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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 

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のうち事故災害等に関し、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、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。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

 

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。 
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第２節 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（事故対策編）の構成は、次のとおりとする。 

 

 

 

構   成 主 な 内 容 

第１章 総則 
計画の目的や構成、大規模事故対策の共通の考え

方について定める。 

第２章 原子力災害対策 それぞれの大規模事故災害について、 

①対応方針（計画の目的、災害の想定、本町の処理す

べき事務又は業務の大綱）について定める。 

②災害の発生及び拡大を防止するため、本町関係機

関等が日ごろから行うべき措置等について定める。 

③災害の発生後から応急対策の終了に至るまで、本

町関係機関等が行う応急対策に係る措置等につい

て定める。 

④本町関係機関等が行う災害復旧に係る措置等につ

いて定める。（原子力災害対策のみ） 

第３章 航空災害対策 

第４章 鉄道災害対策 

第５章 道路災害対策 

第６章 危険物等災害対策 

第７章 大規模な火事災害対策 

第８章 林野火災対策 

第９章 大気汚染による災害応急対策 
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第３節 大規模事故対策の共通の考え方 

第１ 大規模事故の対象と対応方針 

大規模事故は、風水害及び地震災害と異なり、発生原因となる事象及び災害の影響

する範囲や程度が局地的・限定的で、町全域に甚大な被害が発生することはないと考

えられる。 

また、大規模事故が発生したときは、一刻も早く人命を救助し、二次災害を防止す

ることが基本となる。 

 

 

第２ 情報の収集、連絡 

事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集し、災害規模に関する情報を集め、

把握できた範囲から県及び関係機関に連絡する。 

 

第３ 災害対策本部の設置 

事故の状況から判断して災害対策本部の設置等適切な配備体制をとり、必要に応じ

て現地災害対策本部を設置する。 

なお、原子力災害については、第２章で職員の動員配備や災害対策本部の設置等の

体制整備について具体的に記載している。 

 

第４ 応急対策活動 

災害の拡大を防止するための消防活動、被災者の救出活動、交通規制、警戒区域の

設定、避難の指示等、必要な応急対策を行う。 

 

 

 

 

総務課 
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第２章 原子力災害対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

原子力事業者の原子炉の運転等により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業

所外へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止するための町関係機

関が実施する予防、応急等の対策について定める。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

 

第２ 災害の想定 

原子力事業者の原子炉の運転等（原子炉運転、使用済み核燃料貯蔵、核燃料物質等

の事業所外運搬）により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外（事業所外運

搬の場合は輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生を想定する。 

県では、原子力災害が発生した場合の防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲を

国（原子力規制委員会）が定める「原子力災害対策指針」における「緊急時防護措置

を準備する区域（ＵＰＺ）」を踏まえて、玄海原子力発電所から概ね半径30ｋｍの円

内と定めている。 

 

■原子力防災対策を重点的に充実すべき地域（原子力発電所から概ね半径 30ｋｍの地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福岡県地域防災計画（原子力災害対策編）（平成 28 年 3 月） 

総務課 
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本町は、原子力防災対策を重点的に充実すべき地域からは外れており、県の地域防

災計画（原子力災害対策編）においては、避難者の受け入れを行う場合もあることか

ら、必要に応じ、各市町村における情報伝達・広報活動、避難者の受入れ等に係る事

項を検討するよう努めるものとされている。 

 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○原子力防災に関する知識の普及と啓発 

○教育及び訓練の実施 

○災害状況の把握及び情報提供 

○緊急時モニタリングへの協力 

○糸島市の住民等の避難受入に係る協力 

○住民等への汚染飲料水・飲食物の摂取制限 

○住民等への汚染農林水産物等の出荷制限等 

○原子力災害医療への協力 

○放射性物質による汚染の除去 

○放射性物質の付着した廃棄物の処理 

○各種制限措置の解除 

○損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

○情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる風評被害）の影響の軽減 

○文教対策 

○災害時における避難経路及び輸送経路の確保 
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第２節 災害予防対策 

広域かつ長期に及ぶことが予想される原子力災害に対応するため、情報の収

集・伝達、放射線等の観測体制を確立するとともに、広域避難の受け入れ体制を

整備する。 

 

 

第１ 即応体制の整備 

原子力災害時に応急対策活動を効果的に行うため、速やかに職員の非常参集、情報

の収集・連絡を行うために必要な体制の整備を図る。 

また、事態が長期化した場合に備え、職員の動員体制をあらかじめ整備しておく。 

 

 

第２ 情報収集･伝達体制の整備 

原子力災害が発生した場合における県、関係機関等との情報収集及び連絡体制を構

築する。その際、夜間休日においても対応できる体制を整備する。 

また、災害に伴い被災地への通信が輻輳した場合においても、被災地内の家族・親

戚・知人等の安否を確認できる情報通信手段である「災害用伝言サービス」の活用促

進を図る。 

 

 

第３ 広域防災体制の整備 

緊急時における広域的な応援体制の整備を図るため、相互に応援協定を締結する等

あらかじめ必要な調整を行う。 

 

 

第４ 放射線等モニタリング情報の収集体制の整備 

平時から、国、県、その他モニタリング関係機関と緊密な連携を図り、放射線発生

源、近隣情報を含むモニタリング情報の収集体制を構築するとともに、原子力災害が

発生した場合に、住民等へ的確な情報を継続的に提供できるよう、情報提供体制の整

備を図る。さらに、住民等からの問い合わせに対応する方法、体制等について定めて

おく。 

また、県が実施する緊急時モニタリングへの協力を行うための体制を整備する。 

総務課 
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第５ 広域避難者の受入体制の整備 

原子力災害時にあらかじめ定めている受入れ市町での受入れが困難になり、本町が

避難先として避難者を受け入れる場合に備え、指定避難所としてあらかじめ指定し、

避難方法等と合せて住民等への周知に努める。 

 

 

第６ 原子力防災に関する知識の普及・啓発 

原子力防災に対する意識の向上を図るため、放射性物質や放射線に関する知識、放

射線による健康への影響及び放射線防護に関する知識、緊急時の留意事項、汚染の除

去等に関する知識等、原子力防災に関する知識の普及・啓発を継続的に行う。 

また、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、関係省庁等が実施する原子力防災

に関する研修に防災業務関係者を積極的に参加させる等、防災知識の習得、防災技術

の習熟等を図る。 
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第３節 災害応急対策 

本節は、原子力事業者から非常時の情報連絡を受けた場合の対応及び原子力災害対

策特別措置法第15条に基づき緊急事態宣言が発出された場合の原子力緊急事態応急

対策（以下「緊急事態応急対策」という。）を中心に示したものであるが、これら以

外の場合であっても、原子力防災上必要と認められるときは、本節に示した対策に準

じて対応する。 

 

 

第１ 応急活動体制 

１ 職員の動員配置 

（１）配備の基準 

災害時の職員の配備は、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 配備基準 主な活動内容 配備要員 

災害 

警戒 

本部 

○ 

 

 

○ 

 

県を通して、原子力事業者

からの施設敷地緊急事態

発生の連絡を受けたとき 

その他、町長（本部長）が必 

要と認めたとき 

○ 

 

○ 

災害情報の収集、

伝達 

災害の注意、警戒 

防災担当職員、主な災害

応急対策関係職員 

災害 

対策 

本部 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

全面緊急事態が発生し内閣

総理大臣が原子力緊急事

態宣言を発出し、被害が本

町に及ぶことが明らかにな

ったとき 

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 

全職員 

 

（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。 

 

総務連絡班 
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■動員指令の系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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）参集場所の報告 

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） 

 

（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 

総務課 担当職員 

全職員 

行政経営課 担当職員 

住民課  

税務課  

福祉課  

健康こども課  

 

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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平常時課名 災害警戒体制 災害対策体制 

まちづくり課 担当職員 

全職員 

都市計画課 担当職員 

建設課 担当職員 

会計課  

生涯学習課 担当職員 

学校教育課 担当職員 

議会事務局  

 

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、災害警戒体制の配備を行う。 

 

■災害警戒体制の設置基準 

○県を通して原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生の連絡を受けたとき 

○その他、町長（本部長）が必要と認めたとき 

 

（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、第二順位号給が上位の

課長の代行順位で指揮を行う。 

 

（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。 

 

○災害情報の収集、伝達 

○災害の注意、警戒 

 

（４）災害警戒体制の解除等指揮の権限 

予想された災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害が拡大等により災害

対策本部へ移行したときは、災害警戒本部体制を解除する。 

 

３ 災害対策体制 

（１）災害対策本部の設置 

次の基準に該当し、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、災

害対策体制の配備を行う。 
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■災害対策本部の設置基準 

○全面緊急事態が発生し内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、被害が本町に

及ぶことが明らかになったとき 

○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、庁舎内総務課に置き、本部会議室及び本部室を設置する。 

○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）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措置が完了

したと認められるときは、災害対策本部を廃止し、必要に応じて災害復旧・復興本部

に移行する。 

 

（３）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 

 

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。 
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■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。 

 

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 
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○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 

 

（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



【事故対策編】 第２章 原子力災害対策 

第３節 災害応急対策 

14 

 

■遠賀町災害対策本部の事務分掌 

注１）時期区分で、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）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 

○   災害状況の把握及び伝達  

○   広域的避難民等の受け入れに係る協力 災害援助班 

○   住民等への汚染飲料水・飲食物の摂取制限  

○   
情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる

風評被害）の影響の軽減 

 

 ○  各種制限措置の解除  

  ○ 損害賠償の請求等に必要な資料の整備  

災害活動班 

○   緊急時モニタリングへの協力  

○   住民等への汚染農水産物等の出荷制限  

○   災害時における避難経路及び輸送経路の確保 警備班 

  ○ 放射性物質による汚染の除去  

  ○ 放射性物質の付着した廃棄物の処理  

災害援助班 ○   被ばく者の診断及び措置への協力  

教育支援班 ○   文教対策  

 

 

第２ 情報の収集・伝達 

１ 情報の収集 

県が、「原子力防災に係る福岡県民の安全確保に関する協定」第２条に基づき、原

子力事業者から非常時の情報連絡を受けた場合、又は内閣総理大臣が緊急事態宣言を

発出した場合は、国、県、その他自治体、防災関係機関と連携して迅速かつ的確な情

報収集を行う。 

 

２ 住民への的確な情報伝達 

大規模な原子力災害が発生した場合に住民等の危険回避等に資するため、テレビ・

ラジオ等の有効活用、防災行政無線や広報車等あらゆる手段を活用し、災害に関する

情報の迅速かつ的確な提供に努めるとともに、住民等の問い合わせに対応するため、

相談窓口を設置する。 

なお、住民等への情報提供に当たっては、情報の発信元を明確にし、理解しやすく

誤解を招かない表現を用いるとともに、情報の空白時間が生じないよう定期的な情報

総務連絡班 
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提供に努める。 

また、自治会組織、民生・児童委員等と協力・連携し、要配慮者への情報伝達に配

慮する。 

 

■情報伝達する事項 

○事故・災害等の概況 

○災害応急対策の実施状況 

○避難住民等を受け入れる場合、避難住民等の受け入れを行う旨及び車両の運転を控

える等、避難を円滑に行うための協力の呼びかけ 

○不安解消のための住民等に対する呼びかけ 

 

 

第３ 対象地域を越える地域における避難 

１ 広域避難者の受け入れ 

（１）災害警備体制の確立 

ＵＰＺに避難指示等が出され、あらかじめ定めている受入れ市町での受入れが困難

になり、本町が避難先として避難者を受け入れる場合においては、指定避難所の設置、

主要避難経路から指定避難所への避難者の誘導等、必要な支援を行う体制をとる。 

 

（２）避難者の健康対策 

指定避難所等における避難者の健康管理に配慮するとともに、県が行う避難退域時

検査等の緊急被ばく医療に協力する。 

 

２ 住民の緊急避難 

放射性物質の拡散による影響が予想され、住民の緊急的な避難が必要となった場合

には、避難勧告・指示を行うとともに、警戒区域の設定及び立入制限、住民への速や

かな情報提供を行う。 

避難方向や避難場所については、現場や県による情報、風向き等の気象情報等を収

集･整理し、適切に判断する。 

 

 

第４ 飲料水・飲食物の摂取制限 

１ 飲料水・飲食物の摂取制限 

国の指導・助言、指示又は県の指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき、

下表の「食品中の放射性物質の規格基準」（食品衛生法）を超える又は超えるおそれ

総務連絡班・災害援助班 

総務連絡班・災害活動班 
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があると認められる場合は、汚染飲料水（水道水を除く。）の飲用禁止及び汚染飲食

物の摂取制限等必要な措置を講じる。 

また、水道水については、水道水中の放射性物質に係る管理目標値である放射性セ

シウム10ベクレル／ｋｇを著しく超過する場合や、長期間超過することが見込まれる

場合、他の水道水源への振替、摂取制限等必要な措置を講じる。 

汚染飲料水の飲用禁止及び汚染飲食物の摂取制限等の措置の内容について、住民等

への周知徹底及び注意喚起に努める。 

 

■食品中の放射性物質の規格基準（食品衛生法） 

 

対     象 放 射 性 セ シ ウ ム 

飲 料 水 １０ ベクレル／ｋｇ 

牛 乳 ５０ ベクレル／ｋｇ 

乳児用食品 ５０ ベクレル／ｋｇ 

一 般 食 品 １００ ベクレル／ｋｇ 

出典：厚生労働省「食品中の放射性物質の新たな基準値」（平成24年4月） 

 

２ 農林水産物等の採取及び出荷制限 

農林水産物等の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に対し、国の指導・助言、指

示に基づく県からの指示内容について周知するとともに、県の指示等に基づき、次の

措置を講じるよう指示する。 

 

○農作物の作付け制限 

○農林水産物等の採取・漁獲の禁止 

○農林水産物等の出荷制限 

○肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産・流通制限 

○その他必要な措置 

 

３ 飲料水・飲食物の供給 

県の指示により、飲料水の摂取制限等の措置を指示したときは、必要に応じて住民

への応急給水等の措置を講じる。 

 

４ 飲料水、飲食物の出荷制限及び摂取制限の解除 

県から、飲料水、飲食物の出荷制限及び摂取制限、農林水産物等の採取及び出荷制

限の解除があれば、それに基づき制限を解除する。 
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第５ 文教対策 

学校等は、原子力災害における生徒等の安全を確保するとともに、学校施設の復旧、

応急教育の円滑な実施を図り、学校教育の早期回復に努める。 

 

１ 生徒等の安全確保措置 

学校等は、原子力災害が発生したときは、生徒等の安全確保のため、状況に応じて

臨時休校等の措置、通学経路の変更、集団登下校等の措置、校庭・園庭等での屋外活

動制限等の措置を行う。 

 

２ 学校施設の被害状況の把握、応急措置 

学校等やその通学路等の汚染状況を調査し、学校運営に著しく支障となる場合及び

汚染の拡大が予測される場合は、早急に関係機関と連携し、放射性物質による汚染の

除去（除染）に努める。 

 

３ 応急教育の実施 

原子力災害により学校施設が被災した場合又は避難所として被災者が避難してき

た場合にも、応急教育を実施するとともに、避難者を収容していても、できるだけ早

く授業再開ができるよう努める。 

 

 

第６ 核燃料物質等の運搬中の事故に対する応急対応 

 

原子力事業者等から核燃料物質等の運搬中の事故が町の区域内で発生した旨の連

絡を受けた場合は、県と協力して事故の状況把握に努めるとともに、国の主体的な指

導のもと、関係機関と連携して、事故現場周辺の住民避難の指示等必要な措置を講じ

る。 

 

 

教育支援班 

総務連絡班 
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第４節 災害復旧対策 

 

第１ 放射性物質による汚染の除去 

大規模な原子力災害が発生した場合、放射性物質による汚染が生じることもあるこ

とから、国、県及び原子力事業者等と連携して、放射性物質による汚染の除去（除染）

に努める。除染作業は、人の健康保護の観点から必要である地域を優先的に実施する。 

また、国の主導のもとで実施される放射性物質の付着した廃棄物及び土壌の処理に

ついては、収集、運搬、一時的な保管等必要な協力を行う。 

 

第２ 住民等の被害に係る相談窓口の設置等 

住民等の原子力事業者に対する損害賠償請求に資するため、必要に応じ、相談窓口

を設置し、住民が受けた影響について調査するとともに、緊急事態応急対策措置及び

事後対策措置について記録しておく。 

 

第３ 情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる風評

被害）の影響の軽減 

 

原子力災害による「情報が十分伝わらないことによる混乱（いわゆる風評被害）」

の影響を軽減するため、県と連携して、農林水産物、加工品、工業製品等の適正な流

通促進、観光地の安全性アピール及び避難先でのいじめ等人権侵害の防止等に関する

情報提供・広報活動を実施する。 

 

第４ 心身の健康相談体制の整備 

住民等の放射線被ばくに関する不安への対応のため、国、県及び医師会等と連携し

て心身の健康に関する相談体制を整備するとともに、必要に応じ、健康調査を実施す

る。 

 

 

 

総務課・各課 
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第５節 複合災害対策 

本町において、風水害や地震・津波災害が発生した状況下において、原子力災害が

発生した場合には、対応すべき業務の増大に伴い要員の確保が課題となるほか、応急

対策において、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、原子力災害

に対する情報伝達・広報活動や広域避難者の受入れ等にも対応していくことが必要と

なる状況も予想される。 

これを踏まえ、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、

適切な人員配置や外部への応援要請を行い、迅速に活動体制を整備する。 

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。 

 

 

 

 

 

 

総務連絡班 
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第３章 航空災害対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

本町に隣接する芦屋町には航空自衛隊芦屋基地があり、町域の一部が飛行経路とな

っている。 

このため、自衛隊機や航空運送事業者等が運航する航空機の墜落等、大規模な航空

事故による多数の死傷者等の発生といった航空機災害に対して、被害の拡大防止と軽

減を図るための町関係機関が実施する予防、応急等の対策について定める。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

第２ 災害の想定 

自衛隊機や航空運送事業者等が運航する航空機の墜落等による多数の死傷者等が

発生する大規模な航空事故の発生を想定する。 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○関係防災機関との調整 

○被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○死傷病者の身元確認 

○事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指

示 

○県又は他の市町村に対する応援要請 

 

 

 

総務課 
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第２節 災害予防対策 

第１ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡 

情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに、非常通信体制の整備、有・無線通信

システムの一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策を推進

する。 

 

２ 災害応急体制の整備 

実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。また必要に応じ、応急活動につい

て定期的に訓練を行い、他の職員・機関等との連携等について徹底を図る。 

 

３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

遠賀郡消防本部、消防団と連携して、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材及

び消防用機械・資機材の整備促進に努める。 

 

４ 関係者等への的確な情報伝達 

発災後の経過に応じ、関係者等に提供すべき情報について整理しておく。 

 

 

 

 

 

総務課 
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第３節 災害応急対策 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

１ 災害情報の収集・連絡 

人的被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

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。 

 

２ 通信手段の確保 

災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 活動体制 

災害が発生した場合、速やかに職員の非常参集、情報収集体制の確立及び災害対策

本部の設置等、必要な体制をとる。 

 

２ 広域的な活動体制 

被害の規模等に応じて、応急対策を実施する必要があると認めるときは、他の地方

公共団体等に対して応援を要請する。 

 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動 

１  捜索活動 

遠賀郡消防本部、折尾警察等と相互に連携して捜索を実施する。 

 

２ 救助・救急活動 

災害の実態や規模に応じて、防災関係機関が保有している資機材で対応できないと

予想される場合は、県及び他自治体に応援を要請する。また、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。 

なお、迅速な医療救護活動を行うため、医療関係機関と連携のうえ必要に応じて災

害現場に現地救護所を設置し、負傷者の応急手当等を行う。 

 

総務連絡班 
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３ 医療活動 

県等と連携して、負傷者等に対する医療活動を行うため、医療機関等の協力を得て、

近隣医療機関への搬送及び適正な医療救護活動を実施する。 

 

４ 消火活動 

遠賀郡消防本部及び消防団は、速やかに火災の発生状況を把握し、迅速に消火活動

を行う。 

また、災害規模大で、遠賀郡消防本部及び消防団の消防力だけでは対処できない場

合は相互応援協定に基づいて応援要請する。 

 

第４ 警戒区域の設定、緊急輸送のための交通の確保・緊急

輸送活動 

１  警戒区域の設定 

地域住民の安全を守るため、必要に応じて警戒区域を設定する。 

 

２ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

交通の確保及び緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、

交通規制、応急復旧、輸送活動を行う。 

 

 

第５ 関係者等への的確な情報伝達活動 

１  被災者の家族等への情報伝達活動 

県等と連携して、被災者の家族等のニーズを十分に把握し、航空災害の状況、安否

情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制

等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適正に提供する。 

 

２ 住民等への的確な情報の伝達 

住民に対し、航空災害の状況、安否情報、施設等の復旧状況、ニーズに応じた情報

を積極的に伝達する。 

 

３ 関係者等からの問い合わせに対する対応 

発災後、関係者等からの問い合わせに速やかに対応できるよう、必要に応じて人員

の配置等の体制の整備に努める。 
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第４章 鉄道災害対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者等が発生する等の鉄道事故に対

して、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害の軽減を図るための町関係

機関が実施する予防、応急等の対策について定める。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

 

第２ 災害の想定 

暴風雨、その他異常な自然現象及び事故による列車の脱線、転覆、大規模な火災等

の発生を想定する。 

 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○死傷病者の救出、救護（搬送・収容） 

○事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指

示 

○死傷病者の身元確認 

○県又は他の市町村に対する応援要請 

○関係防災機関との調整 

 

 

 

 

総務課 
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第２節 災害予防対策 

第１ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡 

必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備

を図っておく。 

また、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等、

災害時の重要通信の確保に関する対策を推進する。 

 

２ 災害応急体制の整備 

実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。また必要に応じ、応急活動につい

て定期的に訓練を行い、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

３ 救助・救急、医療及び消火活動 

遠賀郡消防本部、消防団と連携して、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の

整備に努める。 

また、医療機関等との連絡体制を整備するとともに、医療機関等と連携して、応急

救護用医療品及び医療資機材等の確保体制の整備に努める。 

 

 

 

 

総務課 
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第３節 災害応急対策 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

１ 災害情報の収集・連絡 

人的被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

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。 

 

２ 通信手段の確保 

災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

 

第２ 活動体制の確立 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集体制の確立及び災害対策本部の設置等、

必要な体制をとるものとする。 

また、被害の規模に応じて、応急対策を実施するために必要があると認めるときは、

他の地方公共団体等に対して応援を要請する。 

 

 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動 

必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確保し、

効率的な救助・救急活動を行う。 

また、負傷者等に対する医療活動を行うため、医療機関等の協力を得て、近隣医療

機関への搬送又は適切な医療救護活動を実施する。 

遠賀郡消防本部及び消防団は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消

火活動を行う。 

 

 

第４ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

交通の確保及び緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、

交通規制、応急復旧、輸送活動を行う。 

総務連絡班 
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第５ 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 被災者の家族等への情報伝達活動 

県等と連携して、被災者の家族等のニーズを十分把握し、鉄道災害の状況、安否情

報、医療機関等の情報を提供する。 

 

２ 住民等への的確な情報の伝達 

住民に対し、鉄道災害の状況、安否情報、施設等の復旧状況、ニーズに応じた情報

を積極的に伝達する。 

 

３ 関係者等からの問い合わせに対する対応 

発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように、人員の配置等の体制

の整備に努める。また、情報のニーズを見極め収集・整理を行う。 
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第５章 道路災害対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

道路事故に対して、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害の軽減を図

るための町関係機関が実施する予防、応急等の対策について定める。 

なお、この計画（事故災害対策編）に定められていない事項については、遠賀町地

域防災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

 

第２ 災害の想定 

自然災害や道路事故等で生じる道路構造物の被災及び道路上における車両の衝

突・火災等を想定とする。 

 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指

示 

○死傷病者の身元確認 

○県又は他の市町村に対する応援要請 

○関係防災機関との調整 

 

 

 

総務課 
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第２節 災害予防対策 

第１ 道路交通の安全のための情報の充実 

道路交通の安全のための情報収集、連絡体制の整備を図る。 

また、道路に異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合には、道路利用者

に交通情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

 

 

第２ 道路施設等の整備 

１ 現状の把握 

道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現状の把握に努める。 

 

２ 施設の整備 

道路における災害を予防するため、必要な施設の整備を図る。 

 

３ 体制の整備 

道路施設等の安全を確保するため、必要な体制等の整備に努める。 

 

４ 道路ネットワークの整備 

県及び関係機関と連携を図り、道路防災対策事業等を通じて、安全性・信頼性の高

い道路ネットワーク整備を計画的かつ総合的に実施する。 

 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡 

必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備

を図っておく。 

また、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等災

害時の重要通信の確保に関する対策を推進する。 

 

２ 災害応急体制の整備 

実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。また必要に応じ、応急活動につい

て定期的に訓練を行い、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

総務課 
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３ 救助・救急、医療及び消火活動 

応急措置の実施に必要な救急救助用資材の整備に努める。 

また、医療機関等との連絡体制を整備するとともに、医療機関等と連携して、応急

救護用医療品及び医療資機材等の確保体制の整備に努める。 

なお、火災による被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のための体制の整備

及び消防機関との連携の強化に努める。 

 

４ 緊急輸送 

災害時における道路交通の管理に努める。 

 

５ 危険物等の流出時における防除活動 

危険物の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機材の整備促進に努

める。 

 

６ 関係者等への的確な情報伝達 

発災後の経過に応じ、関係者等に提供すべき情報について整理しておく。 

 

７ 施設、設備の応急復旧活動 

施設・設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制及び資機材

を整備しておく。 

 

８ 災害復旧への備え 

円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備し

ておく。 

 

 

第４ 防災知識の普及 

道路ふれあい月間や道路防災週間等を通じ、道路利用者に対して、災害時にとるべ

き行動等防災知識の普及・啓発に努める。 
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第３節 災害応急対策 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

１ 災害情報の収集・連絡 

人的被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

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。 

 

２ 通信手段の確保 

災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 道路管理者の活動体制 

発災後、速やかに災害の拡大防止のために必要な措置を講ずるとともに、職員の非

常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等、必要な体制をとる。 

 

２ 活動体制 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集体制の確立及び災害対策本部の設置等、

必要な体制をとるものとする。 

また、被害の規模に応じて、応急対策を実施するために必要があると認めるときは、

他の地方公共団体等に応援を要請する。 

 

 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動 

１ 救助・救急活動 

迅速かつ的確な救助・救出の初期活動に資するよう協力する。また、被害状況の早

急な把握に努め、必要に応じて国又は他の地方公共団体に応援を要請する。 

事故災害の発生に備え、資機材等の整備・備蓄を図るとともに、必要に応じて民間

からの協力等により救助・救急活動のための資機材を確保し、効率的な救助・救急活

動を行う。 

 

総務連絡班 
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２  医療活動 

負傷者等に対する医療活動を行うため、医療機関等の協力を得て、近隣医療機関へ

の搬送又は適切な医療救護活動を実施する。 

 

３ 消火活動 

遠賀郡消防本部及び消防団は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行

う。 

 

 

第４ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応急復旧、輸送活動を行う。 

 

 

第５ 危険物の流出に対する応急対策 

１ 道路管理者の措置 

事故車両等からの危険物の流出が認められた場合には、関係機関と協力し、直ちに

防除活動及び避難誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努める。 

 

２ 消防機関の措置 

危険物の流出が認められた場合には、直ちに防除活動及び避難誘導活動を行う。 

 

 

第６ 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 

迅速かつ的確な障害物の除去及び仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保

に努める。 

また、道路施設の応急復旧活動を行うとともに、類似の災害の再発防止のため、被

災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う。 

 

 

第７ 関係者等への的確な情報伝達活動 

１ 被災者の家族等への情報伝達活動 

県等と連携し、被災者の家族等のニーズを十分に把握し、道路災害の状況等の情報

を適切に提供する。 
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２ 住民等への的確な情報の伝達 

住民に対し、道路災害の状況、安否情報、施設等の復旧状況、ニーズに応じた情報

を積極的に伝達する。 

 

３ 関係者等からの問い合わせに対する対応 

発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように、人員の配置等の体制

の整備に努める。また、情報のニーズを見極め収集・整理を行う。 
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第６章 危険物等災害対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

危険物、高圧ガス等の漏洩・流出、火災、爆発の発生、火薬類の火災、爆発の発生、

毒物・劇薬の飛散、漏洩、流出等による多数の死傷者の発生といった危険物災害に対

し、その拡大を防止し被害の軽減を図るための町関係機関が実施する予防、応急等の

対策について定める。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害応急対策計画の定めによるものとする。 

 

 

第２ 災害の想定 

危険物の漏洩・流出、爆発による多数の死傷者等の発生、高圧ガスの漏洩・流出、

火災、爆発による多数の死傷者等の発生、毒物・劇物の飛散、漏洩、流出等の発生を

想定する。 

 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指

示 

○死傷病者の身元確認 

○県又は他の市町村に対する応援要請 

○関係防災機関との調整 

○危険物等に関する規制 

 

 

 

総務課 
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第２節 災害予防対策 

第１ 危険物等関係施設の安全性の確保 

県及び関係機関は、危険物による災害の発生及び拡大を未然に防止するため、法令

で定める技術基準の遵守、自主保安体制の強化、保安管理及び危険物等に関する知識

の向上等により、安全性の確保を図る。 

 

 

第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡 

必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備

を図っておく。 

また、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用、及び応急対策等、

災害時の重要通信の確保に関する対策を推進する。 

 

２ 災害応急体制の整備 

実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。また必要に応じ、応急活動につい

て定期的に訓練を行い、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

３ 救助・救急、医療及び消火活動 

応急措置の実施に必要な救急救助用資材の整備に努める。 

また、医療機関等との連絡体制を整備するとともに、医療機関等と連携して、応急

救護用医療品及び医療資機材等の確保体制の整備に努める。 

遠賀郡消防本部、消防団等との連携強化を図り、消防水利の確保、消防体制の整備

に努める。 

 

４ 緊急輸送活動 

災害時における道路交通の管理に努める。 

 

５ 危険物等の大量流出時における防除活動 

関係機関による危険物の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握し、災害発生時

には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備する。 

 

総務課 
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６ 避難収容活動 

避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努める。 

また、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等の

協力を得ながら、平常時より避難誘導体制の整備に努める。 

 

７ 被災者等への的確な情報伝達活動 

発災後の経過に応じ、関係者等に提供すべき情報について整理しておく。 

また、住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておく。 

 

 

第３ 防災知識の普及、訓練 

１ 防災知識の普及 

住民に対し、危険物安全週間や防災関連行事等を通じて危険性を周知するとともに、

災害発生時にとるべき行動や避難場所での行動等、防災知識の普及・啓発を図る。 

 

２ 防災知識の普及と訓練における要配慮者への配慮 

防災知識の普及や訓練を実施する際には、要配慮者に十分配慮し、地域において要

配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。 
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第３節 災害応急対策 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

１ 災害情報の収集・連絡 

人的被害の状況や火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する

概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

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。 

 

２ 通信手段の確保 

災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

 

第２ 活動体制の確立 

１  活動体制 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集体制の確立及び災害対策本部の設置等、

必要な体制をとる。 

 

２ 広域的な活動体制 

被害の規模に応じて、応急対策を実施するために必要があると認めるときは、他の

地方公共団体等に対して応援を要請する。 

 

 

第３ 危険物等の種類に応じた個別の応急対策 

危険物等の災害においては、遠賀郡消防本部が中心となり、以下の応急対策を実施

する。町及び消防団は、遠賀郡消防本部と連携・協力して必要な対処を行う。 

 

１ 危険物災害応急対策 

関係事務所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、次に掲げる

措置を当該危険物施設の実態に応じて講ずるよう指導する。 

 

○災害の拡大を防止するための施設、設備の整備及び緊急措置要領の確立 

○危険物による災害発生時の自主防災活動組織と活動要領の確立 

総務連絡班 
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○災害状況の把握と状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置及び

防災関係機関との連携活動の確立 

 

２ 高圧ガス災害応急対策 

施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、死

傷者等の救出、警戒区域の設定、火気使用禁止広報及び避難の指示等必要な応急対策

を実施する。 

 

３ 火薬類災害応急対策 

施設の管理責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、死

傷者等の救出、警戒区域の設定、避難の指示等必要な応急対策を実施する。 

 

４ 毒物劇物災害応急対策 

毒物劇物施設の管理責任者と密接な連携を図り、火災に際しては施設の延焼防止の

ための消防活動を実施するほか、汚染区域の拡大を防止する措置を実施する。 

また、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。 

 

 

第４ 災害の拡大防止活動 

危険物災害時に、県と連携して、危険物の流出・拡散の防止、流出した危険物等の

除去、環境モニタリングを始め、住民等の避難、事業者に対する応急措置命令、危険

物等関係施設の緊急使用停止命令等適切な応急対策を講ずる。 

 

 

第５ 救助・救急、医療及び消火活動 

１ 救助・救急活動 

救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努める。 

また必要に応じ、民間からの協力等により救助・救急活動のための資機材を確保し、

効率的な救助・救急活動を行う。 

 

２ 医療活動 

負傷者等に対する医療活動を行うため、医療機関等の協力を得て、近隣医療機関へ

の搬送又は適切な医療救護活動を実施する。 
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３ 消火活動 

遠賀郡消防本部及び消防団は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行

う。 

 

 

第６ 災害の拡大防止のための交通規制及び交通の確保・緊

急輸送活動 

１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、

関係機関等との連携のもと、交通規制、警戒区域の設定、応急復旧、輸送活動を行う。 

 

 

第７ 危険物等の大量流出に対する応急対策 

１ 河川等への流出に対する応急対策 

危険物等が河川等に大量に流出した場合、県と連携して、直ちに関係機関と協議の

うえ、環境モニタリング、危険物等の処理等必要な措置を講ずる。 

 

 

第８ 避難収容活動 

１ 避難誘導の実施 

避難が必要な場合、住民等の避難誘導を行う。避難誘導に当たっては、避難場所及

び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の概要、その他避難に資する情報の提供に努

める。 

なお、避難誘導等に当たっては要配慮者に十分配慮する。 

 

２ 避難場所 

発災時に必要な指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。また、

必要があれば、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緊急避難場所として開設する。 

 

 

第９ 施設、設備の応急復旧活動 

専門技術を持つ人材等を活用して、所管する施設の緊急点検を実施するとともに、

これらの被害状況等を把握し、施設の応急復旧を速やかに行う。 
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第１０ 被害者等への的確な情報伝達活動 

１ 被災者への情報伝達活動 

被災者のニーズを十分に把握し、危険物災害等の状況、二次災害の危険性に関する

情報等を適切に提供する。 

 

２ 住民等への的確な情報の伝達 

住民等に対し、危険物等災害の状況、安否情報、施設等の復旧情報、義援物資の取

扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達する。 

 

３ 住民等からの問い合わせに対する対応 

発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように、人員の配置等の体制

の整備に努める。 
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第７章 大規模な火事災害対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

大規模な火事災害対策に関し、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害

の軽減を図るための町関係機関が実施する予防、応急等の対策について定める。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

 

第２ 災害の想定 

住宅等が密集した市街地における火災の危険性を踏まえ、大規模な火事の発生を想

定する。 

 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○火災状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○火災拡大防止のための消火その他消防活動 

○警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指

示 

○死傷病者の身元確認 

○県又は他の市町村に対する応援要請 

○関係防災機関との調整 

 

 

 

総務課 
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第２節 災害予防対策 

第１ 災害に強いまちづくり 

１ 災害に強いまちの形成 

避難路、避難地、防災活動拠点ともなる幹線道路や河川等の骨格的な都市基盤施設、

市街地の面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の確保、耐震

性貯水槽や備蓄倉庫等について、総合的かつ計画的に整備し、災害に強い都市構造の

形成を図る。 

 

２ 火災に対する建設物の安全化 

多数の人が出入りする事業所等について、設置された消防用設備等が災害時に機能

を有効に発揮することができるよう、定期的に点検を行う等適正な維持管理を行う。 

また、防火管理上必要な業務を適正に行う等、防火管理体制の充実を図る。 

 

 

第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

１ 情報の収集・連絡 

必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備

を図っておく。 

また、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等災

害時の重要通信の確保に関する対策を推進する。 

 

２ 災害応急体制の整備 

実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。また必要に応じ、応急活動につい

て定期的に訓練を行い、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

３ 救助・救急、医療及び消火活動 

救助・救急の応急措置の実施に必要な救急救助用資材の整備に努める。また、消防

機関及び医療機関の連絡体制の整備を図る。 

大規模な火災に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備、河川水等の自

然水の活用、水泳プール等の活用により消防水利の多様化とその適正配置に努めると

ともに、消防用資機材の整備促進に努める。 

 

総務課 
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４ 避難収容活動 

避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努める。 

また、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地域住民等の協力を得ながら、

平常時より避難誘導体制の整備に努める。 

 

５ 施設、設備の応急復旧活動 

所管する施設・設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制及

び資機材を整備しておく。 

 

６ 被災者等への的確な情報伝達活動 

発災後の経過に応じ、関係者等に提供すべき情報について整理しておく。 

また、住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておく。 

 

 

第３ 防災知識の普及、訓練 

１ 防災知識の普及 

住民に対し、全国火災予防運動、防災週間等を通じて大規模な火事の被害想定等を

示しながら危険性を周知させるとともに、災害発生時にとるべき行動や、避難場所で

の行動等、防災知識の普及、啓発を図る。 

 

２ 防災訓練の実施、指導 

全国火災予防運動や防災週間等を通じ、積極的に防災訓練を実施する。 

 

３ 防災知識の普及、訓練における要配慮者への配慮 

防災知識の普及や訓練を実施する際には、要配慮者に十分配慮し、地域において要

配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。 
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第３節 災害応急対策 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

１ 災害情報の収集・連絡 

大規模な火事災害が発生した場合、町は迅速かつ的確に災害情報を収集・伝達する。 

火災の発生状況や人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する

概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

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。 

 

２ 通信手段の確保 

災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 活動体制 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集体制の確立及び災害対策本部の設置等、

必要な体制をとる。 

 

２ 広域的な活動体制 

被害の規模等に応じて、応急対策を実施するため必要があると認めるときは、

他の自治体に対して応援を要請する。 

 

 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動 

１ 救助・救急活動 

関係機関と連携して被害状況の早急な把握に努めるとともに、必要に応じて、相互

応援協定に基づく応援要請等を速やかに行い、救急・救助活動を実施する。 

また、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確

保し、効率的な救助・救急活動を行う。 

 

２ 医療活動 

負傷者等に対する医療活動を行うため、医療機関等の協力を得て、医療機関への搬

送又は適切な医療救護活動を実施する。 

総務連絡班・災害活動班 
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３ 消火活動 

遠賀郡消防本部及び消防団は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行

う。 

 

 

第４ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、関係機関との連携のもと、交通規制、応

急復旧、輸送活動を行う。 

 

 

第５ 避難収容活動 

１ 避難誘導の実施 

発災時には、住民等の避難誘導を行う。避難誘導に当たっては、避難場所及び避難

路や災害危険箇所等の所在、災害の概要、その他避難に資する情報の提供に努める。 

 

２ 避難場所 

発災時に必要な指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。 

必要があれば、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緊急避難場所として開設する。 

 

 

第６ 施設、設備の応急復旧活動 

県や関係機関等と連携し、専門技術を持つ人材等を活用して、所管する施設、設備

の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、ライフライン及び公

共施設の応急復旧を速やかに行う。 

 

 

第７ 被害者等への的確な情報伝達活動 

１ 被災者への情報伝達活動 

被災者のニーズを十分に把握し、災害の状況等の情報を適切に提供する。なお、そ

の際には、要配慮者に配慮した伝達を行うものとする。 
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２ 住民等への的確な情報の伝達 

住民等に対し、大規模な火事災害の状況、安否情報等、ニーズに応じた情報を積極

的に伝達する。 

 

３ 住民等からの問い合わせに対する対応 

発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように、人員の配置等の体制

の整備に努める。 
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第８章 林野火災対策 

第１節 対応方針 

第１ 計画の目的 

林野火災対策に関し、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害の軽減を

図ることを目的とする。 

なお、この計画（事故対策編）に定められていない事項については、遠賀町地域防

災計画風水害対策編の定めによるものとする。 

 

 

第２ 災害の想定 

火災による広範囲にわたる林野の焼失等を想定する。 

 

 

第３ 町（遠賀郡消防本部を含む）の処理すべき事務又は業

務の大綱 

○火災状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○火災拡大防止のための消火その他消防活動 

○警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指

示 

○死傷病者の身元確認 

○県又は他の市町村に対する応援要請 

○関係防災機関との調整 

 

 

 

総務課・まちづくり課 
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第２節 災害予防対策 

第１ 林野火災に強い地域づくり 

１ 監視体制等の強化 

林野火災発生のおそれがあるときは、巡視、監視を強化するとともに、火災警報の

発令、住民及び入山者への火災警報の周知徹底、火入れの協議、たき火等の制限等を

行う。 

なお、「遠賀町火入れに関する条例」に基づく申請については、気象庁の気象予報

等を参考にしながら許可するものとし、火入れの場所が隣接自治体に近接するときは、

関係自治体に通知する。 

また、気象条件によっては、入山者等に火を使用しないよう指導するとともに、特

に必要と認める時は、町長は、期限を限って、一定区域内のたき火、喫煙を制限する。 

 

 

第２ 林野火災防止のための情報の充実 

気象台からの湿度、風向、風速等に関する情報の把握に努める。 

 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

１ 情報の収集・連絡 

必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備

を図っておく。 

また、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等災

害時の重要通信の確保に関する対策を推進する。 

 

２ 災害応急体制の整備 

実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また必要に応じ、応急活動について定期的に訓練を行い、他の職員、機関等との連

携等について徹底を図る。 

 

３ 救助・救急、医療及び消火活動 

応急措置の実施に必要な救急救助用資材の整備に努める。 

また、医療機関等との連絡体制を整備するとともに、医療機関等と連携して、応急

救護用医療品及び医療資機材等の確保体制の整備に努める。 

総務課 
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消火活動に当たって、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備、河川水等の自

然水利の活用、水泳プール等の活用により消防水利の多様化を図るとともに、その適

正な配置に努めるものとする。 

また、林野火災の状況に応じて早期にヘリコプターの活用が図れるように、体制づ

くりを推進する。 

 

４ 避難収容活動 

避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努める。また、

避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等の協力を得

ながら、平常時より避難誘導体制の整備に努める。 

 

５ 施設、設備の応急復旧活動 

所管する施設・設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制及

び資機材を整備しておく。 

 

６ 被災者等への的確な情報伝達活動 

発災後の経過に応じ、関係者等に提供すべき情報について整理しておく。 

 

７ 防災関係機関等による防災訓練の実施 

様々な状況を想定し、消火、救助・救急等の訓練を実施する。 

 

 

第４ 防災活動の促進 

１ 防災知識の普及 

火災が発生しやすい時期を重点に、予報広報を積極的に推進する。 

 

２ 住民の防災活動の環境整備 

消防団の施設・設備の充実、青少年・女性層の団員への参加促進等、消防団の活性

化を推進し、その育成を図る。 

また、住民や事業所等の自主防災活動を支援する。 
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第３節 災害応急対策 

第１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

１ 災害情報の収集・連絡 

大規模な林野火災が発生した場合、迅速かつ的確に災害情報を収集・伝達する。火

災を発見した者から通報を受けた場合は、あらかじめ定める出動体制をとるとともに、

関係機関（隣接市町村、折尾警察署等）に通報を行う。また、地区住民や入山者等に

対して周知を図る。 

火災の規模等が、通報基準に達したとき、また、特に必要と認めるときは、県に即

報を行う。 

 

２ 通信手段の確保 

災害発生直後、直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 活動体制 

火災を覚知した場合は、現場指揮本部を設置し、関係機関と連携協力して防御に当

たるとともに、状況を的確に把握し、隣接自治体等への応援出動要請の準備を行う。 

また、火災が拡大し、単独では対処できないと判断されたときは、関係機関の協力

を得て、現地対策本部を設置する。現地対策本部は、隣接市町村等の応援隊の出動要

請、自衛隊出動要請の検討、警戒区域の指定等を行う。 

 

 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動 

１ 救助・救急活動 

医療機関等の関係機関と連携を図り、被害状況の早急な把握に努めるとともに、必

要に応じて、相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行う。 

また必要に応じ、民間からの協力等により救助・救急活動のための資機材を確保し、

効率的な救助・救急活動を行う。 

 

２ 医療活動 

負傷者等に対する医療活動を行うため、医療機関等の協力を得て、近隣医療機関へ

の搬送又は適切な医療救護活動を実施する。 

総務連絡班・警備班・災害活動班 
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３ 消火活動 

遠賀郡消防本部及び消防団は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行

う。また、効果的な消防活動を実施するとともに、時期を失することなく近隣市町村

に応援要請を行う等早期消火に努める。 

 

 

第４ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、関係機関との連携のもと、交通規制、応

急復旧、輸送活動を行う。 

 

 

第５ 避難収容活動 

１ 避難誘導の実施 

発災時には、住民等の避難誘導を行う。避難誘導に当たっては、避難場所及び避難

路や災害危険箇所等の所在、災害の概要、その他避難に資する情報の提供に努める。 

なお、避難の際や情報の提供について、避難行動要支援者に十分配慮する。 

 

２ 避難場所 

発災時に必要な指定緊急避難場所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。また、

必要があれば、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緊急避難場所として開設する。 

 

 

第６ 施設、設備の応急復旧活動 

県・関係機関等と連携し、専門技術を持つ人材等を活用して、所管する施設、設備

の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、ライフライン及び公

共施設の応急復旧を速やかに行う。 

 

 

第７ 被害者等への的確な情報伝達活動 

１ 被災者への情報伝達活動 

被災者のニーズを十分把握し、林野火災の状況、二次災害の危険性に関する情報等、

情報を適切に提供する。なお、その際には、要配慮者に配慮した伝達を行うものとす

る。 
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２ 住民等への的確な情報の伝達 

災害発生地の住民等に対し、林野火災の状況等、ニーズに応じた情報を積極的に伝

達する。 

 

 

第８ 二次災害の防止活動 

降雨等による二次的な土砂災害等を防止するため、必要に応じ国や県と連携して専

門技術者を活用し、土砂災害等の危険箇所を点検する。 

危険性の高い箇所については、関係住民への周知を図るとともに、警戒避難体制を

整備したうえで、応急対策や治山事業等を実施する。 
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第９章 大気汚染による災害応急対策 

第１ 総則 

大気の汚染が著しくなり、人体に影響を及ぼすおそれがある場合や光化学オキシダ

ント（光化学スモッグ）注意報等が発令された場合に、速やかに安全を維持し適切な

対応を行う。 

 

 

第２ 周知 

光化学オキシダント（光化学スモッグ）等に係る大気の汚染が著しくなり、気象条

件から見て当該状態が継続し、人の健康に被害が生ずるおそれがあると認められると

きは、「遠賀町光化学オキシダント（スモッグ）緊急時対応マニュアル」に基づき、

住民や関係機関に周知する。 

 

 

 

住民課・総務課・各課 

住民課・総務課・各課 
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