
作業部会におけるこれまでの検討結果と

今後の検討課題・懸案事項

資料２



各作業部会における重点検討項目等

2

重点検討
項目等

総合調整作業部会 救助活動作業部会 被災者支援作業部会

災害対策本部

市町村
広域連携

受援・応援

災害備蓄

防災拠点

○災対本部運営マニュアル素案の
作成

○大規模災害時救助活動連携
マニュアル素案の作成

○市町村相互応援協定の改正案の作成
○市町村相互応援協定運用マニュアル
素案の作成

○受援・応援計画素案の作成

○災害備蓄指針素案の作成

○広域防災拠点整備計画素案の作成



3

（１）災害対策本部の体制の在り方
・現在の合同指揮本部のメリットを活かしつつ、災害対策本部の体制を再構築する。
①統括調整機能の具体化 ②連携の強化 ③指揮系統・統制の強化 ④業務分担の明確化
⑤体制の一本化 ⑥情報活動の明確化 ⑦本部会議の運営

（２）支部の役割
・通常業務の延長として県民局各部が実施していた災害対応は、従前どおり本課からの指示のもと実施することとし、
各部に属さない支部として必要となる業務を定める。
①リエゾンの派遣 ②現地対応業務等 ③現状・課題の共有

（３）リエゾンの在り方
・被災市町村の被災状況や要請を把握するため、管内の市町村にリエゾンを派遣し、災害応急対策に係る連絡調整を
実施する。

第１回及び第２回作業部会における検討

第３回検討委員会における意見及び対応

総合調整作業部会 【目的】災害対応を統括する本部組織の在り方や総合調整機能等の検討

各作業部会の検討概要

構成員：警察本部、消防長会、県立中央病院、教育委員会
県各部局（総務部、企画政策部、環境生活部、健康福祉部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、
観光国際戦略局、エネルギー総合対策局、危機管理局）

【意見】
・災害の様態に応じ、タイムラインを意識した対応を予
め定めておく必要がある。（苦瀬委員長）

・分野をまたいだリエゾンを派遣することにより様々な
支援が可能となる。（佐藤（健）委員）

【対応】
・災害種別ごとに時系列を意識した対応を予め定め、
マニュアルに位置付けることとし、検討していく。

・様々な支援が可能になるよう複数の部署から派遣す
るなど、リエゾンの在り方について、マニュアルに
位置付けることとし、検討していく。



各作業部会の検討概要
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第３回及び第４回作業部会における検討

総合調整作業部会

・役割分担の明確化
災害対応に「隙間」や「重複」が生じないようあらかじめ想定される災害対応について、各部の役割分担を明

確にする。他県の事例等を参考に、より具体的な役割分担とする。

【運営マニュアル】
災害対応を円滑に実施できるよう災害対策に関する運営マニュアルについて検討

今後の検討課題・懸案事項

・組織体制の在り方・・・災害種別ごと、フェーズごとの本部体制
・役割分担の明確化・・・統括調整部の役割、各部の役割、支部の役割
・リエゾンの在り方・・・リエゾンの体制、円滑な運用
・タイムライン ・・・災害種別ごとのタイムライン
・実施業務 ・・・指示・依頼要請・支援等の実施すべき業務の手順等

【運営マニュアル】
引き続き運営マニュアルについて検討

【懸案事項】
役割分担の明確化について、大規模災害の被災経験がないため、業務の内容や業務量のイメージが

つかめず、また、業務量の増大への懸念があることから、引き続き各部局と調整が必要。



各作業部会の検討概要
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総合調整作業部会

連絡調整部運営マニュアル

避難対策部運営マニュアル

食料等確保対策部運営マニュアル

医療対策部運営マニュアル

輸送対策部運営マニュアル

ライフライン対策部運営マニュアル

災害対策合同指揮本部運営要綱

災害対策本部に関する規則 災害対策本部に関する規則

災害対策本部の班に関する規程

【現行】 【対策（案）】

改正

改正

見
直
し

統合

・第１回、第２回作業部会の結果を踏まえ、運営マニュアルを作成

新規作成

災害時初動体制マニュアル

災害対策本部の班に関する規程

第３回及び第４回作業部会における検討結果

各部マニュアル（一部の部局のみ）

（災害対策本部の運営マニュアルなし）

見
直
し
又
は
新
規

災害対策本部運営マニュアル

統括調整部運営マニュアル

※統括調整部運営マニュアルに基づき各部が実施すべき具体的なマ
ニュアルを全部局で作成する。

現在の合同指揮本部のメリットを活かしつつ、マニュアル
を見直しする。

統制機能
・本部長を補佐し、本部長の意思決定を円滑に進める。
・災害対策本部室に常駐し、災害対応全般を統制する。
連携機能
・各部にまたがる業務等の総合調整を実施する。
・各部からの専門職員をもって統括調整部を編成する。

避
難
対
策

食
料
等
確
保

医
療
対
策

輸
送
対
策

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
対
策

各部マニュアル（全部局作成）※



各作業部会の検討概要
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マニュアル骨子案

第１章 総則
・本マニュアルは、災害対策本部が実施す
る応急対策について、迅速かつ的確に遂行
するために具体的対応を定めるものである。
1-1 目的
1-2 位置付け
1-3 タイムライン(風水害)
1-4 タイムライン(地震・津波)

第２章 組織と所掌事務
2-1 本部の組織
2-2 統括調整部（事務局）の所掌事務
2-3 各部及び支部の所掌事務(各部編参照)

第４章 災害予測段階の態勢等
4-1 動員区分
4-2 災害対策警戒本部等の設置

第７章 災害応急対応
7-1 実施業務
7-2 情報活動の流れ
7-3 指示・依頼・要請の流れ

第６章 本部会議の運営
6-1 本部会議の運営

第３章 平時からの取組
3-1 訓練の実施
3-2 通信手段の整備
3-3 地域資源等に係る情報共有

・「青森県災害対策本部運営マニュアル」（仮）の作成

総合調整作業部会

共通編 統括調整部運営マニュアル

第５章 災害発生段階の態勢等
5-1 動員区分
5-2 災害対策本部等の設置

第８章 復興・復旧段階の対応
※ 本検討委員会の検討対象外

統括班：危機管理部
対策班：危機管理部 総務部 企画政策部

環境生活部 健康福祉部 商工労働部
農林水産部 県土整備部 観光国際戦略部
エネルギー総合対策部 教育部

受援班：危機管理部 総務部 企画政策部
環境生活部 健康福祉部 商工労働部
農林水産部 県土整備部 観光国際戦略部
教育部

情報班：危機管理部 総務部 企画政策部
環境生活部 健康福祉部 商工労働部
農林水産部 県土整備部 観光国際戦略部
エネルギー総合対策部 教育部

総務班：危機管理部 総務部 健康福祉部 出納部
広報班：危機管理部 企画政策部
原子力班：危機管理部

第３回及び第４回作業部会における検討結果

各部編 各部運営マニュアル

統制機能
・本部長を補佐し、本部長の意思決定を円滑に進
める。

・災害対策本部室に常駐し、災害対応全般を統制
する。

連携機能
・各部にまたがる業務等の総合調整を実施する。
・各部からの専門職員をもって統括調整部を編成
する。

【班編成・役割分担等】

【実施業務】

避難対策 食料等確保 医療対策

輸送対策 ライフライン対策



危機 総務 企画 環境 健康 商工 農林 県土 観光 エネ 出納 教育

◎

◎

◎ ○ ○

○ ◎ ○

○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎

○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

◎ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※ ○※

◎

◎ ○

◎

◎ ○ ○ ○

○ ◎

◎
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統括調整部

統括班

対策班

受援班

情報班

総務班

広報班

原子力班

実動部隊部門

医療活動部門

被災者支援部門

人的部門

物的部門

本部支援部門

渉外部門

予算・経理部門

統括調整部を円滑に実施するため、各部からの専門職員をもって統括調整部を編成する。
（人数については、今後検討する。）
（表記載以外にも情報連絡員や事務処理の支援員を各部から派遣する。）

凡例：◎は班長及び部門長（＋班員） ○は班員
※ 情報班の各部からの派遣は、優先度が高い業務に関する部からの派遣とし、今後検討する。

各作業部会の検討概要 総合調整作業部会

第３回及び第４回作業部会における検討結果（統括調整部の編成案）
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主な役割※

総務部 総務関係（職員、庁舎等）

企画政策部 緊急輸送（バス、トラック）

環境生活部 ボランティア、トイレ

健康福祉部 避難所、保健衛生、医療

商工労働部 生活必需品、石油燃料

農林水産部 食料、公共施設（農林漁業関係）

県土整備部
公共施設（道路、河川、空港関係）
応急仮設住宅

危機管理部 ガス

観光国際戦略部 旅行者、海外

エネルギー総合対策部 電力供給

出納部 出納関係

教育部 教育関係

警察部 警察関係

各作業部会の検討概要 総合調整作業部会

・災害対応に「隙間」が生じないようあらかじめ想定される災害対応について各部の役割分担を明確にする。

・各部の業務量に偏りがないよう業務の平準化を図る。

・他県の事例等を参考に、より具体的な役割分担とする。

統括調整部（事務局）の所掌事務
各部及び支部の所掌事務

【各部の役割（案）】
環境生活部

県民生活
文化課

・ボランティアに関する社会福祉協議会と協議に関すること

・ボランティア情報センターの設置・運営に関すること

・市町村ボランティアセンターとの調整・支援に関すること

・ＮＰＯ、ＮＧＯ等のボランティア団体等との調整に関すること

・ボランティアニーズの把握・分析に関すること

・ボランティア活動用資機材の調達に関すること

・ボランティアに対する情報提供・情報発信に関すること

・生活環境整備に係る市町村担当部局との連携調整に関すること

・環境生活部所管の県有施設等の調整、提供、あっせん

・帰宅困難者対策に関すること

・応援自治体、協定先、関係機関等に対する県有施設等の活動拠
点の調整、提供、あっせん

・生活必需品販売者に対する適正価格での供給指導

・生活関連物資等の需給及び価格状況の調査及び監視

・生活必需品の適正価格での供給に係る販売者に対する指導

・
・
・

・
・
・

・
・
・

【各部における具体業務の例】

第３回及び第４回作業部会における検討結果

主な役割

統括調整部 全体統括、全体調整及び進行管理

【統括調整部の役割（案）】

※ 主たる部に役割を記載しており、災害対応にあたっては、
関係各部と連携して、実施する。



構成員：陸上自衛隊第９師団、警察本部、消防長会、県立中央病院、県各部局（健康福祉部、商工労働部、県土整備部、
危機管理局）

各作業部会の検討概要
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救助活動作業部会 【目的】発災初期を中心とした救助・救急・医療活動等が迅速かつ円滑に実施する
機能の検討

（１）調整の場（調整会議）
・調整会議の開催頻度、扱う議題や検討に使用する情報等の運
用について定める。

（２）情報共有
・共有する情報、共有方法等の運用（取得すべき情報とその提
供方法及びタイミング）について定める。

（３）通信手段
・情報報連絡員等のための通信について、活用できる手段を整
理し、運用について定める。

第１回及び第２回作業部会における検討

（４）リエゾンスペースの検討
・防災関係機関のためのリエゾンスペースについて、規模・機
能を検討する。

今後の検討課題・懸案事項

【青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル（仮）】
引き続きマニュアルについて検討

・平時からの取組
・災害発生時の対応
（通信手段、情報共有）

・共通様式、共通地図
・チェックリスト

・防災拠点

【検討課題】
〔防災拠点の検討〕
○関係各機関が定める活動拠点等について、実状を確認
するほか、避難所等、他の機能と重複を整理するなど
の検討を実施する。

第３回検討委員会における意見及び対応

【意見】
・通行可能な道路情報の共有を図る必要がある。
（小笠原委員）

【対応】
・通行可能道路を含めた情報共有の在り方について、検討を進
めていく。

第３回及び第４回作業部会における検討

【青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル（仮）】
今までの作業部会における検討を踏まえ、マニュアルについて検討



• 大規模災害時の救助活動に係る関係機関との連携については、毎年図上訓練等で確認している。

• 本部会において、調整会議の議題や開催頻度、情報共有方法、通信手段、活動スペース等について議論してきた。

各作業部会の検討概要
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救助活動作業部会

「青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル」（仮）の作成

現

状

① 救助活動に係る関係機関との図
上訓練等を通じて、調整会議の
議題や開催頻度、情報共有方法、
通信手段、関係機関の活動ス
ペース等の運用が定められてい
ない。

② 本作業部会で協議した対策案等
について関係機関で共有、認識
を統一し、実際の災害時に円滑
に活動できるようにする必要が
ある。

③ 対策案等については、漏れ抜け
がないことを目指し、今後も訓
練等を通じて、検証していく必
要がある。

調整会議の運用、情報共有方法、
通信手段、関係機関の活動スペース
等についてマニュアルに定めること
とし、その内容について検討を実施

【主な意見】

① 本マニュアルの位置づけについ
ては概ね問題ない。

・県地域防災計画の具体的なマ
ニュアルと位置付ける。

・防災機関等の対応マニュアル
等の参考とする。

② 関係機関それぞれの指揮命令系
統、情報の収集方法等について
もマニュアルに記載し、情報共
有するべき。

作業部会の検討課題等

マニュアル案の作成

○関係機関の意見を踏まえて、引き

続きマニュアル案を検討していく。

・平時からの取組

・災害発生時の対応

（通信手段、情報共有）

・共通様式、共通地図

・チェックリスト

今後の検討予定

第３回及び第４回作業部会における検討結果



（１）調整の場（調整会議）

１ 認識の統一

会議の目的 会議の次第（例）

２ 活動方針の明
確化

統括調整本部が取りまとめた要点と、活動に資するために特に
必要と考えられる内容を共有することとし、全体としての認識統
一を図る。

各部隊の特徴を生かした効果的な活動を実施するために、具体
的な方針を示す。

・応援部隊の配置調整、応援（増援）等
・医療活動に係る広域搬送の調整、医療チーム、救護班増援等
・ヘリコプターの運用に関すること（サイレントタイムの調整含
む。）

・その他、国や防災関係機関、災害対策本部等への要請事項

１ 状況の把握

３ 活動調整事項

３ オペレーショ
ンの確立と共有

２ 活動方針の明確化

調整会議の目的と次第（例）

11

各作業部会の検討概要 救助活動作業部会

第１回及び第２回作業部会における検討結果



各作業部会の検討概要
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救助活動作業部会

関係機関間の情報
共有に使用する
統一様式（案）

マニュアル骨子案

情報共有図の
基図（案）

・関係機関の拠点を表示
・緯度経度グリッド、
UTMグリッドを表示

総論

１ 目的

２ 位置付け

平時からの取組
平時の業務がそのまま危機管理対応に移行することから、常に非日常を

意識し、他機関の立場や思考を考慮し、効果的・効率的な取り組みを実践

する。

１ 定期的な訓練の実施

２ 情報連絡会議の開催

３ 使用が想定されるリエゾンスペース

本マニュアルは、大規模災害等が発生した場合に県及び関係機関が実施
する救助活動について、迅速かつ的確に遂行するために具体的対応を定め
るものである。

災害発生時の対応

（１） 調整会議の目的
（２） 調整会議の開催
（３） 連絡調整事項

１ 調整会議

２ 各機関及び庁内関係班の役割

３ 航空機運用調整の実施
４ 通信手段
５ 情報共有

（１） 情報共有事項
（２） 共有方法

【統一様式の使用】

その他
１ マニュアルのチェックリスト

２ 各機関の指揮命令系統等及び情報連絡系統

「青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル」（仮）の作成

第３回及び第４回作業部会における検討結果



構成員：警察本部、教育委員会、トラック協会、倉庫協会、市長会、町村会、青森市、深浦町
県各部局（総務部、企画政策部、環境生活部、健康福祉部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、危機管理局）

各作業部会の検討概要
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被災者支援作業部会 【目的】被災者の生活や健康を守るための、被災者支援を円滑に実施する機能の検討

（１）市町村広域連携
・県の役割等も含めて、事務局を通じ市町村と協議しながら検討する。（第３回作業部会以後も継続して検討）

（２）災害備蓄
・県、市町村、住民、企業等が、それぞれどれだけの備蓄をするべきか、また、その際、県は協定事業者からの調達に加え、ど

れだけの現物備蓄をするかなどの備蓄基準を定める。
①備蓄の役割分担 ②備蓄目標 ③備蓄の管理 ④住民による備蓄推進のための取組

第１回及び第２回作業部会における検討

第３回検討委員会における意見及び対応

【意見】
（１）受援・応援
・受援・応援の検討では、一般ボランティアについても検討す
るほうが望ましい。（片岡委員）

・受援・応援を検討する際は、防災拠点も並行して検討する必
要がある。（越野委員）

（２）災害備蓄
・学校での防災教育と連携し、備蓄の必要性を普及させる方法
を検討する必要がある。（佐藤（健）委員）

・段ボールベットや簡易トイレ等は、関係団体からの支援もあ
り、全てを行政が負担する必要はない。（小笠原（賢）委
員）

【対応】
（１）受援・応援
・受援・応援計画に、一般ボランティアの受援についても定め
ることとして検討していく。

・広域防災拠点の在り方等と併せて検討していく。

（２）災害備蓄
・住民備蓄を推進する有効的な普及方法について、防災教育も
含めて、検討していく。

・災害備蓄は、物資の流通が確保されるまでの間、被災者の避
難生活に必要な物資の備蓄とし、備蓄の品目、数量等の目標
を検討していく。



各作業部会の検討概要
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被災者支援作業部会

第３回及び第４回作業部会における検討

（１）受援・応援
「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイド

ライン」（H29.3 内閣府（防災担当））を参考に受援・
応援計画について検討
（受援体制の構築にあたっては、青森県の実状に応じた

ものとする。）

（２）災害備蓄
第１回、第２回作業部会に引き続き災害備蓄指針（仮）

について検討
・備蓄の役割分担
・備蓄目標
・備蓄の管理
・住民による備蓄推進のための取組

今後の検討課題・懸案事項

（１）受援・応援
引き続き受援・応援計画について検討
・受援対象業務の整理
・受援班の位置付け及びその役割の明確化
・県の役割の明確化
・応援側が理解すべき事項の整理
・平時からの取組

（２）災害備蓄
引き続き災害備蓄指針（仮）について検討
・備蓄の役割分担
・備蓄目標
・備蓄の管理
・住民による備蓄を推進のための取組

【懸案事項】
○県を介さずに受援・応援する事項（水道、医療）について、
状況把握の方法を検討する必要がある。

○役割分担の明確化について、大規模災害の被災経験がない
ため、業務の内容や業務量のイメージがつかめず、また、
業務量の増大への懸念があることから、引き続き各部局と
調整が必要。

○今後、「市町村広域連携」及び「広域防災拠点」に係る検
討状況を踏まえながら調整を図っていく。

【検討課題】
○住民による備蓄を推進するための有効な取組を検討中。
（今年度、青森県では防災ハンドブックを策定予定であり、全
戸配布とともに防災教育にも活用予定）

○市町村の取組みは、被災経験の有無等により意識の度合
いが異なる。
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（１）受援・応援

・受援・応援に関する協定は締結しているが、県において具体的な受援・応援の手順・役割分担等が定まっておらず、協定

の実効性を向上させるため、具体化する必要がある。

・受援・応援に関する協定として、以下の協定を締結

-大規模災害時の北海道・東北8道県相互応援に関する協定（H7.10.31）

-全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（H8.7.18）

現状等

「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（平成２９年
３月内閣府（防災担当））を基に、地域の実状を踏まえ受援・応援計画（仮）
の策定について検討

【主な意見】

①受援班には、市町村のニーズを把握し応援要請を一元化すること、全体像を
把握すること、各部局、国、他県、市町村、企業等のコーディネータとなる
ことが求められる。

②被災市町村に対し、県の各担当班から連絡すると被災市町村はパンクする可
能性があるので、市町村との窓口を一本化する必要がある。

③物的支援を実施するにあたり、人的資源の手配が課題となる。

④県を介さない水道、医療等の支援について、今後県としては、新たに調整の
役割を担うのではなく、総合的な情報管理の立場で関与するべきである。

作業部会の検討

課題等

各作業部会の検討概要 被災者支援作業部会

受援・応援計画（仮）の策定
引き続き、青森県における受

援・応援計画（仮）の策定を検
討していく。
・受援対象業務の整理
・受援班の位置付け及びその役割
の明確化

・県の役割の明確化
・応援側が理解すべき事項の整理
・平時からの取組

※総合調整作業部会の組織・役割分

担の結果等を踏まえ、具体的に検

討を進める。

今後の検討予定

第３回及び第４回作業部会における検討結果
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青森県受援・応援計画（仮）

【受援計画編】
総則
・目的
・取扱う範囲

受援の体制
・受援
・自治体以外の主体との連携
（ボランティア等）

受援の業務等
・受援の業務
・広域防災拠点
・受援の対象業務
・受援に関する費用
その他
・平時からの取組
・海外からの支援に対する基本的な考え方

【応援計画編】
総則
・目的
・取扱う範囲

応援の体制
・応援

応援の業務等
・応援の業務
・応援の対象業務
・応援に関する費用

地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン

各作業部会の検討概要 被災者支援作業部会

【作業部会時資料（抜粋）】
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各作業部会の検討概要

（２）災害備蓄

被災者支援作業部会

大規模災害発生時に物資の流通が確保されるまでの間、被災者の避難生活に必要
な物資の備蓄について、目安を定め、県及び市町村における計画的な備蓄の推進
に関する災害備蓄指針（仮）の策定を検討

【主な意見】

・本備蓄指針の方向性について、了承を得た。

・市町村の取り組みは、被災経験の有無等により意識の度合いが異なる。

・検討においては、地域の実状を考慮する必要がある。

・備蓄目標の設定にあたり、事前に市町村への情報共有が必要である。

・住民の自助の考え方を周知する必要がある。

作業部会の検討

災害備蓄指針（仮）の策定

○引き続き、青森県における災害

備蓄指針（仮）の策定を検討し

ていく。
・備蓄の役割分担
・備蓄目標
・備蓄の管理
・住民による備蓄を推進のため
の取組

今後の検討予定

災害時に必要となる物資を住民等による備蓄のほかに、応援協定等を締結している民間事業者から調達することとしている
が、速やかに供給できる物資の総量を把握できない。また、過去の大規模災害の状況を考慮すると、備蓄物資の絶対的な不
足が予想される。

課題等

青森県地域防災計画では、住民等に対する備蓄（３日分）の啓発、県、市町村による備蓄の推進が定められているが、県、
市町村は応援協定を締結している民間事業者からの調達が主となっており、現物での備蓄をほとんど行っていない。

現状等

第３回及び第４回作業部会における検討結果
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各作業部会の検討概要 被災者支援作業部会

（２）災害備蓄

自助・共助
住民、自主防災組織、事業所等は、災害時必要となる物資を備蓄する。

公助
公的備蓄の目標は、最大規模の被害想定を算定の基礎とし、被災者の避難生活に必要な食料・飲料水・生活必需品等

の物資や避難所運営に必要な資機材を中心として備蓄する。

備蓄目標

市町村 住民等の備蓄が被災し、使用できないことを想定し、避難生活に必要な物資を広く備蓄する。また、避難所運
営に必要な資機材を備蓄する。

県 市町村の備蓄を補完するため、避難生活に必要な物資及び避難所運営に必要な資機材を備蓄する。

住 民 住民、自主防災組織、事業者等は、災害時に必要な物資を「最低３日間、推奨１週間」分備蓄する。

災害備蓄指針（仮）の概要

目的
 大規模災害発生時に物資の流通が確保されるまでの間、被災者の避難生活に必要な物資の備蓄について、目安を定め、県
及び市町村における計画的な備蓄の推進に関する指針を示す。

基本指針
 災害時に必要な物資の備蓄は、自助・共助によることを基本とし、公助による備蓄は自助・共助による備蓄を補完する目
的で行うものとする。

第３回及び第４回作業部会における検討結果
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内陸直下型地震

太平洋側海溝型地震
日本海側海溝型地震

内陸直下型地震

【青森県地震・津波被害想定調査（Ｈ２４・Ｈ２５・Ｈ２７）】

名称
太平洋側海溝型地震

（H24・25）
日本海側海溝型地震

（H27）
内陸直下型地震
（H24・25）

Mw 9.0 7.9 6.7

考え方

S43年十勝沖地震及び
H23年東北地方太平洋沖

地震の震源域を考慮し、青
森県に最も大きな地震・津
波の被害をもたらす震源モ
デルを設定

「日本海における大規模地
震に関する調査検討会（国土
交通省）」で設定された震源
モデルのうち、「平成26年度

津波浸水想定調査（青森
県）」において採用した4つの
断層を震源モデルとして設定

「青森湾西岸断層帯
の活動性及び活動履歴
調査(産業総合研究所
2009])」により入内断層

北に海底活断層が推定
されたことから、震源モデ
ルを設定

想定被害
の概要

最大震度 7
避難者数(直後)

約182,000人

最大震度 6強
避難者数(直後)

約42,000人

最大震度 7
避難者数（直後）

約 68,000人

太平洋側海溝地震

想定の条件

被害想定の結果

○ 避難者 約182,000人※
内訳
避難所内約117,000人
避難所外約 65,000人

○災害発生時間 冬深夜
○想定時間 発災・当日

※ 市町村においては、管内の最大規模の被害想定（県の被害想定又は市町村独自の被害想定）の最大避難者数とする。

各作業部会の検討概要 被災者支援作業部会

（２）災害備蓄

○ 県全域における最大規模の被害想定である太平洋側海溝型地震の避難者182,000人を
備蓄目標の算定基礎とする。

第３回及び第４回作業部会における検討結果
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備蓄目標

住民等 市町村 県

食料・飲料水
最低３日
推奨１週間

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×３食

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×３食
546,000食

毛布 ２枚／人 避難所避難者数×２枚×１／２
避難所避難者数×２枚×１／２

117,000枚

育児用調製粉乳
最低３日
推奨１週間

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×0歳人口比率×140g×3日

×1/3

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×0歳人口比率×140g×3

日×1/3

153kg

乳児・小児用お
むつ

最低３日
推奨１週間

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×0~2歳人口比率×3日×8

枚×1/3

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×0~2歳人口比率×3日×8

枚×1/3

28,000枚

大人用おむつ
最低３日
推奨１週間

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×0.005×3日×8枚×1/3

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×0.005×3日×8枚×1/3

7,300枚

携帯トイレ・簡
易トイレ

―
（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×断水率×5回×3日×1/2

（避難所避難者数＋避難所外避難
者数）×断水率×5回×3日×1/2

628,000回

避難所資機材等 ― 必要に応じて備蓄 必要に応じて備蓄

（２）災害備蓄

各作業部会の検討概要 被災者支援作業部会

※ 品目及び算定にあたり、「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（平成２８年３月２９日中央
防災会議幹事会）」におけるプッシュ型支援の品目及び必要量を参考とした。

第３回及び第４回作業部会における検討結果
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災害対策本部

市町村広域連携

今後の検討課題・懸案事項（一部再掲）

各作業部会の検討概要

・組織体制の在り方・・・災害種別ごと、フェーズごとの本部体制
・役割分担の明確化・・・統括調整部の役割、各部の役割、支部の

役割
・リエゾンの在り方・・・リエゾンの体制、円滑な運用
・タイムライン ・・・災害種別ごとのタイムライン
・実施業務 ・・・指示・依頼要請・支援等の実施すべき業

務の手順等

運営マニュアル
引き続き運営マニュアル等について検討

【懸案事項】
○役割分担の明確化について、大規模災害の被災経験がないため、業
務の内容や業務量のイメージがつかめず、また、業務量の増大への
懸念があることから、引き続き各部局と調整が必要。

青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル（仮）
引き続きマニュアルについて検討

・平時からの取組
・災害発生時の対応
（通信手段、情報共有）

【検討課題】
〔防災拠点の検討〕
○関係各機関が定める活動拠点等について、実状を確認するほか、避
難所等、他の機能と重複を整理するなどの検討を実施する。

市町村相互応援協定
市町村相互応援協定の改定や運営マニュアルの作成につい

て検討
・連携の内容
・県の役割の明確化

【検討課題】
○現在、協定事務局（青森市）が中心となり、全市町村の意向確認等
を実施している。

○市町村の協議状況等を踏まえながら、連携の内容・県の役割を明確
化し、応援の具体的なマニュアルを検討する。
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各作業部会の検討概要

災害備蓄

防災拠点

災害備蓄指針
引き続き災害備蓄指針（仮）について検討
・備蓄の役割分担
・備蓄目標
・備蓄の管理
・住民による備蓄を推進のための取組

【検討課題】
○住民による備蓄を推進するための有効な取組を検討中。（今年度、青
森県では防災ハンドブックを策定予定であり、全戸配布とともに防災
教育にも活用予定）

○市町村の取組みは、被災経験の有無等により意識の度合いが異なる。

広域防災拠点整備計画
次回作業部会から広域防災拠点整備計画（仮）について

検討
・広域的な防災拠点における必要機能の整理
・広域的な防災拠点の設備の整理

受援・応援
受援・応援計画
引き続き受援・応援計画について検討
・受援対象業務の整理
・受援班の位置付け及びその役割の明確化
・県の役割の明確化
・応援側が理解すべき事項の整理
・平時からの取組

【懸案事項】
○県を介さずに受援・応援する事項（水道、医療）について、状況把握
の方法を検討する必要がある。

○役割分担の明確化について、大規模災害の被災経験がないため、業務
の内容や業務量のイメージがつかめず、また、業務量の増大への懸念
があることから、引き続き各部局と調整が必要。

○今後、「市町村広域連携」及び「広域防災拠点」に係る検討状況を踏
まえながら調整を図っていく。

【検討課題】
○防災拠点について、実状を確認するほか、避難所等、他の機能と重複
を整理するなどの検討を実施する。

○広域的な活動拠点、備蓄拠点、物資集積拠点等、これらの防災拠点に
おける必要機能や設備等を検討する必要がある。
なお、検討に際しては、防災物流インフラ強化計画検討委員会の検討
結果も踏まえて検討を進める。


