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第３項 民生安定活動 

 

第１節 災害広報 

 

震災時には、様々な情報が錯綜して、社会的混乱が起こることが予想されるとともに、

り災者等への情報が乏しい場合、断片的な情報が伝わる間にそれが変質してデマとなるこ

とがある。このため、同報無線、広報車等をはじめ多種多様な方法を用いて正確な情報を

速やかに公表、伝達する。また、情報の混乱を避けるため、関係機関相互の情報の共有化

及び情報提供窓口の一元化を図る。 

１ 災害広報の実施 

町本部（企画班）は、地震発生後速やかに災害広報体制を整え、県及び防災関係機関

と連携して、住民に対し適切かつ迅速な広報活動を実施する。 

(1) 町の広報 

町は、地震災害に関する情報を地域住民に広報する。 

(2) 広報の方法 

避難場所への掲示、広報車等のほか、パソコン通信、アマチュア無線、インターネ

ット、町防災行政無線のあらゆる広報媒体を有効に活用し、また自主防災組織を通じ

るなどにより、迅速かつ的確な広報に努めるとともに関係機関と連携し、新聞、テレ

ビ、ラジオ等の報道機関に対し、広報要請を行う。 

(3) 広報の内容 

地震発生直後は、住民の適切な判断と安全な行動を促す内容の広報を迅速に行うと

ともに、り災者のニーズに応じたきめ細かな情報提供を行う。その際、情報の混乱を

避けるため、関係機関との十分な連携を保つ。 

広報事項は、おおむね次のとおりとする。 

ア 地震災害の状況に関すること 

イ 避難に関すること 

(ｱ) 町本部が実施した避難勧告、避難場所又は指示の内容 

(ｲ) 住民がとるべき行動 

ウ 応急対策活動の状況に関すること 

(ｱ) 交通規制及び道路情報等に関すること 

(ｲ) 水道、電気、ガスの供給状況及び復旧予定 

(ｳ) 鉄道、路線バス等の運行状況及び復旧予定 

(ｴ) 電話の使用制限及び復旧予定 

(ｵ) 金融機関の非常金融措置及び業務運営予定 

(ｶ) 救護所の開設状況、その他の医療情報 

エ その他町民生活に関すること（二次災害防止情報を含む） 

(ｱ) 被災者の安否情報 

(ｲ) 食糧、飲料水、生活必需品等の供給に関すること 

(ｳ) 上水道、電気、ガスの二次災害に関すること 

(ｴ) 下水道の使用に関すること 

(ｵ) 防疫に関すること 

(ｶ) 臨時災害相談所の開設に関すること 

(ｷ) 流言飛語の防止に関すること 

２ 報道機関への対応 

(1) 町本部は、関係機関と連携し、情報を一元的に（企画班を通じ）報道機関へ提供す
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るとともに、報道の要請をする。 

ア 情報の提供 

(ｱ)地震被害、余震の状況、二次災害の危険性に関する情報 

(ｲ)救助活動に関する情報 

(ｳ)生活関連情報（交通施設等の復旧状況、医療情報） 

(ｴ)被災者の安否確認に関する情報 

(ｵ)その他の関係情報 

イ 情報提供・報道要請に当たっての留意事項 

(ｱ)提供する情報の種類、収集の方法、発表様式等をあらかじめ定める 

(ｲ)報道機関からの照会に対応する体制の整備 

(ｳ)情報の錯綜の防止（県、防災関係機関等との連絡調整） 

３ デマ等の発生防止対策 

町は、防災関係機関と連携し、デマ等の発生を防止するため、報道機関の協力を得て、

正確な情報を迅速に提供するとともに、デマ等の事実をキャッチしたときは、その解消

のため適切な措置を行う。 

４ 住民の安否情報 

町本部は、住民の安否情報の収集及び一般住民等からの安否照会の方法については、

あらかじめ定めておく。 

（例） 

○ 住民の安否情報の収集  ⇒ 各避難所又は町内会単位で収集 

○ 安否照会への対応        ⇒  専用電話、専用窓口 

また、西日本電信電話㈱により、災害用伝言ダイヤル「１７１番」が開設され、住民

の安否確認と電話の輻輳緩和が図られる。 

５ 総合的な情報提供・相談窓口の整備 

(1) 町本部は、各部の情報提供、相談事業との連携により、効果的な情報の提供や相談

に応ずるため、情報提供・相談の総合窓口を設置する。 

(2) 最新の情報の収集に努め、資料、収集データ更新などを図りながら２４時間対応す

る。 

 

第２節 災害救助法の適用 

 

災害が一定規模以上でかつ応急的な復旧を必要とする場合は、災害救助法を適用し、被

災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

１ 制度の概要 

災害救助法による救助は、災害による被災者の保護と社会秩序の保全を図るために、

県知事が国の機関として応急救助を行うものであるが、救助の大部分については、更に

町長に委任されている。救助の種類、程度、方法及び機関に関しては、知事が厚生労働

大臣の承認を得て定めることとされており、県及び町が救助に要した費用については、

県が国の負担を得て支弁する。ただし、町は、一時繰替え支弁する必要があることがあ

る。 

なお、災害救助法の適用等の詳細については、一般対策編第３章第６項「り災者救助

保護計画」を準用する。 
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第３節 被災者救援対策 

 

大規模地震においては、り災者は着の身着のまま避難する場合が多く、その生命維持の 

ため食糧や水の供給が必要となる。また、避難が長期化した場合、被災者のニーズも時間 

の経過とともに変化し、適宜に応じた物資の供給は必要となる。 

町は、被災地の状況や被災者のニーズを迅速に把握するとともに、避難行動要支援者に

対して十分な配慮をし、的確かつ迅速な供給を図る。 

１ 給水 

(1) 飲料水の応急給水活動 

水道班は、飲料水の確保が困難な地域について応急給水を行う。 

ア 応急給水の目安は、おおむね１人１日３㍑の給水を実施する。 

イ プールの水、井戸水その他水利の水を浄水機により浄水し、応急給水を実施する。 

ウ 応急給水に当たっては、住民に対して給水場所、時間帯を広報車、または町防災

行政無線によって周知徹底を図る。 

エ 住民は、衛生面に十分配慮し、地域内の井戸等を活用して飲料水の確保に努める。 

(2) 応急給水の応援要請 

町内で飲料水の応急給水ができないときは、岐阜市・羽島市との上水道相互連絡管

設置に関する協定及び岐阜県水道災害相互応援協定に基づき、県を通じ他の市町村に

応援を要請する。 

(3) 生活用水の確保 

水道の復旧活動の長期化に備え、飲料水以外の確保に努める。 

２ 食糧の供給 

災害時における被災者及び災害防護活動者に対する炊き出し及び食品の給与は、次に

よるものとする。 

(1) 町本部は、次のとおり主要食糧の供給を確保する。 

ア 備蓄食糧及び小売業者等保有の米穀等を調達し、被災者等に対し炊き出し又は現

物支給する。 

イ 必要な副食及び調味料を調達し、被災者等に対し供給する。 

(2) 相互応援協定こ基づく応急食糧提供の要請 

災害の状況その他に応じ、県又は、他市町村に対し食糧及びその供給に必要な資機

材の提供を要請する。 

(3) 支給、配分の公平性の確保 

物資の支給、配分に当たっては、事前に地域住民に広報するとともに、民生委員、

自主防災組織その他関係者の協力により、公平の維持に努めるものとする。 

３ 生活必需物資の供給 

(1) 生活必需物資の調達及び供給 

ア 生活必需物資の範囲 

寝具、衣料品、炊事器具、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料等 

イ 生活必需物資の調達 

次により必要な生活必需物資を確保し、被災者に支給（貸与）する。 

(ｱ) 備蓄物資を放出する。 

(ｲ) 町内小売業者等から調達する。 

(ｳ) 災害救援物資から調達する。 

 (2) 相互応援協定に基づく生活必需物資提供の要請 

災害の状況その他に応じ、「災害時における相互援助協定」に基づき、他市町村に
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対し、生活必需物資の提供を要請する。 

(3) ニーズに適合した物資の支給 

生活必需物資の確保に当たっては、季節、天候、時間の経過等により披災者ニーズ

も多様であることをできるかぎり配慮するものとする。 

(4) 支給、配分の公平性の確保 

物資の支給、配分に当たっては、事前に地域住民に広報するとともに、民生委員、

自主防災組織その他関係者の協力により、公平の維持に努めるものとする。 

 

第４節 応急教育対策 

 

地震災害により通常の教育を行うことができなくなった場合は、早急に教育施設の確保

を図る等、応急対策を実施するとともに、疎開についても弾力的運用について配慮するな

ど、学校教育に支障を期たさないよう措置する。 

また、学校の再開は、避難所となっている学校では避難者の生活に配慮しつつ、適切な

時期に学校教育を再開する。 

なお、本計画中定めない事項は一般対策編第３章第１０項「文教対策」の定めるところ

による。 

１ 児童、生徒の安全確保 

学校長及び園長（以下「校長等」という。）は、災害発生に対してあらかじめ定めら

れた計画に基づき、園児及び児童・生徒（以下「生徒等」という）の保獲に努める。 

(1) 学校等の対応 

ア 校長等は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮に当たる。 

イ 生徒等については、教職員の指導のもとに全員を直ちに帰宅させることを原則と

する。帰宅させるに当たっては、通学（園）路の安全確保、小集団で下校させる等

必要な措置を執り、生徒等の安全を確保する。 

また、交通機関の利用者、留守家庭等の生徒等のうち帰宅できない者については、

状況を判断し、学校等で保護する。 

ウ 登下校中に地震が発生した場合、学校等へ登校し、又は学校等へ引き返した生徒

等については、イに準じて所要の措置を執る。 

校外における学校等行事中に地震が発生した場合は、引率者は、生徒等を集合さ

せ、安全な場所へ避難させる等必要な措置を執る。 

(2) 教職員の対処、指導基準等 

ア 災害の発生の場合、生徒等を教室等に集める。 

イ 生徒等の退避、誘導に当たっては、氏名、人員等掌握、異常の有無等を明確にし、

的確に指示する。 

ウ 学級担任等は学級名簿等を携行し、校長等の指示により所定の場所へ誘導、退避

させる。 

エ 心身障害児については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど十分配慮する。 

オ 生徒等の保護者等への引渡しについては、決められた引渡しの方法で確実に行う。 

カ 遠距離通学、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない生徒等については、氏

名、人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

キ 生徒等の安全を確保した後、本部の指示により防災活動に当たる。 

２ 教育活動の再開 

羽島郡二町教育委員会は、災害時において、教育活動の早期再開を期するため、次の

措置を講ずる。 
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(1) 応急教育の実施 

教職員、教育施設、教材等早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

(2) 被害状況の把握及び報告 

各班は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに生徒等、教職員及び施設設備

の被害状況を把握し、教育委員会等に報告する。 

(3) 教育施設の確保 

教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することは避けるため、次によ

り施設の効率的な利用を図る。 

ア 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は、早急に修理し、正常な教育活動の実施を図る。 

イ 公立学校の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用する。 

ウ 仮設校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等仮設校舎の教育施設を設けて、

授業の早期再開を図る。 

エ 公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設、その他公共施設を利用して、

授業の早期再開を図る。 

オ 上記によっても教育施設の確保が困難なときは、二部授業等必要な措置を執る。 

(4) 教員の確保 

教職員が被災したことにより、通常の教育を実施することが不可能となった場合、

被災地周辺の教職員も含め総合調整し、教職員の確保を図る。確保が困難なときは、

合併授業等必要な措置を執る。 

３ 生徒等に対する援助 

(1) 学用品の給与等 

応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査し、確保が困

難な場合は、県へ要請する。 

(2) 就学の援助 

世帯が被災し、就学が困難となった生徒等に対し、就学奨励のための必要な援助を

行う。 

(3) 学校給食及び応急給食の実施 

給食物資の確保を行い、学校給食の継続確保に努める。 

(4) 転出、転入の手続 

生徒等の転出、転入について、状況に応じ、速やかにかつ弾力的な措置を執る。 

また、転入学に関する他県の対応等の情報及び手続き等の広報に努めるとともに、

窓口を設けて問い合わせに対応する。 

(5) 心の健康管理 

教育委員会は、り災した生徒等及び救援活動に携わった教職員に対し、メンタルケ

アを必要とする場合、相談事業や研修会等を実施する。 

 

第５節 避難行動要支援者対策 

 

高齢者（特に独居老人）、障害者、外国人、妊婦等いわゆる避難行動要支援者は、身体

面又は情報面のハンディキャップから迅速な行動がとれず、その後の避難生活においても

不自由を強いられる。 
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町は、地域住民の応援協力を得て、避難行動要支援者の避難誘導を実施するとともに、

個別かつ専門的な救援体制を確立する。 

１ 在宅の避難行動要支援者対策 

(1) 町本部は、災害弱者を支援するため、次の対策を講ずる。 

ア 災害弱者が必要とする支援内容の把握（時系列で） 

イ 災害弱者のニーズに応じた救援、救護 

(ｱ) 特別な食糧（柔らかい食品、粉ミルク等）を必要とする者に対し、その確保・

提供 

(ｲ) 避難行動要支援者用資機材（車イス、障害者用トイレ、ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ等）の提供 

(ｳ) ボランティア等の生活支援のための人材の確保及び派遣 

(ｴ) 情報提供 

(ｵ) 人工透析及び難病患者等への医療の確保 

ウ 避難所での避難行動要支援者への配慮 

エ 避難行動要支援者向け相談所の開設 

オ 二次避難所としての社会福祉施設の活用検討 

カ 避難行動要支援者向け仮設住宅の提供、優先入居 

(2) 町本部は地震発生後、町内会長、民生委員等関係機関の協力を得て、在宅サービス

利用者、ひとり暮らし老人、障がい者、難病患者等の名簿（避難行動要支援者台帳）

や地図あるいは警察（特に交番）の情報を利用するなどして居宅に残された避難行動

要支援者の迅速な発見に努める。 

(3) 避難行動要支援者を発見、確認した場合は、次の情報を把握するとともに、消防機

関、警察と連携して地域住民が災害弱者とともに避難するよう指導する。 

ア 避難所へ移動 

イ 施設緊急入所等を緊急措置 

ウ 居宅での生活が可能な場合には、在宅保健ニーズの把握等を実施する。 

住民は、地域の避難行動要支援者の避難誘導について、自主防災組織を中心に地

域ぐるみで協力する。 

２ 社会福祉施設の対策 

社会福祉施設においては、避難行動要支援者を災害から守るため、次のような対策を

講ずる。 

(1) 入所者の保護 

ア 迅速な避難 

災害の程度、種別等に応じた避難場所を選定しておき、あらかじめ定めた避難誘

導方法等に従い、速やかに入所者の安全を確保する。 

避難に当たっては、できるだけ施設近隣住民の協力を求め、迅速な避難に努める。 

イ 臨時休園等の措置 

保育所にあっては、保育を継続することにより乳児、幼児の安全の確保が困難な

場合は、臨時休園とし、乳児、幼児を直接保護者へ引き渡す等必要な措置を執る。 

その他の社会福祉施設にあっては、入所者を一時安全な場所で保護し、実情に応

じた措置を執る。 

ウ 負傷者等の救出、応急手当 

入所者が被災した場合は、負傷者等の救出、応急手当等必要な措置を執るととも

に、必要に応じ応援を要請する。 

また、医療その他の救助を必要とする場合は、町本部、県支部総務班に連絡又は

要請する。 
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エ 施設及び設備の確保 

被災した施設及び設備については、県、町などの協力を得つつ施設機能の回復を

図り、入所可能な場所を応急に確保する。 

オ 施設職員等の確保 

災害により職員に事故があり、又は入所者数の増加によって職員等のマンパワー

が不足するときは、不足の程度等を把握し、町本部、県支部総務班に連絡し、その

応援を要請する。 

カ 食糧及び生活必需品の確保 

食糧や生活必需物資に不足が生じた場合、買い出し等により速やかに確保し、入

所者の日常生活の確保を図るものとする。確保できない時は、不足が予想される物

資の内容や程度について町本部、県支部総務班に連絡し、その支援を要請する。 

キ 健康管理、メンタルケア 

入所者はもちろん、職員等の健康管理（メンタルケア）に十分配意する。 

(2) 被災者の受入れ（二次避難所） 

被災を免れた施設又は被災地に隣接する施設においては、入所者の処遇を確保した

後、余裕スペース等を活用して、被災者の受入れを行う。 

なお、余裕スペース等の活用による被災者の受入れについては、要介護者等援護の

必要性の高い者を優先する。 

３ 外国人等に対する防災対策 

町は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人や旅行者が、災害発生時に迅速かつ

的確な行動がとれるよう、次のような防災環境づくりに努めるものとする。 

ア 避難場所や避難路の標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化を

推進 

イ 地域全体で要配慮者への支援システムや救助体制を整備 

ウ 多言語による防災知識の普及活動を推進 

エ 外国人を対象とした防災教育や防災訓練の普及 

オ 多言語による災害時の行動マニュアルの作成及び配布 

カ インターネット、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）など多様な手

段を用いた多言語による災害情報等の提供 

(1) 各種通訳の実施 

地震災害時に外国人り災者の救助のため必要があると認めるときは、県支部総務班

に連絡し、県の協力を得て語学ボランティアの派遣を要請する。 

ア 負傷者等の応急手当等の際の通訳 

イ 県、町の各種応急対策の内容の説明 

ウ その他り災外国人の意思の伝達 

(2) 正確な情報の伝達 

外国人に対し、避難場所や物資支給等の必要な情報が欠如、混乱することがないよ

う努める。 

 

第６節 保健衛生対策 

 

１ 清掃 

震災時には、一時にしかも大量にガレキ等の廃棄物が発生し、最終処分場の不足が予

想される。 



~ 256 ~ 
 

町は、一般対策編第３章第６項第１２節「清掃等の計画」に定めるもののほか、災害

廃薬物のリサイクル等による減量化、緊急時の一時仮置場の監視員を配備（業者持込の 

監視体制）及び最終処分場の確保を行うとともに、ごみ、し尿に関して応援協力体制

並びに関係業界との協力体制を確立する。 

２ 防疫・食品衛生 

一般対策編第３章第６項第１１節「防疫計画」に定めるほか、次によるものとする。 

 (1) 防疫 

被災地においては、生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低下等の悪

条件により感染症等が発生しやすく、また、蔓延する危険性も高い。 

このため、的確かつ迅速な防疫活動を行うことが重要であり、災害発生時における

防疫措置は、臨時に多数の避難者を収容し、衛生状態が悪化しやすい避難所をはじめ

として的確かつ迅速に実施することとする。 

ア 防疫活動 

(ｱ) 防疫用資機材を確保し、便槽・家屋等の清潔及び消毒を行う。 

(ｲ) 感染症を媒介するねずみ、昆虫等を駆除するため、ごみ捨て場所等に殺虫剤、

殺そ剤を散布する。 

(ｳ) 被災地において感染症が発生したときは、直ちに「感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律」に基づいて適切な措置を執る。 

(ｴ) 避難所においては、避難者の健康状態の調査を実施するとともに、避難所の自

治組織等の協力を得て、防疫活動を実施する。特に、簡易トイレ等の消毒を重点

的に行う。 

(ｵ) 知事の指示に従い、臨時予防接種又は予防内服薬の投与を実施する。 

(ｶ) 感染症が発生した場合、県とともに、その発生状況及びその防疫活動等につき、

速やかに広報活動を実施する。 

(2) 食品衛生 

震災時には、通常の流通・販売が行われないため、食中毒など食品に起因する危害

発生の危険性が高くなる。このため、食品の安定供給を図りながら、これら食品の安

全性を確保することが重要となる。 

ア 炊き出しを開始したときは、速やかに保健所へ連絡する。 

イ 食中毒症状を現す者が発生したときは、直ちに医師による診療を受けさせるとと

もに、保健所へ連絡する。 

３ 保健活動・精神保健 

地震により被害を受けている住民を対象に、県及び関係機関と協力し、避難所の生活

環境の整備や個別ケースの心身両面からの保健指導を実施する。また、仮設住宅や一般

家庭等住民全体に対しても、り災に伴う心身両面の健康状態の悪化を予防し、り災者自

らが健康を回復、維持、増進し、心身とも健康な生活が送れるよう支援する。 

(1) 保健活動 

保健婦等を中心とした健康活動チームを編成する。さらに、災害の程度により必要

と認めたときは、保健所、県の協力を得て健康活動チームを編成し、被災者の健康管

理活動を行う。 

○ 保健活動チームの編成 
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  ○  避難所巡回保健チーム（医師１、保健婦２） 

 ○  精神科チーム （医師、精神科ソーシャルワーカー、保健婦） 

 ○  歯科チーム（歯科医師、歯科衛生士） 

 ○  リハビリチーム（医師、理学・作業療法士、保健婦、看護婦） 

 ○  栄養チーム （栄養士１～２） 

 ○  臨床心理チーム（臨床心理士１～２） 

○ 家庭訪問チーム（保健婦１～２、ホームヘルパー１～２） 

○ 仮設住宅訪問チーム（保健婦１～２、ホームヘルパー１～２） 

 ○ 避難所巡回検診チーム（医師、保健婦、栄養士、診療放射線技師、臨床衛生 

              検査技師） 

 

 (2) 活動内容 

町は県と連携を取り、保健活動チームを編成し、ブロック毎（ブロックは状況によ

り決定）に協同して活動する。 

ア 避難所及び自宅、仮設住宅などのり災者の生活状況の把握及び生活環境の整備 

(ｱ) 避難所のトイレ、室内の清潔状態、ごみの整理状態の把握と調整及び指導 

(ｲ) 避難所室内の換気、室温等の状態の把握と調整及び指導 

(ｳ) 手洗い、消毒、うがい等の清潔行動について状態の把握と指導 

(ｴ) 衣類、寝具による体温調節及び清潔な状態の把握と調整及び指導 

(ｵ) 歯磨、入浴、洗髪の状態の把握と調整及び指導 

(ｶ) 食事の摂取状況の把握と調整及び指導 

(ｷ) 活動状況の把握と調整及び指導 

イ 避難所における巡回健康相談等の実施 

(ｱ) 避難者個々の健康状態を把握し対処する。 

(ｲ) 症状の出現者及び風邪等、突発的、一時的疾患の罹患者の管理と生活指導 

(ｳ) 被災による症状や障害のある患者の観察と疾病管理及び生活指導 

(ｴ) 慢性疾患患者の治療の状況把握と医師、行政職員等の調整及び生活指導と管理

(ｵ) 寝たきり老人の治療の状況把握と医師、行政職員等との調整及び生活指導と管

 理 

(ｶ) 妊婦の生活指導と管理 

(ｷ) 乳幼児の生活指導と管理 

(ｸ) 高齢者の生活指導と管理 

(ｹ) 難病、身体障がい者の生活指導と管理 

(ｺ) 結核既往者の管理と生活指導 

ウ 訪問指導の実施及び強化 

(ｱ) 結核、難病、精神障がい者、寝たきり老人、高齢者、乳幼児、震災に伴う健康

障がい者等への訪問指導を強化する。 

(ｲ) 一般家庭への健康調査と保健指導を実施する。 

エ 定例保健事業の実施 

オ 仮設住宅等における訪問指導とグループ指導の実施 

(3) 精神保健 

町地域の精神保健に関する住民のニーズを把握するとともに、り災住民への身近な

精神保健に関する相談支援活動を実施する。 

精神保健対策の主な内容は、次のとおりである。 

ア 精神障がい者の住居等、生活基盤の至急なる確保 

(ｱ) 住居を無くした精神障がい者の被災地外施設入所等の促進 
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(ｲ) 精神保健訪問活動、ホームヘルパー派遣、入浴サービス等の福祉援護策等 

イ 精神科入院病床の確保 

入院必要患者の急増に対応すけるため、被災地外での精神科入院病床の確保 

ウ ２４時間精神科救急体制の確保 

(ｱ) 被災地外の精神科チームの配置と同チーム内へ夜間往診チームの設置 

(ｲ) 夜間休日対応窓口、夜間休日入院窓口の設置 

エ 治療、通所中断した通院、通所者の治療、通所機会の提供 

閉鎖した診療所、通所施設等の代替施設の設置（精神科救護所等）と早期再開 

オ 被災者の心の傷へのケア 

被災に伴う健常者の反応性病状としてＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）、不

眠や不安、焦燥感、無力感などへの相談、診療、サポートが必要となる。 

 (ｱ) 民間諸機関の協力による被災後の心の健康に関する正しい知識の啓発、普及 

(ｲ) 心の健康に関する相談体制の充実 

ａ 精神科医、保健婦等による常設の相談実施 

ｂ 民間の諸機関の協力による２４時間電話による相談を受ける体制整備 

ｃ 避難所等への相談所開設 

ｄ 仮設住宅、家庭等への巡回相談 

(ｳ) 医療、福祉、教育等の各領域において実施される診察、相談等の調整 

力 被災救援に当たる職員、ボランティアの心のケア 

不眠不休の活動で、職員やボランティアの心も追い詰められる状況の発生には、

次のとおり対処する。 

(ｱ) 民間の諸機関の協力を得ながら、専門の精神科医により、臨時相談、診療等 

(ｲ) 必要あれば、適切なカウンセリング等を実施する。 

４ 遺体の捜索、処理及び埋火葬 

一般対策編第３章第６項第１０節「死体保護計画」の定めるところによる。 

 

第７節 ボランティア対策 

 

災害時には、平常時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、通常の行政システムの

処理能力をはるかに越えることが予想され、ボランティア活動への期待が大きい。 

しかし、被災地においてボランティア活動が無秩序に行われると、かえって現場が混乱

するおそれがある。町はボランティア活動が活発に行われるよう体制を整備し、ボランテ

ィアに対するニーズを把握するとともに、その活動拠点の提供等環境整備に努める。 

１ ボランティアの受入れ体制 

(1) 町本部の対応 

ア 町災害対策本部は、県対策本部に設置される「総合ボランティア部会」及び町社

会福祉協議会と連携を保ちながら生活支援、医療等の各分野毎のボランティアを所

管する組織と連絡調整を行う。 

イ 町災害対策本部は、必要に応じて報道機関の協力を得て、必要とするボランティ

アの種類、人数について全国に情報提供し、参加を呼びかける。 

ウ 町は県と連携してボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティアを

行っている者の生活環境について配慮する。 

(2) 町社会福祉協議会の対応 

町社会福祉協議会は、県社会福祉協議会が設置する現地災害救援事務所が行う次の

業務について協力する。 

ア 被災現地の救援活動 

イ 災害救援ボランティアの受入れ及びコーディネート 
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ウ 災害救援ボランティアの救援活動への支援 

 (3) 専門分野のボランティアの受入れ、派遣 

救出、消火、医療、看護、介護等の専門的知識、技術を要するボランティアについ 

ては、当該ボランティア活動に関係する団体が、県及び町本部と連携を密にし、受入

れ、派遭に係る調整を行う。 

○ 災害時のボランティア活動 

ア り災者の人命救助や負傷者の手当て 

これらの活動は、専門的技術や重い責任が要求され医師、看護婦等が中心となる。 

イ 被災建物の危険度調査の支援 

        被災した建物が、その後の余震に耐えられるかどうかを判定する業務を実施する

応急危険度判定士等が受付を訪れた場合に、町災害対策本部への取り次ぎを円滑に

行う。 

ウ り災者の生活支援 

 (ｱ) 避難所援助 

食糧・飲料水の提供、炊き出し、救援物資の仕分け、洗濯・入浴・理美容サー

ビス、高齢者・身体障がい者等援助（手話通訳、外出援助）、話相手、子供の世

話、学習援助、メンタルケア、避難所入所者の名簿作成、生活情報の提供（ミニ

コミ紙の作成・配布等） 

(ｲ) 在宅援助 

高齢者・身体障がい者等の安否確認の協力と援助（手話通訳、外出援助）、食

糧・飲料水・生活物資品の提供、生活情報の提供（ミニコミ紙の作成・配布等）、

メンタルケア、家屋の後片付け、洗濯・入浴・理美容サービス等 

(ｳ) その他 

り災者のニーズ把握・援助、り災者の健康状態のチェック、家屋の修繕、ホー

ムステイ・里親、営業マップの作成・配布、引越しの手伝い等 

 
第８節 被災建築物等に対する安全対策 

 

地震により建築物及び宅地等が被害を受けたときは、その後の余震等による二次災害の

発生を防止するため、次の安全対策を実施する。 

１ 建築物 

町は、地震被災建築物の応急危険度判定を要すると判断したときは、被災建築物応急危

険度判定実施本部を設置するとともに、その旨を県に連絡する。併せて、被災者等への周

知等、判定実施に必要な措置を講じるとともに、必要に応じて県へ判定支援要請を行い、

被災建築物応急危険度判定士により被災建築物の応急危険度判定を実施する。 

２ 宅地等 

町は、宅地の被害に関する情報に基づき、宅地危険度判定の実施を決定した場合は、危

険度判定の対象区域及び宅地を定めるとともに、必要に応じて危険度判定の実施のための

支援を県に要請を行い、被災宅地危険度判定士により被災宅地の危険度判定を実施する。 

 

第９節 愛玩動物等の救援 

 

地震災害発生時には、飼い主不明又は負傷した愛玩動物（一般家庭において愛玩等の目

的で飼養保管されている犬、ねこ等の動物）等が多数生じると同時に、多くの被災者が愛

玩動物を伴い避難所に避難してくることが予想される。 

このため、逸走した動物による人への危害防止及び動物愛護の観点から、県及び関係団
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体等と連携し、これらの動物の保護及び飼い主への必要な支援等を行う。 

１ 実施内容 

（１） 被災地域における動物の保護 

町は、県、獣医師会等関係団体及び動物愛護ボランティア等と協力して、飼い主不明又

は負傷した愛玩動物の保護、収容、救護等を行う。 

（２） 動物の適正な飼養体制の確保 

町は、飼い主とともに避難した愛玩動物について、収容施設を避難所の隣接地に設置す

るよう努めるとともに、県及び関係団体等と協力して、飼い主とともに避難した愛玩動

物について適正な飼養の指導を行うなど、動物の愛護及び生活環境の保全に努める。 

（３） 特定動物の逸走対策 

特定動物（クマ、ワニ等の危険な動物）が飼養施設から逸走した場合、県、飼養者、そ

の他関係機関等と連携し、必要な措置を講じる。 


