制度である。 

被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）に基づき、自然災害により生活基盤

に著しい被害を受けた被災者で、経済的理由により自立して生活を再建することが困

難な被災者に対し援助を行う。 

そのため、被災者生活再建支援法及び福岡県被災者生活再建支援交付要綱に基づく

支援金の申請の受付を行い、確認の後県に送付する。 

 

■被災者生活再建支援金 

対象となる自然災害 

①災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村 

②１０世帯以上の住宅が全壊した市町村 

③１００世帯以上の住宅が全壊した都道府県 

福祉課 
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④①又は②の市町村を含む都道府県で、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。） 

⑤①又は②の市町村若しくは③の都道府県に隣接し、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。） 

⑥①又は②の市町村を含む都道府県若しくは③の都道府県が２以上ある場合で、 

・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） 

・２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） 

 

支給対象世帯 

①住宅が全壊した世帯 

②住宅が半壊し、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 

③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 

④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） 

 

支給額（単身世帯は以下の額の 3/4） 

注）１．支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額になる。 

２．基礎支援金の①～④は支給対象世帯の要件の番号に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎支援金 

（住宅の被害に応じて支給） 

全壊①、解体②、長期避難③ 100 万円 

大規模半壊④ 50 万円 

加算支援金 

（住宅の再建方法に応じて支給） 

建設・購入 200 万円 

補修 100 万円 

賃借（公営住宅以外） 50 万円 

 

被

災

者

 

（ り 災証明書 

等必要書類 

添付）  

市

町

村

 

県

 

（
財
）
都
道
府
県
会
館 

国

 

補助金の交付申請 

補助金の交付 

支援金支給（ 口座振込）  

※県では支援金支給に関する事務の全部を財団法人都道府県会館に委託し ている。  
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第６ 災害救援資金等の貸与 

１ 災害援護資金 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「遠賀町災害弔慰金の支給等に関する条

例」により、災害援護資金を貸し付ける。 

 

■災害援護資金の概要 

対象災害 ○県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の

自然災害 

貸付限度額 ○一世帯当たり３５０万円以内で被害の程度、種類に応じた額 

貸付条件 ○世帯人員に応じた所得制限がある 

○年利：３％、据置期間：原則3年、償還期限：１０年（据置期間を含む） 

 

２ 生活福祉資金 

災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯に対し、県社会

福祉協議会が、生活福祉資金を貸し付ける。 

ただし、災害援護資金や他の制度資金等の対象となる場合、この資金の貸し付け対

象とならない場合がある。 

 

  

福祉課 
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第７ 租税の減免等 

１ 町税の減免等 

災害によって被害を受けた住民に対して、住民税等の減免、納税期限の延長及び徴

収猶予を行う。 
 

期限の延長 
○被災した納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は町税を納付もしく

は納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

徴 収 猶 予        

○災害により財産に被害を受けた納税義務者等が住民税を一時に納付し、又は納入

することができないと認められるときは、申請に基づき、原則１年以内にかぎり徴収

を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の

延長を行う。 

滞納処分の

執行の停止

等 

○災害により、滞納者が無財産になる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行停

止、換価の猶予等適切な措置を講ずる。 

減免 

○被災した納税義務者に対し、該当する各税目等について減免を行う。 

個人の住民税 ○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減免を行う。 

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。 介護保険料 

国民年金保険料 

特別土地保有税 ○災害により著しく価値を減じた土地について減免を行う。 

 

２ 国税・県税の減免等 

被災者の納付すべき国税及び県税について、法令及び県条例の規定に基づき、申告、

申請、請求、その他書類の提出又は納付もしくは納入に関する期限の延長、徴収猶予、

滞納処分の執行の停止等並びに減免の措置を、災害の状況により実施する。 

 

 

第８ 住宅復興資金の融資 

被災者に対し、住宅建設等に関する融資制度の情報提供等を行う。 

 

１ 住宅復興資金 

災害により住宅を失い、又は破損した者が住宅の建設、補修、購入、宅地整備等を

行えるよう、住宅金融支援機構が災害住宅復興資金を融資する。 

 

２ 個人住宅災害緊急建設資金 

福岡県個人住宅災害緊急建設資金貸付制度を周知し、被災者に対して、住宅の新築、

改築資金調達の促進を図る。 

総務課・税務課 

総務課 
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第９ 災害公営住宅の建設等 

大規模な災害が発生し、自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定

を図るため、住宅被害の状況や被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営

住宅を建設、もしくは買収又は被災者へ転貸するための借り上げを行う。 

 

 

第１０ 雇用機会の確保 

被災事業所の雇用維持及び被災者の職業斡旋について、被災者に情報提供を行うと

ともに、福岡労働局及び県に対する要請等必要な対応を行う。 

公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、

離職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握し、次の措置を行う。 

 

■職業安定所の措置 

○被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

○公共職業安定所に出頭することが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は

巡回職業相談の実施 

○公共職業訓練や求職者支援訓練の受講斡旋、職業転換給付金や職業訓練受講給付金

制度の活用 

○雇用保険の失業給付に関する特例措置 

 

 

第１１ 郵便事業の支援措置 

災害救助法の適用があった場合において、日本郵便株式会社が行う郵便事業に係る

災害特別事務取扱及び援護対策を実施する。 

 

■郵便事業の特別業務 

○被災者に対する通常葉書及び郵便書簡の無償交付 

○被災者が差し出す郵便物の料金免除 

○被災地（地方公共団体等）あて救援物資を内容とするゆうパック及び救助用又は見

舞い用の現金書留郵便物の料金免除 

 

 

  

まちづくり課 

総務課・建設課 

総務課 
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第１２ 農林業者への支援 

被災した農林業者に対し、災害復旧融資制度の情報提供を、福岡県及び農業協同組

合等の協力により行う。 

融資制度は、次の図のようなものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３ 中小企業者への支援 

被災した中小企業者に対する災害復旧融資制度の情報提供を、福岡県、商工会等の

協力により行う。 

融資制度の種類としては、福岡県による融資（中小企業融資制度）、（株）日本金

融公庫の中小企業事業による融資、国民生活事業による融資、（株）商工組合中央金

庫による融資がある。 

 

 

 

 

  

総務課・まちづくり課 

 

被 災 農 業 者  

被 災 林 業 者  

被 災 漁 業 者  

被 災 組 合  

共 同 利 用 施 設  

天災資金〔 事業資金〕（ 中金）（ 信連）

天災資金〔 経営資金〕（ 農協等）  

農林漁業災害対策資金 

特別資金（ 公庫）  

経営安定資金（ 農協等）  

農業基盤整備資金（ 公庫）  

林業基盤整備資金（ 公庫）  

漁業基盤整備資金（ 公庫）  

漁船資金（ 公庫）  

主務大臣指定災害（ 公庫）  

復旧資金〔 施設資金〕  

共同利用施設災害（ 公庫）  

復旧資金 

農林漁業セーフ ティ ネッ ト 資金 

（ 公庫）〔 災害資金〕  

中金＝農林中央金庫 

信金＝信用漁業協同組合連合 

公庫＝日本政策金融公庫 

総務課・まちづくり課 
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第１４ 風評による人権侵害等を防止するための啓発 

災害時の風評による人権侵害・産業不振等を防止するため、積極的に広報・啓発等

の措置を講ずる。 

 

■主な措置 

○インターネットによる情報提供 

○風評被害対策用啓発リーフレットの作成 

○広報紙への掲載 

○講演会の開催 

 

 

第１５ 遺失物 

遺失物や遺留品は、被災者にとって大切な思い出であることから、災害ボランティ

ア等の協力を得て、洗浄や一時保存を行う。 

 

 

 

災害援助班 

福祉課 
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第３節 災害復旧事業 

第１ 災害復旧事業の推進 

被災した施設の原形復旧に併せ、災害の再発を防止するために必要な施設の新設、

改良等の復旧事業を迅速に行う。 

 

■災害復旧事業の種類 

○公共土木施設災害復旧事業計画 

・河川、海岸、砂防設備、治山施設、道路、橋梁 

○農林水産業施設災害復旧事業計画 

・農地、農業用施設、共同利用施設 

○都市施設災害復旧事業計画 

・街路、公園、下水道等 

○公営住宅災害復旧事業計画 

○公立文教施設災害復旧事業計画 

○社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業計画 

○医療施設災害復旧事業計画 

○公営企業災害復旧事業計画 

○公用財産災害復旧事業計画 

○ライフライン・交通輸送機関災害復旧事業計画 

○文化財災害復旧事業計画 

○その他の災害復旧事業計画 

 

 

第２ 激甚法による災害復旧事業 

甚大な災害が発生した場合には、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として、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。）が制定されている。 

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

状況をとりまとめ、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。 

町の区域内に災害が発生した場合は、災害対策基本法第53条第１項の規定に基づき、

被害状況等を県に対して報告する。県は市町村からの報告及び調査結果に基づき、激

甚災害の指定が必要と判断した場合には、国の関係省庁との連絡を密し、早期指定の

総務課・各課 

総務課・各課 
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促進を図る。 

激甚災害に指定されたときは、激甚法に基づいて復旧事業を行う。 

 

助成区分 財政援助を受ける主な事業等 

公共土木施設災害

復旧事業等に関する 

特別の財政援助 

○公共土木施設災害関連事業 

○公立学校施設災害復旧事業 

○公営住宅災害復旧事業 

○生活保護施設災害復旧事業 

○児童福祉施設災害復旧事業 

○老人福祉施設（養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム）災害復旧

事業 

○身体障害者福祉施設（身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施

設等）災害復旧事業 

○堆積土砂排除事業 

○湛水排除事業 

農林水産業に関す

る 

特別の助成 

○農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

○農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

○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

の特例 

○森林災害復旧事業に対する補助 

○森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

○土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

中小企業に関する 

特別の助成 

○中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

助成区分 財政援助を受ける事業等 

その他の財政援助 

及び助成 

○公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

○私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

○市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

○水防資材費の補助の特例 

○り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

○小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

○雇用保険法による求職者給付に関する特例 
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■激甚災害指定手続きフロー 
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第４節 復興計画 

第１ 災害復興事業の推進 

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、災害に強いまちづくり等の

中長期的課題の解決も含めた計画的な復興を図るため、復興計画を作成する。 

復興計画の作成に際しては、地域の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かんがみ、その維持・回

復や再構築に十分に配慮する。 

 

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。 

 

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、社会情勢や県民のニーズの変化、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、県及び関係機関と諸事業を調

整しつつ計画的に復興を進める。 

 

４ 復旧・復興事業からの暴力団排除 

警察の協力のもと、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、業界団体等に必要な働きかけを行う等、復旧・復興事

業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

 

 

総務課・各課 
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