
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠 賀 町 地 域 防 災 計画 

（地震・津波対策編） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

遠賀町防災会議 
  



 

 

 

  



 

 

― 目 次 ― 
 

第 1 章 総則 ··························································· 1 

第 1 節 計画の目的・位置づけ等 ····································· 1 

第 2 節 町の概況 ··················································· 4 

第 3 節 災害の想定 ················································· 8 

第 4 節 計画の運用等 ·············································· 12 

第 5 節 防災関係機関等の業務大綱··································· 13 
 

第 2 章 災害予防計画 ·················································· 30 

第 1 節 災害に強い組織・人づくり··································· 30 

第 2 節 災害に強いまちづくり ······································ 39 

第 3 節 応急活動体制の整備 ········································ 46 
 

第 3 章 災害応急対策計画 ·············································· 66 

第 1 節 応急活動体制 ·············································· 66 

第 2 節 情報の収集伝達、災害警戒··································· 76 

第 3 節 災害広報・広聴 ············································ 82 

第 4 節 応援要請 ·················································· 83 

第 5 節 災害救助法の適用 ·········································· 84 

第 6 節 救助・救急・消防活動 ······································ 85 

第 7 節 医療救護活動 ·············································· 88 

第 8 節 交通・輸送対策 ············································ 90 

第 9 節 避難対策 ·················································· 91 

第 10 節 要配慮者（避難行動要支援者）対策 ························· 96 

第 11 節 生活救援活動 ············································· 97 

第 12 節 住宅対策 ················································· 98 

第 13 節 防疫・清掃活動 ·········································· 102 

第 14 節 遺体の処理・埋葬 ········································ 103 

第 15 節 文教対策 ················································ 104 

第 16 節 公共施設等の応急対策 ···································· 106 

第 17 節 農業施設等応急対策 ······································ 108 

第 18 節 帰宅困難者対策 ·········································· 109 

第 19 節 災害警備活動 ············································ 110 

第 20 節 複合災害対策 ············································ 111 
 

第 4 章 災害復旧・復興計画 ··········································· 112 

第 1 節 災害復旧・復興への基本方針 ································ 112 

第 2 節 被災者等の生活再建等の支援 ································ 113 

第 3 節 災害復旧事業 ············································· 115 

第 4 節 復興計画 ················································· 116 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



【地震・津波対策編】 第１章 総則 

第１節 計画の目的・位置づけ等 

1 

 

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）のうち地震・津

波災害対策に関し、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（地震・津波対策編）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【地震・津波対策

 

２ 

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

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。

 

３ 

県内の確認されている主

警固断層系、水縄断層系、宇美断層の６断層

町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震・津波対策

 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

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。

 活断層 

県内の確認されている主

警固断層系、水縄断層系、宇美断層の６断層

町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。

出典：地震に関する防災アセスメント調査（平成

地震・津波対策編】 第１章

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

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。

県内の確認されている主

警固断層系、水縄断層系、宇美断層の６断層

町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。

出典：地震に関する防災アセスメント調査（平成

第１章 総則 

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

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。

県内の確認されている主な活断層としては、小倉東断層、福智山断層、西山断層系、

警固断層系、水縄断層系、宇美断層の６断層

町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。

図 想定地震の震源断層分布図

出典：地震に関する防災アセスメント調査（平成
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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、
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町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。

想定地震の震源断層分布図 

出典：地震に関する防災アセスメント調査（平成24

第２節

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

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

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。 

な活断層としては、小倉東断層、福智山断層、西山断層系、

があげられる。 

町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。

24年3月、福岡県）

第２節 町の概況

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

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

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

な活断層としては、小倉東断層、福智山断層、西山断層系、

町域内を走る断層はなく、本町の周辺には福知山断層、西山断層系がある。 

月、福岡県） 

町の概況 

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

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

な活断層としては、小倉東断層、福智山断層、西山断層系、
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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 

福岡管区気象台での過去からの有感地震記録によると、明治37年の観測開始以来、

平成17年の福岡県西方沖地震まで震度５以上を観測したことは一度もなく、最も大き

な震度は４で、昭和16年の日向灘の地震、昭和43年の愛媛県西方沖の地震、平成３年

の周防灘の地震、平成８年の日向灘の地震の４回を経験している。 

しかしながら、平成17年の福岡県西方沖地震や平成28年の熊本地震では、大きな被

害はなかったものの、本町においても震度５弱を記録している。 

 

■地震・津波に係る主な災害履歴年表（1804 年以降） 

西暦 年号 年 月 日 
災害 

区分 
出来事 

1854 嘉永 7 11 5 地震 
11 月 5 日暮七つ大地震、遠賀町内で 4、5 軒倒壊(安政

南海地震) 

2005 平成 17 3 20 地震 

福岡県西方沖地震、震度５弱 

（全体の被害） 

・福岡市を中心に被害（最大震度 6 弱） 

・死者１名、重傷者 197 名、全壊住家 143 棟 

2016 平成 28 4 
14 

16 
地震 

熊本地震、遠賀町で震度 5 弱 

（全体の被害：平成 28 年 12 月時点） 

・熊本県を中心に大きな被害（最大震度 7） 

・死者 161 名、重傷者 1,087 名、全壊住家 8,369 棟 

 

 

第２ 地震災害の想定 

１ 想定地震と震度 

福岡県の「地震に関する防災アセスメント調査」（平成24年3月）においては、県

内において存在が確認されている6つの活断層について震度を想定している。 

それによると、本町での最大震度は福知山断層による地震及び西山断層による地震

で、６強と想定している。 

なお、内閣府が公表した南海トラフの巨大地震の被害想定によると、本町での最大

震度は５弱である。 

 

２ 地震動による被害想定 

県防災アセスメント調査において、県内に大きな影響を及ぼす警固断層、小倉東断
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層、西山断層、水縄断層の地震による被害想定とともに、福岡県内どこでも地震が生

じ得ることから、直下型地震が発生した場合の被害想定を行っている。 

本町において大きな被害が想定されるのは、西山断層による地震と直下型地震であ

り、最大被害の概要は次のように想定されている。 

 

被害対象 被害種別 
被害数 

西山断層の地震 直下型地震 

建物被害 
全壊・大破 87 棟 60 棟 

半壊・中破 74 棟 84 棟 

火災被害 全出火 1 件 1 件 

人的被害 

死者 6 名 3 名 

負傷者 292 名 233 名 

要救出者 24 名 16 名 

要後方医療搬送者 29 名 23 名 

食糧供給対象者 19,755 名 19,755 名 

給水対象世帯 7,662 世帯 7,662 世帯 

生活物資供給対象者 136 名 94 名 

ライフライン被害 
上水道管被害箇所 107 箇所 111 箇所 

下水道管被害箇所 37 箇所 9 箇所 

注）直下型地震は、特定の地震の発生を想定したものではなく、市町村内での地震動の分

布状況を把握し、市町村の地震対策に資することを目的として、基盤上に一定の地震動

を与えて震度分布を作成し、それを基に被害想定を行ったものである。 

 

また、地震動により斜面の崩壊等の被害が発生するおそれがある。 
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３ 液状化による被害 

本県においては地震に伴う液状化による被害はあまり生じていないが、県防災アセ

スメント調査では、西山断層や福知山断層の地震が発生した場合、遠賀町の平野部の

ほとんどが液状化危険度の高い地域（5段階評価で「極めて高い」に次ぐランク）と

されている。 

 

■液状化危険度分布図【福知山断層（南東端下部）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福岡県地震防災アセスメント調査（平成 24年 3 月） 

注）想定地震のうち本町への液状化の影響が大きな福知山断層（南東端下部）の地震によ

る液状化危険度を示している。 

 

 

第３ 津波災害の想定 

福岡県では、従来の「津波に関する防災アセスメント調査」(平成24年3月 福岡県)

に基づく津波浸水想定を見直し、「津波防災地域づくりに関する法律」の基本指針や

国の最新の知見に基づき、５つの断層モデルで想定を行い、新たに津波浸水想定を設

定している。 

このうち玄界灘沿岸では、対馬海峡東の断層、西山断層（F60）について、津波浸

水想定を行っている。その結果、本町においても津波により、西川、吉原川に面した

地盤の低い箇所で、地震による堤防の沈下・損壊による浸水が想定され、浸水面積は

2haとされている。その場合の津波浸水深は、一部に0.3ｍ以上1ｍ未満の区域がある

が、ほとんどは0.3ｍ未満である。 

なお、内閣府が公表した南海トラフの巨大地震の被害想定によると、本町における

地震に伴う津波は推計されていない。 
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■遠賀町における津波被害想定 

影響開始時間 最高津波水位（TP） 最高津波到達時間 浸水面積 

33 分 2.3 ｍ 39 分 2 ha 

注）最高津波水位は、東京湾平均海面（TP）（標高 0ｍ）からの高さを示しており、地盤 面

からの高さとは異なる。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福岡県津波浸水想定解説 

 

■津波防災地域づくり法に基づく津波浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福岡県津波防災地域づくり法に基づく津波浸水想定（平成 28 年 2 月） 
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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 
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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） 

・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 

・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 

・帰宅困難者対策の推進 
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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 

・被災建築物の応急危険度判定の実施、支

援、調整 

・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 

 

  



【地震・津波対策編】 第１章 総則 

第５節 防災関係機関等の業務大綱 

16 

 

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 

・警察通信の運用 

・津波警報・注意報の伝達 

 

 

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＞ 

（災害応急対策） 

・災害時における政府所有米穀の供給の支

援 

 

 

 

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） 

・地震・津波に関する観測施設の整備 

・地震・津波等に関する防災知識の普及 

・緊急地震速報、大津波警報・津波警報・注意

報及び地震・津波情報の発表伝達 

（災害応急対策） 

・緊急地震速報、大津波警報・津波警報・注

意報及び地震・津波情報を発表伝達 

・二次災害防止のため、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。）・水象に関する警報・注意報及び

情報の発表・伝達 

・災害発生時における気象・地象・水象等に関

する観測資料の提供 

 

 

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・地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 ・導管の耐震化 

（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  



【地震・津波対策編】 第１章 総則 

第５節 防災関係機関等の業務大綱 

23 

 

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・地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 ・ＬＰガス供給設備の耐震化 

（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 
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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 

○住宅の耐震化と家具の転倒防止対策の促進 

［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（負傷者の応急手当、救護所等への搬送） 

○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 

○住宅の耐震診断・耐震補強、家具等の転倒・落下防止、火災予防に関する事項 

○出火の防止、初期消火の心得 

○屋内、屋外における災害発生時にとるべき行動 

○緊急地震速報、大津波警報・津波警報・注意報、防災気象情報、避難指示等に関す

る知識 

○災害危険箇所（土砂災害、津波浸水等） 

○指定緊急避難場所、指定避難所、避難路等避難対策 

○避難生活に関する知識 

○応急手当方法等に関する知識 

○要配慮者への配慮 

○帰宅困難時の対応 

○防災訓練、自主防災活動の実施  等 

 

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 

○施設の耐震化や防火対策の実施 

○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 
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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、地震・大雨

等による災害を想定し、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、緊急地震速報対応行動訓練・避難訓練、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（がけ崩れ、津波に注意） 

○災害時の行動（家の中の安全な場所、非常持出袋、指定緊急避難場所・避難経路、

家族の集合場所・連絡方法）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（家屋の耐震化、家具等の転倒・落下対策等） 

○火器器具の点検、火器周辺の可燃物に注意 

○応急手当方法の習得 

○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 

○愛護動物との同行避難や指定避難所等での飼養に対する準備 

○地震保険の活用（町はその制度の普及促進に努める。） 

 

２ 災害時の心得 

（１）地震発生時の心得 

○まずわが身の安全を図る。 

○すばやく火の始末、火が出たらまず消火する。 

○あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。 

○狭い路地、塀のわき、がけ、川べりには近寄らない。 

○山崩れ、がけ崩れ、津波、浸水に注意する。 

○避難は徒歩で、持物は最小限にする。 

○協力し合って、応急救護を行う。 

○正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされない。 

○秩序を守り、衛生に注意する。 

 

（２）地震発生時の外出時の心得 

○住宅地では、路上の落下物や倒壊物に注意する。 

○繁華街では、窓ガラスや看板、ネオンサイン、外壁の落下に注意し、かばん等で頭

を保護して避難する。 

○山・丘陵地では、山崩れ、がけ崩れに注意する。 

○屋内では、あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。 
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（３）地震発生時の運転者の心得 

○急ハンドル、急ブレーキを避け、安全な方法により、道路の左側に停止させる。 

○停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行

動する。 

○車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動し、やむを得ず道路上

に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジン

キーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしない。 

○避難のため車を使用しない。 

 

（４）津波に関する心得 

○強い地震（震度４程度）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりと

した揺れを感じたときは、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避

難し、避難は徒歩を原則とする。 

○大津波警報を見聞きしたら速やかに避難する。 

○標高の低い場所や沿岸部にいる場合は津波警報でも避難する。海岸保全施設等より

も海側にいる人は、津波注意報でも避難する。 

○津波の特性に関する情報を理解する。（押し波から始まる可能性、後続波の方が大

きくなる可能性、長時間にわたり継続する可能性等） 

 

 

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。 

総務課 
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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。 
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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 建築物の耐震性の確保 

１ 建築物の耐震性の確保 

「遠賀町耐震改修促進計画」に基づき、各建築物の耐震性の向上を図り、震災に強

いまちづくりを進める。 

 

総務課・都市計画課・建設課 

総務課・都市計画課・建設課 
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（１）公共建築物の耐震化の推進 

新耐震基準以前に建築された防災上重要な公共施設（災害応急活動に必要な施設、

避難所として位置づけられた施設、多くの住民が利用する施設）について、耐震診断

の実施、耐震耐火構造への改築、補強等の耐震改修に努める。 

 

（２）一般建築物の耐震化の促進 

新耐震基準以前に建築された建築物の所有者等に対し、耐震診断及び耐震改修につ

いての啓発・普及を行う。 

また、震災時に落下・転倒する危険性のある窓ガラス、ブロック塀、看板及び自動

販売機等の所有者に対し、落下・転倒防止策実施の啓発、指導を行うとともに、建物

内の家具、什器、備品等の転倒・落下の防止についての啓発を行う。 

 

（３）文化財の耐震化の推進 

文化財を地震から保護するため、適宜その管理状況（転倒、倒壊耐震対策状況、消

防設備の整備状況）を調査し、必要な措置を講じる。 

 

（４）家屋密集地域等における対策の推進 

家屋が密集している地域では、震災により被害が拡大する可能性があるため、住民

意識の啓発を含めた地震に強いまちづくりを醸成する。 

 

２ 液状化対策の推進 

軟弱地盤が多い本町は、地震による液状化被害が想定されることから、公共事業の

液状化対策を推進するとともに、県と連携して、住民・施工業者等に対して液状化対

策に有効な基礎構造等について知識の普及・啓発を図り、住宅地等の液状化対策を働

きかける。 

 

 

第３ 土砂災害等の予防対策の推進 

１ 地震に伴う土砂災害の予防対策 

急傾斜地等では、地震により土砂災害の発生が懸念されることから、被害を最小限

に食い止められるよう、危険箇所を把握し、土砂災害防止事業を推進するとともに、

土砂災害警戒区域等の指定に基づき情報伝達体制の強化等警戒避難体制の整備やハ

ザードマップの作成を行う等、土砂災害の防止に努める。 

 

２ ため池施設の耐震対策の推進 

地震によりため池施設が決壊し、下流域に被害を及ぼすことがないよう、堤体の改

修等の対策を進める。 

総務課・建設課 



【地震・津波対策編】 第２章 災害予防計画 

第２節 災害に強いまちづくり 

41 

 

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。 

 

１ 道路・橋りょうの整備 

災害時の緊急輸送路等を確保するため、道路・橋りょうの耐震性、安全性の強化を

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、耐震性、安全性の強化等の整備を促進

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

う危険箇所調査を実施し、必要な箇所の整備を行う。 

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。 

 

（３）橋りょうの整備 

計画的に橋りょうの点検・補修を行い、必要に応じて、地震による地震動等の安全

性に配慮した補強、整備に努める。 

 

（４）道路啓開用資機材の整備 

障害物を排除して、生活道路の機能を確保するため、あらかじめ建設業者、団体と

の間で協定等を締結し、道路啓開用資機材を整備しておく。 

 

２．鉄道の予防対策 

鉄道事業者に対して、耐震性の確保とともに、災害発生時に適切な処置がとれるよ

建設課 
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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 ライフライン施設の耐震化対策の推進 

 

上下水道、電気、通信施設が地震によって被害を受けた場合、日常生活や各種災害

応急対策活動に大きな影響を及ぼすことから、ライフライン施設の耐震化対策に努め

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。 

また、貯水池等の施設の耐震化を推進するように、中間市上下水道局に働きかける。 

 

２ 下水道施設 

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。 

また、幹線下水道施設の設計及び施工については、耐震性の確保に努める。 

 

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

力施設の耐震化を働きかける。 

 

○送電設備、変電設備、配電設備の耐震性の強化 

○災害時の情報連絡等のための通信連絡施設・設備の強化、整備 

○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。 

総務課・都市計画課・建設課 
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４ ガス施設 

町内にガスを供給している事業者に、地震によるガス施設の被害及び二次災害の発

生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、ガスの製造・供給にかかる設

備、体制及び運用について、総合的な災害防止対策の推進を働きかける。 

 

５ 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。 

 

 

第６ 津波災害予防対策の推進 

県の津波浸水想定区域の設定を踏まえ、施設整備、警戒避難体制、土地利用等が有

機的に連携した津波防災対策を推進する。 

 

１ 津波に強いまちづくり 

短時間で避難が可能となるよう、指定緊急避難場所、津波避難ビル等や避難路、避

難階段等の避難関連施設の計画的整備を進めるとともに、民間施設の活用による避難

施設の確保、建築物や公共施設の耐浪化等の検討を行い、津波に強いまちづくりを推

進する。 

行政関連施設、要配慮者に関わるる施設等については、できるだけ浸水の危険性の

低い場所に立地するよう整備する。 

また、河川施設の管理者に対し、河川等の施設を整備する場合、津波等に対する安

全性に配慮した整備を促進するとともに、耐震診断や補強による耐震性の確保を要請

する。 

 

２ 津波予報、避難指示等の情報伝達体制の整備 

関係機関による所定の伝達経路及び伝達手段の点検整備、並びに町等への津波警報

等の伝達の迅速化を要請するとともに、休日、夜間等における津波警報等の伝達を確

実とするため、要員を確保する等津波防災体制を強化する。 

また、住民、走行中の車両、釣り人等に対する津波警報等の伝達手段として、町防

災行政無線の強化を進めるとともに、迅速・確実な伝達を確保するため、サイレン、

広報車等による伝達方法に加え、旗等の視覚的伝達方法等、多様な手段を確保してお

く。 

 

３ 監視体制の確立 

震度４以上の地震を感じた場合、又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした

総務課 
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揺れを感じた場合、速やかに河川の監視、テレビ・ラジオの視聴等の津波監視体制を

整えるとともに、地域住民に対する情報の通報・伝達手段の確保を図る。 

 

４ 避難対策の整備 

住民に対し、平常時から津波の危険性を広く周知するとともに、地形や浸水予測等

に応じた指定緊急避難場所及び避難経路の指定等を含めた具体的な避難計画の策定

を推進する。 

 

○津波からの避難は、徒歩を原則とする。自動車により避難せざるを得ない場合は

警察と調整を図り、安全かつ確実に避難できる方策を検討する。 

○消防団員、水防団員、警察官、市町村職員等避難誘導や防災対応にあたる者の安

全が確保されることを前提とし、必要な措置を行う。 

○指定緊急避難場所を指定し住民に周知する。 

 

 

第７ 火災予防対策の推進 

消防法に基づき火災予防対策を推進し、消防庁「消防力の整備指針」「消防水利の

基準」により、消防施設及び消防水利の拡充強化を図るとともに、出火防止、初期消

火の徹底、火災の拡大防止等について、住民及び事業所等に対し、予防対策を推進す

る。 

また、消防予防対策の推進に関する消防計画を定めておく。 

 

１ 火災予防査察の強化 

消防本部は消防法に基づく火災予防査察を実施し、火災発生危険箇所の発見に努め、

予防対策の指導を強化する。 

 

２ 防災管理制度の推進 

消防本部は消防法第８条に基づく防火管理者に対し、防火管理上必要な業務を適切

に実施するよう指導する。 

 

３ 自衛消防隊等の育成 

事業所、商店街等における民間消防組織の結成を促進し、地域における自主防火体

制の強化を図る。 

 

４ 住民に対する対策運動の推進 

住民に対し、災害発生時の火災発生を未然に防止するため、火気器具等の適切な取

り扱い、消火器の使用方法等について啓発を行い、火災予防運動を推進する。 

総務課 
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■火災予防運動 

○春秋火災予防運動の普及啓発 

○講習会、講演会等による一般啓発 

○報道機関等による防火思想の普及 

 

５ 危険物施設の指導 

消防本部は、消防法の規制を受ける危険物施設の所有者及び管理者に対し、自主防

災体制の確立、保安要員の適正な配置及び危険物取扱従事者等に対する教育を計画的

に実施するよう指導し、危険物施設等に対する保安の確保を図る。 

また、消防法の規定による立入り検査を実施し、災害防止上必要な助言又は指導を

行う。 

 

６ 資機材等の整備及び点検 

消防車両や資機材等の整備充実を図るとともに、事業所等とも連携し、整備点検を

進める。 

 

７ 消防水利の整備 

地域の実状に応じた自然水利の活用検討等を進めるとともに、計画的に消火栓、防

火水槽の整備に努める。 

 

８ 消防団の強化 

教育訓練の充実や団員の確保に努め、消防に関する知識及び技能の習得について訓

練を行い、消防団の強化を図る。 
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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。 

 

（３）緊急地震速報・津波警報等の受信伝達体制の整備 

気象庁から発せられる緊急地震速報、震度速報等の地震情報及び大津波警報・津波

警報・注意報の受信、伝達を迅速・的確に行うための体制を整備する。 

 

○緊急地震速報対応行動や津波に対する警戒呼びかけ基準、避難の勧告・指示の基

準の職員に対する周知及び大津波警報・津波警報・注意報等の種類等への習熟を

図る。 

○研修、訓練等により、大津波警報・津波警報・注意報等の迅速・的確な受信伝達

方法に習熟しておく。 

○気象官署や観測機器から入手した情報を迅速に処理し、適切な意思決定に結びつ

けられるよう、情報の読み取り・判断能力を向上させる。 

 

（４）被害情報等の収集管理体制の整備 

県、町及び防災関係機関で地震による被害情報が相互に迅速かつ確実に行えるよう

情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収集連絡体制の明確化等体制の確立

に努める。 

初動期には、人命の安全確保を目的として、要救出現場数、出火件数、津波被害状

況、二次災害箇所の情報を収集し、意思決定に反映させる必要がある。そのため、情

報収集担当地域体制、参集職員からの被害情報の集約体制、住民等からの通報内容の

分析・反映体制、関係職員・関係機関間の情報の共有体制を整備する。 

 

 

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。 

総務課・住民課・まちづくり課 
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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。 

 

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
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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。 

 

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 帰宅困難者支援体制の整備 

大規模地震が発生した場合、公共交通機関の運行停止等により、最大2,600人が本

町への帰宅が困難となると想定されている。また、最大約1,300人の町内滞留者が発

生すると想定されていることから、一斉帰宅行動を見合わせることや、日頃から事業

所における食糧品や携帯ラジオ等を備蓄することについて啓発に努める。 

また、交通事業者への協力要請や企業等との協定締結による徒歩帰宅者支援ステー

ションの設置等を推進する。 

さらに、帰宅するまで待機する場所がない帰宅困難者が発生した場合は、公共施設

への一時的な収容も検討する。 
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１１ 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。 

 

１２ 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 二次災害の防止体制の整備 

余震、降雨等に伴う二次災害を防止する体制を整備するとともに、被災建築物や被

災宅地等の危険度判定を行うための体制を整備する。 

 

１ 震災消防体制の整備 

（１）消防施設等の耐震化 

消防庁舎の耐震化、消防待機宿舎の整備並びに消防機動力、無線通信情報システム

及び個人装備等の充実を図る。 

 

（２）消防水利の強化 

地震による火災に備え、防火水槽、耐震性貯水槽の整備、河川水等の自然水利の活

用、水泳プ－ル、ため池等の指定消防水利としての活用等により、消防水利の多様化

と適正配置に努める。 

 

（３）消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化 

平常時から遠賀郡消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、区域内

の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

 

（４）市町村相互の応援体制の強化 

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。 

 

（５）火災予防査察の強化 

消防法に規定する予防査察に際し、消防用設備等の耐震性の強化を指導する。 

 

総務課 
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（６）住民に対する啓発 

地震発生時における住宅からの火災発生を未然に防止するため、対震安全装置付火

気使用設備器具の普及に努めるとともに、、地震発生時の火気使用設備・火気器具の

適切な取り扱い、消火器の使用方法等について啓発を行い、震災時における火災の防

止と消火の徹底を図る。 

 

２ 余震、降雨等に伴う二次災害の防止体制の整備 

（１）水害・土砂災害・宅地災害防止体制の整備 

余震あるいは降雨等による二次的な水害・土砂災害・宅地災害等の危険個所の点検

を行う地元在住の専門技術者の登録等を推進する。 

 

（２）被災建築物応急危険度判定体制の整備 

被災した建築物等の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止す

るため、県による応急危険度判定体制整備に対応して、被災時の連絡体制の確保に努

める。 

 

（３）被災宅地危険度判定体制の整備 

被災した宅地の被害状況を迅速・的確に把握して、余震等による二次災害を軽減・

防止するため、被災宅地の危険度判定士の登録の推進及び被災時の連絡体制の確保等

に努める。 

 

３ 危険物施設等災害予防対策 

消防本部は、地震に起因する危険物の火災、流出事故等の災害の発生を予防するた

め、施設の関係者に対し、地震発生時の安全対策を周知するとともに、再点検を求め

る。 

 

 

第４ 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 

地震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。 

 

総務課 
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（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。 

 

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 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。 

 

５ 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５ 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。 

 

３ 住民等の自主的救護体制の整備 

大規模地震時には、救急車等搬送手段の不足、通信の途絶、交通混乱等により、医

療活動、救急搬送活動が困難となる場合に備え、自主防災組織、住民等に対し、近隣

の救護活動や医療機関への搬送活動等に対応する必要があること周知し、自主的救護

体制の整備を働きかける。 

 

４ 傷病者等搬送体制の整備 

遠賀郡消防本部は、県、医療機関と連携して、傷病者を迅速かつ的確に後方医療機

関へ搬送するため、広域災害・救急医療情報システムの活用等により後方医療機関等

との情報連絡機能を確保する。このため、適切な後方医療機関への搬送経路を検討す

る。県及び町は災害時のヘリコプターの利用についてあらかじめ協議しておく。 

 

 

第６ 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

総務課・行政経営課・建設課 
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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。 

物資集配拠点については施設の耐震性の確保に努める。 

 

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７ 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。 

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

総務課 
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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

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 

地震や津波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。 
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■指定緊急避難場所、指定避難所 

 概 要 

指定緊急避難場所 ○居住者等が地震や津波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 

 

■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８ 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 
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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。 

 

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 

 

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。 
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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。 

 

要援護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

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。 
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第９ 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、水道施設の耐震化や給水用資機材の整

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１０ 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。 

 

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。 

総務課 

総務課 
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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１１ 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。 

 

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。 

総務課・住民課・まちづくり課・都市計画課 
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（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１２ 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、震度情報や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 

○ 町域で震度４の地震が発生

したとき 

○ 

 

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） ○ 福岡県日本海沿岸に津波

注意報が発表されたとき 
○ 災害の注意、警戒 

災害 

対策 

本部 

第
１
、
２
配
備 

○ 町域で震度５の地震が発生

したとき 
○

 

○

災害情報の収集、

伝達 

 

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） 
○ 地震で災害が発生したとき 

○ 福岡県日本海沿岸に津波

警報が発表されたとき 

第
３
配
備 

○ 町域で震度６弱以上の地震

が発生したとき 

○ 

 

 

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） 
○ 地震で大規模な災害が発

生したとき 

○ 福岡県日本海沿岸に大津

波警報が発表されたとき 

 

 

 

  

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、該当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。 

なお、勤務時間外に震度４以上の地震が発生した場合、事前指名された地区担当職

員は、担当地区内の被害状況を把握し、連絡する。 

 

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 

地震情報等 

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

置して地震災害警戒体制の第１、２配備を行う。 

 

■災害警戒本部の設置基準 

○町域で震度４の地震が発生したとき 

○福岡県日本海沿岸に津波注意報が発表されたとき 

 

２ 指揮の権限 

災害警戒本部の基準を満たした場合は災害警戒本部を設置し、総務課長が指揮を行

う。やむを得ない事情がある場合は、第一順位行政経営課長、第二順位号給上位の課

長の代行順位で指揮を行う。 

 

総務連絡班 
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３ 災害警戒本部の活動内容 

地震災害警戒体制の第１、２配備を行い、次の警戒活動を行う。 

 

○地震情報等の収集・伝達 

○被害状況に関する情報収集 

○住民への地震情報等の伝達 

 

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、災害が拡大等により災

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

部を設置して地震災害対策体制の第１、２、３配備を行う。 

 

■災害対策本部の設置基準 

○町域で震度５の地震が発生したとき 

○地震で災害が発生したとき 

○福岡県日本海沿岸に津波警報が発表されたとき 

 

■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円滑に遂行するため、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 

 

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

総務連絡班 
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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（現地災害対策本部長）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 

災害の危険が解消したと認められたとき又は災害発生後における応急対策が完了

したと認められるときは、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 

 

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。 

 

総務連絡班 
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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 

○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 
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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
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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 

◎   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 情報の収集伝達、災害警戒 

第１ 地震・津波情報の収集伝達 

１ 地震・津波関連情報の発表 

福岡管区気象台から発表される地震・津波関連情報の種類・内容は次のとおりであ

る。なお、遠賀町は福岡県北九州地域に位置する。 

 

種類 内容 

緊急地震速報 

（警報） 

○震度５弱以上が推定された場合に、その地域及び震度４が推定さ

れた地域を発表 

○震度６弱以上が予測される場合は特別警報に位置づけられるが、

発表は特別警報と警報に区別せず発表 

地
震
情
報 

震度速報 ○震度３以上の地域名と震度を発表 

震源に関する 

情報 

○震度３以上（津波警報・注意報を発表しない）の場合、震源の位

置、地震の規模を発表 

○津波の心配の有無等も付加して発表 

震源・震度に 

関する情報 

○震度３以上（津波警報・注意報等を発表時）の場合、震源の位置、

地震の規模、震度３以上の地域名と市町村名を発表 

各地の震度に 

関する情報 

○震源の位置、地震の規模に加え、震度１以上の地点を観測点ごと

に発表 

地震回数に 

関する情報 
○地震が多発した場合、震度１以上を観測した回数を発表 

大津波警報・ 

津波警報・ 

津波注意報 

○津波により災害が発生又は発生すると予想される場合に、津波予

報区（本町は福岡県日本海沿岸）に対し、予想される津波の高さ

に応じて発表 

津
波
情
報 

波到達予想時刻・  

予想される津波の高さ

に関する情報 

○津波の到達予想時刻、予想される津波の高さを津波予報区ごと

に発表 

満潮時刻・津波到達 

予想時刻に関する情報 
○満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 ○津波の第一波の到達時刻や津波の高さを発表 

沖合の津波観測に 

関する情報 

○沖合で観測した津波の時刻や高さ及び沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表 

 

  

総務連絡班・警備班 
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■津波警報・注意報の種類 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

取るべき行動 
数値での発表 

巨大地

震 

の場合 

大津波 

警報 

予想される津波の高さ

が高いところで３ｍを超

える場合。 

10ｍ超 

(10ｍ＜高さ) 

巨大 

沿岸部や川沿いにいる

人は、ただちに高台や避

難ビル等安全な場所へ

避難。 

１０ｍ 

(5ｍ＜高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜高さ≦5ｍ) 

津波 

警報 

予想される津波の高さ

が高いところで１ｍを超

え、３ｍ以下の場合。 

３ｍ 

(1ｍ＜高さ≦3ｍ) 
高い 

沿岸部や川沿いにいる

人は、ただちに高台や避

難ビル等安全な場所へ

避難。 

津波 

注意報 

予想される津波の高さ

が高いところで０．２ｍ以

上、１ｍ以下の場合であ

って、津波による災害の

おそれがある場合。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦高さ≦1ｍ) 

（表記し

ない） 

海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、海

岸から離れる。 

 

２ 異常現象発見時の通報 

地震に関する異常な現象（数日間以上にわたり頻繁に感ずるような地震等）を発見

した者は、直ちにその旨を町長又は警察官に通報するものとする。警察官はその旨を

町に通報する。 

通報を受けた町は、福岡管区気象台及び県（防災危機管理局）、その他関係機関に

通報する。 

 

３ 伝達系統 

住民への周知方法は、下図の他に全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等の伝

達系統もある。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 放送機関 

県出先機関 

福

岡
管

区
気

象

台 

福岡県警察本部 

NTT 西日本（株） 

住 
 
 

 
 

民 

福岡県総務部 

防災危機管理局 

折尾警察署 

消防本部 

遠賀町 



【地震・津波対策

 

【Ｊ－ＡＬＥＲＴの概念図】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。

 

■地震・津波情報の住民への周知方法

○町防災行政無線（同報系）

○全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

○ラジオによる同報的運用

○福岡県災 害緊急情報 自動配信シス

 

５ 

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

 

■応急対策の内容

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応

○要配慮者や大規模商業施設にいる者の避難実施

地震・津波対策

【Ｊ－ＡＬＥＲＴの概念図】

 地震・津波情報伝達対策

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。

■地震・津波情報の住民への周知方法

○町防災行政無線（同報系）

○全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

により自動起動された同報系防災行

政無線 

○ラジオによる同報的運用

○福岡県災 害緊急情報 自動配信シス

テムの活用による放送事業者への情

報提供 

 津波災害応急対策

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

■応急対策の内容

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応

○要配慮者や大規模商業施設にいる者の避難実施

地震・津波対策編】 第３章

【Ｊ－ＡＬＥＲＴの概念図】

地震・津波情報伝達対策

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。

■地震・津波情報の住民への周知方法

○町防災行政無線（同報系）

○全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

により自動起動された同報系防災行

○ラジオによる同報的運用

○福岡県災 害緊急情報 自動配信シス

テムの活用による放送事業者への情

津波災害応急対策 

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

■応急対策の内容 

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応

○要配慮者や大規模商業施設にいる者の避難実施
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地震・津波情報伝達対策 

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。

■地震・津波情報の住民への周知方法 

○町防災行政無線（同報系） 

○全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

により自動起動された同報系防災行

○ラジオによる同報的運用 

○福岡県災 害緊急情報 自動配信シス

テムの活用による放送事業者への情

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応

○要配慮者や大規模商業施設にいる者の避難実施
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気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。

 

○全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）

により自動起動された同報系防災行

○福岡県災 害緊急情報 自動配信シス

テムの活用による放送事業者への情

 ○広報車の利用

○電 話 ・口 頭 ・屋 外 拡 声 器 ・戸 別 受 信

○その他直接的な方法

○自治会等を通じての通知

○他機関を通じての通知

○エリアメール

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応

○要配慮者や大規模商業施設にいる者の避難実施

災害応急対策計画 

第２節 

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。

○広報車の利用

○電 話 ・口 頭 ・屋 外 拡 声 器 ・戸 別 受 信

器による戸別通知

○その他直接的な方法

○自治会等を通じての通知

○他機関を通じての通知

○エリアメール

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応

○要配慮者や大規模商業施設にいる者の避難実施 

 情報の収集伝達、災害警戒

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等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する取るべき措置の伝達周知を行う。 

○広報車の利用 

○電 話 ・口 頭 ・屋 外 拡 声 器 ・戸 別 受 信

器による戸別通知 

○その他直接的な方法 

○自治会等を通じての通知

○他機関を通じての通知 

○エリアメール         

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。

○避難誘導者等の安全を確保した上での避難誘導や防災対応 

情報の収集伝達、災害警戒

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等に対し必要と認められる予警報だけでなく、予想

○電 話 ・口 頭 ・屋 外 拡 声 器 ・戸 別 受 信

 

○自治会等を通じての通知 

 

    等 

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

基づき、関係機関等と連携しながら適時適切な防災対策を実施する。 

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに

海浜や河川から離れ、高台等の安全な場所に避難する自衛措置を行う。 

情報の収集伝達、災害警戒 

気象庁より緊急地震速報、津波警報・注意報等の伝達を受けたとき又は伝達ルート

に関係なく覚知したときは、住民等に対し必要と認められる予警報だけでなく、予想

○電 話 ・口 頭 ・屋 外 拡 声 器 ・戸 別 受 信

津波が発生した場合、職員の非常参集体制のもと、応急活動のためのマニュアルに

沿岸地域や河川沿いの低い地域の住民は、強い揺れや長い時間ゆっくりとした揺れ

を感じたとき、津波警報（大津波・津波）が発表されているときは、自発的に直ちに
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○避難勧告又は指示の発令と住民等への伝達 

○河川遡上による浸水被害を受けるおそれがある地域への退避広報 

○河川監視体制及び通報伝達体制等の確立 

 

 

第２ 通信体制の確保 

風水害対策編／第３章／第２節／第２「通信体制の確保」に準ずる。 

 

 

第３ 風水害、土砂災害の警戒態勢 

１ 災害警戒本部の設置後の警戒活動 

地震・津波による河川堤防等の被害や、河川増水に伴う氾濫等の危険が予測される

場合、風水害、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 

○地震情報等の収集伝達 

○河川、ため池、がけ崩れ等の危険箇所の警戒巡視 

○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 

町域で地震の被害が発生し、災害による住民等に対する危険性が予想される場合、

被害を最小限に抑えるため、災害対策本部を設置して次の警戒活動を実施する。 

 

■活動内容 

○地震情報等の収集伝達 

○河川、がけ崩れ等の危険箇所の警戒巡視 

○被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○住民への地震情報等の伝達、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 

総務連絡班・災害活動班・警備班 
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第４ 二次災害防止活動 

大規模地震の発生に伴う余震や降雨、大規模な火災、危険物・毒劇物等の漏洩等の

二次災害に対する活動を行う。 

 

１ 余震、降雨等に伴う二次災害の防止 

（１）水害・土砂災害・宅地災害対策 

余震や降雨等による二次的な水害・土砂災害、宅地災害、建築物被害を予防するた

め、県と連携して、危険箇所の点検を行う。 

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。 

 

（２）建築物・宅地災害対策 

被災した建築物等の余震等による倒壊や部材の落下、被災した宅地の崩壊等から生

じる二次災害を防止し、住民の安全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定や、

被災宅地の危険度判定を行う。 

ため池施設に被害が生じた場合は、速やかに県、関係機関へ通報するとともに、下

流の住民を避難させ、かつ早急に応急工事を実施する。 

 

２ 震災消防活動 

大規模地震の発生に伴い二次的に発生する多発火災による被害を軽減するため、住

民、事業者、自主防災組織等は、地震発生直後の出火防止、初期消火を行い、また、

町及び各防災関係機関は、地震発生直後あらゆる方法により住民等に出火防止及び初

期消火の徹底について呼びかける。 

また、地震による負傷者の、適切かつ迅速な救急救助活動を行う。 

 

３ 危険物等取扱施設等の応急措置 

大規模地震の発生に伴い危険物、火薬、高圧ガス、放射性物質、毒劇物等の施設が

損傷し、火災、爆発、流出等の災害の被害を最小限に止めるため、関係機関は相互に

協力し、災害の拡大防止及び従業員、周辺地域住民等の安全確保に必要な対策を講じ

る。 

 

 

総務連絡班・災害活動班・警備班 
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第５ 初期情報の収集 

風水害対策編／第３章／第２節／第４「初期情報の収集」に準ずる。 

 

 

第６ 被害調査 

風水害対策編／第３章／第２節／第５「被害調査」に準ずる。 

 

 

第７ 災害情報のとりまとめ・報告 

風水害対策編／第３章／第２節／第６「災害情報のとりまとめ・報告」に準ずる。 

 

 

第８ 国への被害報告 

風水害対策編／第３章／第２節／第７「国への被害報告」に準ずる。 

 

 

 

総務連絡班 

災害援助班・災害活動班・各班 

総務連絡班 

総務連絡班 
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第３節 災害広報・広聴 

第１ 広報活動 

風水害対策編／第３章／第３節／第１「広報活動」に準ずる。 

 

 

第２ 報道機関への協力要請及び報道対応 

風水害対策編／第３章／第３節／第２「報道機関への協力要請及び報道対応」に準

ずる。 

 

 

第３ 住民等からの問合せ・相談への対応 

風水害対策編／第３章／第３節／第３「住民等からの問合せ・相談への対応」に準

ずる。 

 

 

 

総務連絡班・災害援助班 

総務連絡班 

総務連絡班・災害援助班 
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第４節 応援要請 

第１ 自衛隊 

風水害対策編／第３章／第４節／第１「自衛隊」に準ずる。 

 

 

第２ 県、国等 

風水害対策編／第３章／第４節／第２「県、国等」に準ずる。 

 

 

第３ 消防応援の要請、受け入れ等 

風水害対策編／第３章／第４節／第３「消防応援の要請、受け入れ等」に準ずる。 

 

 

第４ 民間団体等 

風水害対策編／第３章／第４節／第４「民間団体等」に準ずる。 

 

 

第５ 災害ボランティアの受け入れ・支援 

風水害対策編／第３章／第４節／第５「災害ボランティアの受け入れ・支援」に準

ずる。 

 

 

総務連絡班 

総務連絡班 

総務連絡班・災害活動班・警備班 

総務連絡班 

災害援助班 
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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 

風水害対策編／第３章／第５節／第１「災害救助法の適用申請」に準ずる。 

 

 

第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告 

風水害対策編／第３章／第５節／第２「災害救助費関係資料の作成及び報告」に準

ずる。 

 

 

総務連絡班 

総務連絡班 
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第６節 救助・救急・消防活動 

大規模地震時には、倒壊家屋等の下敷き、土砂災害等による生き埋め、津波等によ

る漂流、火災等により救助を要する者が多数発生する。 

このため、関係機関との協力体制を確立し、迅速かつ的確に救助活動を実施する。 

 

 

第１ 行方不明者の安否確認 

風水害対策編／第３章／第６節／第１「行方不明者の安否確認」に準ずる。 

 

 

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 

地震発生直後の倒壊家屋等の生き埋め者の救出は、地域住民、自主防災組織による

ところが極めて大きいため、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。 

 

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。 

 

５ 住民及び事業所の救助活動への協力 

住民及び事業所は、消防団等の救助隊が救助活動を開始したときはその指示に従い、

協力する。 

災害援助班 

総務連絡班・警備班 
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第３ 救急活動の実施 

風水害対策編／第３章／第６節／第３「救急活動の実施」に準ずる。 

 

 

第４ 消防活動の実施 

１ 基本方針 

地震発生時における火災に対する基本方針は、次のとおりである。 

 

■基本方針 

○消防関係者は、多数の人命を守ることを最重点とした消火活動を行う。 

○住民及び事業所は、自らが出火防止活動及び初期消火活動を実施する。 

○危険物を取り扱う事業所では、二次災害の防止に努める。 

 

２ 消火活動 

遠賀郡消防本部、消防団は、次の事項に留意して消火活動を行う。 

 

■消火活動の留意事項 

○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、集中的な消火活動の実施による安全地区の確保 

○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

の確保等、安全な方向への避難誘導の呼びかけ 

○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（消防団）は、地震発生時に遠賀郡消防本部と連携して、次の活動を行う。 

 

出火防止 
○状況に応じて住民に対し、出火防止の広報を行う。 

○出火時は、住民の協力を得て、初期消火を行う。 

消火・救急救助 
○火災時は、遠賀郡消防本部と協力し、消火活動を行う。 

○火災のおそれがないときは、救急救助活動を行う。 

避難誘導 
○避難勧告・指示がなされたときは、住民に伝達するとともに、関係機関と

連携し、避難誘導を行う。 

 

３ 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。（第４節第３「消防応援の要請、受け入れ等」参照） 

警備班 

警備班 
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４ 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。 

 

５ 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 
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第７節 医療救護活動 

地震による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や医療救

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 

風水害対策編／第３章／第７節／第１「医療情報の収集」に準ずる。 

 

 

第２ 医療救護チーム 

風水害対策編／第３章／第７節／第２「医療救護チーム」に準ずる。 

 

 

第３ 医療救護所の設置 

風水害対策編／第３章／第７節／第３「医療救護所の設置」に準ずる。 

 

 

第４ 後方医療機関の確保と搬送 

風水害対策編／第３章／第７節／第４「後方医療機関の確保と搬送」に準ずる。 

 

 

第５ 医薬品、資機材の確保 

風水害対策編／第３章／第７節／第５「医薬品、資機材の確保」に準ずる。 

 

 

第６ 被災者の健康と衛生状態の管理 

風水害対策編／第３章／第７節／第６「被災者の健康と衛生状態の管理」に準ずる。 

 

 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 
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第７ 心のケア対策 

風水害対策編／第３章／第７節／第７「心のケア対策」に準ずる。 

 

 

 

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 

風水害対策編／第３章／第８節／第１「交通情報の収集、道路規制」に準ずる。 

 

 

第２ 道路交通の確保 

風水害対策編／第３章／第８節／第２「道路交通の確保」に準ずる。 

 

 

第３ 緊急通行車両の確認申請 

風水害対策編／第３章／第８節／第３「緊急通行車両の確認申請」に準ずる。 

 

 

第４ 災害応急対策車両の確保、配車 

風水害対策編／第３章／第８節／第４「災害応急対策車両の確保、配車」に準ずる。 

 

 

第５ 緊急輸送 

風水害対策編／第３章／第８節／第５「緊急輸送」に準ずる。 

 

 

第６ 物資集配拠点の配置 

風水害対策編／第３章／第８節／第６「物資集配拠点の配置」に準ずる。 

 

 

第７ 臨時ヘリポートの設置 

風水害対策編／第３章／第８節／第７「臨時ヘリポートの設置」に準ずる。 

 

 

 

災害活動班 

総務連絡班 

災害活動班・警備班 

災害活動班 

総務連絡班 

災害援助班 

災害援助班 
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第９節 避難対策 

第１ 避難の勧告・指示 

余震によるがけ崩れ等が発生する場合等、住民の生命に危険が認められる場合、避

難の勧告・指示等を発令し、住民への周知を図る。 

また、津波の場合は、避難準備・高齢者避難開始及び避難勧告は行わず、海岸沿い

の海岸堤防の海側の区域、低い地域で浸水のおそれがある区域を対象に避難指示（緊

急）を発令する。 

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。 

 

  

総務連絡班 
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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。 

 

なお、地震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））
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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 

風水害対策編／第３章／第９節／第２「避難勧告等の情報伝達」に準ずる。 

 

 

第３ 警戒区域の設定 

地震が発生し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 

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 

地震・津波の規模・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。 

総務連絡班 

総務連絡班 

警備班・総務連絡班 
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２ 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。 

 

３ 避難者の移送 

被災地域が広範囲にわたり、あらかじめ定めた避難所が使用できない場合、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。 

 

４ 広域一時滞在 

災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、町の区域外へ

の広域的な避難及び避難場所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合

は、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県

の市町村への受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

 

 

第５ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設 

 

１ 開設 

開設する指定緊急避難場所及び指定避難所は、原則的に本部長が地震・津波の規

模・状況に応じて選定する。また、指定避難所については、災害の状況を踏まえ必要

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、指定緊急避難場所及び指定避難所の開設は、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住民等に周知徹底を図るとともに、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。 

総務連絡班・災害援助班・災害活動班・教育支援班 
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第６ 指定避難所の運営 

風水害対策編／第３章／第９節／第６「指定避難所の運営」に準ずる。 

 

 

 

総務連絡班・災害援助班・災害活動班・教育支援班 
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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 

風水害対策編／第３章／第１０節／第１「避難行動要支援者の安全確保、安否確認」

に準ずる。 

 

 

第２ 指定避難所等の要配慮者に対する応急支援 

風水害対策編／第３章／第１０節／第２「指定避難所等の要配慮者に対する応急支

援」に準ずる。 

 

 

第３ 福祉避難所等への移送 

風水害対策編／第３章／第１０節／第３「福祉避難所等への移送」に準ずる。 

 

 

第４ 要配慮者への各種支援 

風水害対策編／第３章／第１０節／第４「要配慮者への各種支援」に準ずる。 

 

 

第５ 要配慮者の生活の場の確保 

風水害対策編／第３章／第１０節／第５「要配慮者の生活の場の確保」に準ずる。 

 

 

第６ 外国人及び旅行者への支援 

風水害対策編／第３章／第１０節／第６「外国人及び旅行者への支援」に準ずる。 

 

災害援助班 

災害援助班・災害活動班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班・災害活動班 
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第１１節 生活救援活動 

第１ 飲料水の確保、供給 

風水害対策編／第３章／第１１節／第１「飲料水の確保、供給」に準ずる。 

 

 

第２ 食糧の確保、供給 

風水害対策編／第３章／第１１節／第２「食糧の確保、供給」に準ずる。 

 

 

第３ 炊き出しの実施、支援 

風水害対策編／第３章／第１１節／第３「炊き出しの実施、支援」に準ずる。 

 

 

第４ 生活必需品等の確保、供給 

風水害対策編／第３章／第１１節／第４「生活必需品等の確保、供給」に準ずる。 

 

 

第５ 救援物資の受け入れ、仕分け等 

風水害対策編／第３章／第１１節／第５「救援物資の受け入れ、仕分け等」に準ず

る。 

 

 

第６ 被災者相談 

風水害対策編／第３章／第１１節／第６「被災者相談」に準ずる。 

 

 

 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 

災害援助班 
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第１２節 住宅対策 

第１ 被災建築物の応急危険度判定 

地震が発生し、被災建築物の危険度の判定をする必要があると認めるときは、判定

作業を行う。判定作業は、被災建築物応急危険度判定士が、被災建築物応急危険度判

定マニュアル（財団法人日本建築防災協会）に基づき、判定を行う。 

 

１ 被災建築物応急危険度判定士の確保 

被災建物の応急危険度判定をするため、必要とする数の被災建築物応急危険度判定

士を確保する。 

 

○町内建築関係団体へ派遣要請 

○県、他市町村へ派遣要請 

○ボランティアの募集広報 

 

２ 応急危険度判定の窓口 

危険度判定の実施窓口を設置し、被災建築物応急危険度判定士の受け入れ体制を確

立する。 

 

○受け入れ判定士の名簿づくり 

○担当地区の配分 

○被災建築物応急危険度判定マニュアルの準備 

○立ち入り禁止等の表示をする用紙の準備 

○判定の統一のための打ち合わせの実施 

 

３ 判定コーディネーター 

判定コーディネーターは、被災建築物応急危険度判定士の活動支援を行う。 

 

■判定コーディネーターの業務内容 

○判定実施の補助 

○判定結果のとりまとめ、実施本部への結果報告 

 

４ 判定作業 

被災建築物応急危険度判定マニュアル（財団法人日本建築防災協会）に基づき判定

を行い、判定結果に基づき、「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの判定ス

テッカーを、建物の見やすい場所に貼る。 

災害活動班 
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判定区分 ステッカーの色 判定結果の意味 

危険 赤色 
○ 建築物の損傷が著しく、倒壊等の危険性が高い場 

合であり、立ち入りができない建築物。 

要注意 黄色 
○ 建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意する 

ことにより、立ち入りが可能である建築物。 

調査済 緑色 ○ 建築物の損傷が少なく、使用可能な建築物。 

 

 

第２ 被災宅地の危険度判定 

地震が発生し、被災宅地の危険度判定が必要と認めるときは、被災宅地の調査・危

険度判定マニュアル等に基づき、判定作業を行う。 

 

１ 被災宅地等応急危険度判定士の確保 

被災宅地等の応急危険度判定をするため、必要とする数の被災宅地等応急危険度判

定士を確保する。 

 

○町内土木関係団体へ派遣要請  

○県、他市町村へ派遣要請 

○ボランティアの募集広報 

 

２ 判定対象施設 

応急判定をする宅地等とは、次に掲げる施設を対象とする。 

 

■判定対象施設 

○擁壁 

○宅盤、切土・盛土、のり面、自然斜面 

○排水施設 

○その他 

 

３ 応急危険度判定の窓口 

危険度判定の実施窓口を設置し、被災宅地等応急危険度判定士の受け入れ体制を確

立する。 

 

○受け入れ判定士の名簿づくり 

○担当地区の配分 

○判定基準及び復旧技術指針の準備 

○立ち入り禁止等の表示をする用紙の準備 

○判定の統一のための打ち合わせの実施 

災害活動班 
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４ 判定コーディネーター 

判定コーディネーターは、被災宅地等応急危険度判定士の活動支援を行う。 

 

■判定コーディネーターの業務内容 

○判定実施の補助 

○判定結果のとりまとめ、実施本部への結果報告 

 

５ 判定作業 

被災度の判定は、国土交通省の防災カルテ等に基づいて行う。判定結果は、判定ス

テッカーの現地表示や文書通知等により、宅地の所有者、管理者及び周辺住民等へ周

知する。特に、災害の状況により必要と認める場合は、地盤工学等の専門家による調

査を行う。 

 

 

第３ 応急仮設住宅の建設等 

福岡県によると、地震発生時に本町では50戸の応急仮設住宅が必要で、40戸は民間

賃貸住宅を借り上げ10戸の応急仮設住宅を建設する必要がある。 

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。 

 

災害活動班 
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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。 

 

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４ 応急仮設住宅の入居者選定 

風水害対策編／第３章／第１３節／第２「応急仮設住宅の入居者選定」に準ずる。 

 

 

第５ 被災住宅の応急修理 

風水害対策編／第３章／第１３節／第３「被災住宅の応急修理」に準ずる。 

 

 

災害活動班 

災害活動班 
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第１３節 防疫・清掃活動 

第１ 被災地の防疫 

風水害対策編／第３章／第１４節／第１「被災地の防疫」に準ずる。 

 

 

第２ 仮設トイレの設置 

風水害対策編／第３章／第１４節／第２「仮設トイレの設置」に準ずる。 

 

 

第３ し尿の処理 

風水害対策編／第３章／第１４節／第３「し尿の処理」に準ずる。 

 

 

第４ 生活ごみの処理 

風水害対策編／第３章／第１４節／第４「生活ごみの処理」に準ずる。 

 

 

第５ 河川、道路の障害物の除去 

風水害対策編／第３章／第１４節／第５「河川、道路の障害物の除去」に準ずる。 

 

 

第６ 災害廃棄物処理 

風水害対策編／第３章／第１４節／第６「災害廃棄物処理」に準ずる。 

 

 

第７ 動物等への対応 

風水害対策編／第３章／第１４節／第７「動物等への対応」に準ずる。 

 

 

 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班・警備班 

災害活動班 

災害活動班 
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第１４節 遺体の処理・埋葬 

第１ 遺体の処理 

風水害対策編／第３章／第１５節／第１「遺体の処理」に準ずる。 

 

 

第２ 納棺用品等の確保と遺体の収容 

風水害対策編／第３章／第１５節／第２「納棺用品等の確保と遺体の収容」に準ず

る。 

 

 

第３ 遺体の埋火葬 

風水害対策編／第３章／第１５節／第３「遺体の埋葬」に準ずる。 

 

 

 

災害援助班・警備班 

災害援助班 

災害援助班 
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第１５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 

園長及び学校長は、地震が発生した場合は、園児、児童、生徒の安全を確保する。 

また、地震により、幼稚園や学校にガスの漏出、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、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、震災の状況によって、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場合は、幼

稚園や学校で保護者に引き渡す。 

また、学校等が避難所となることを考慮し、避難所（学校）で保護することも考慮

する。 

 

４ 安否の確認 

災害が発生した場合は、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、

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。 

 

 

第２ 応急教育 

風水害対策編／第３章／第１６節／第２「応急教育」に準ずる。 

教育支援班（町教育委員会） 

教育支援班 
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第３ 保育園児の安全確保、安否確認 

１ 安全の確保 

園長は、地震が発生した場合は、園児の安全を確保する。 

また、地震により保育園にガスの漏出、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、園児を安全な場所に避難誘導する。 

 

２ 園児の保護 

保護者の迎えがないときは、学校等が避難所となることを考慮し、園児を避難所（学

校等）で保護することを考慮する。 

 

３ 安否の確認 

災害が発生した場合は、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。 

 

 

第４ 応急保育 

風水害対策編／第３章／第１６節／第４「応急保育」に準ずる。 

 

 

第５ 文化財応急対策 

風水害対策編／第３章／第１６節／第５「文化財応急対策」に準ずる。 

 

 

 

災害援助班 

災害援助班 

教育支援班 
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第１６節 公共施設等の応急対策 

第１ 水道の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第１「水道の応急対策」に準ずる。 

 

 

第２ 下水道の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第２「下水道の応急対策」に準ずる。 

 

 

第３ 電気の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第３「電気の応急対策」に準ずる。 

 

 

第４ 電話の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第４「電話の応急対策」に準ずる。 

 

 

第５ ガス施設の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第５「ガス施設の応急対策」に準ずる。 

 

 

第６ 道路・橋りょうの応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第６「道路・橋りょうの応急対策」に準ずる。 

 

 

第７ 鉄道施設の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第７「鉄道施設の応急対策」に準ずる。 

 

 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 

災害活動班 
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第８ その他の公共施設の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１７節／第８「その他の公共施設の応急対策」に準ずる。 

 

 

 

総務連絡班・災害活動班 
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第１７節 農業施設等応急対策 

第１ 農業施設等応急対策 

風水害対策編／第３章／第１８節／第１「農業施設等応急対策」に準ずる。 

 

 

第２ ため池の応急対策 

風水害対策編／第３章／第１８節／第２「ため池の応急対策」に準ずる。 

 

 

 

総務連絡班・災害活動班 

災害活動班 
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第１８節 帰宅困難者対策 

第１ 町内からの帰宅困難者対策 

風水害対策編／第３章／第１９節／第１「町内からの帰宅困難者対策」に準ずる。 

 

第２ 町外からの帰宅困難者対策 

風水害対策編／第３章／第１９節／第２「町外からの帰宅困難者対策」に準ずる。 

 

 

 

総務連絡班 

総務連絡班 
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第１９節 災害警備活動 

第１ 警備体制の確立 

風水害対策編／第３章／第２０節／第１「警備体制の確立」に準ずる。 

 

 

第２ 防犯活動への協力 

風水害対策編／第３章／第２０節／第２「防犯活動への協力」に準ずる。 

 

 

 

 

警備班 

総務連絡班 
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第２０節 複合災害対策 

第１ 複合災害対策の概要 

風水害対策編／第３章／第２１節／第１「複合災害対策の概要」に準ずる。 

 

 

第２ 基本的な考え方 

風水害対策編／第３章／第２１節／第２「基本的な考え方」に準ずる。 

 

 

第３ 災害活動体制 

風水害対策編／第３章／第２１節／第３「災害活動体制」に準ずる。 

 

 

第４ 避難等の防災対策 

風水害対策編／第３章／第２１節／第４「避難等の防災対策」に準ずる。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

風水害対策編／第４章／第１節／第１「基本方針」に準ずる。 

 

 

第２ 災害復旧・復興体制 

風水害対策編／第４章／第１節／第２「災害復旧・復興本部」に準ずる。 

 

 

第３ 災害復旧事業の推進 

風水害対策編／第４章／第１節／第３「災害復旧事業の推進」に準ずる。 

 

 

 

 

 

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 

風水害対策編／第４章／第２節／第１「生活相談」に準ずる。 

 

 

第２ り災証明書の交付 

風水害対策編／第４章／第２節／第２「り災証明書の交付」に準ずる。 

 

 

第３ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

風水害対策編／第４章／第２節／第３「被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提

供」に準ずる。 

 

 

第４ 義援金品の受け入れ、配分 

風水害対策編／第４章／第２節／第４「義援金品の受け入れ、配分」に準ずる。 

 

 

第５ 災害弔慰金等の支給 

風水害対策編／第４章／第２節／第５「災害弔慰金等の支給」に準ずる。 

 

 

第６ 災害救援資金等の貸与 

風水害対策編／第４章／第２節／第６「災害救援資金等の貸与」に準ずる。 

 

 

第７ 租税の減免等 

風水害対策編／第４章／第２節／第７「租税の減免等」に準ずる。 

 

 

総務課・福祉課 

災害援助班・総務課 

福祉課 

総務課・税務課 

総務課 

福祉課 

福祉課 
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第８ 住宅復興資金の融資 

風水害対策編／第４章／第２節／第８「住宅復興資金の融資」に準ずる。 

 

 

第９ 災害公営住宅の建設等 

風水害対策編／第４章／第２節／第９「災害公営住宅の建設等」に準ずる。 

 

 

第１０ 雇用機会の確保 

風水害対策編／第４章／第２節／第１０「雇用機会の確保」に準ずる。 

 

 

第１１ 郵便事業の支援措置 

風水害対策編／第４章／第２節／第１１「郵便事業の支援措置」に準ずる。 

 

 

第１２ 農林業者への支援 

風水害対策編／第４章／第２節／第１２「農林業者への支援」に準ずる。 

 

 

第１３ 中小企業者への支援 

風水害対策編／第４章／第２節／第１３「中小企業者への支援」に準ずる。 

 

 

第１４ 風評による人権侵害等を防止するための啓発 

風水害対策編／第４章／第２節／第１４「風評による人権侵害等を防止するための

啓発」に準ずる。 

 

 

第１５ 遺失物 

風水害対策編／第４章／第２節／第１５「遺失物」に準ずる。 

 

まちづくり課 

総務課・まちづくり課 

総務課・建設課 

総務課 

総務課・まちづくり課 

災害援助班 

総務課 

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 

風水害対策編／第４章／第３節／第１「災害復旧事業の推進」に準ずる。 

 

 

第２ 激甚法による災害復旧事業 

風水害対策編／第４章／第３節／第２「激甚法による災害復旧事業」に準ずる。 

 

 

 

 

総務課・各課 

総務課・各課 
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第４節 復興計画 

第１ 災害復興事業の推進 

風水害対策編／第４章／第４節／第１「災害復興事業の推進」に準ずる。 

 

 

 

総務課・各課 
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