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巻頭言 

 

長い歴史のなかで多くの自然災害と共に歩んできた我が国ではあるが、平成

23 年３月 11 日の東日本大震災の衝撃は大きく、国、地方公共団体、学会などの

あらゆるレベルで、災害対応のあり方が議論されることとなった。その後も国内

の地震・火山活動は活発な状況が続いており、風水害や雪害の規模も増大傾向に

ある。 

青森県においても、太平洋側海溝型・日本海側海溝型・内陸直下型の地震や津波、一級河川で

ある岩木川、馬淵川の洪水、活火山である八甲田山・岩木山・十和田の噴火等により、広範囲か

つ大規模な災害が発生し、甚大な人的・物的被害をもたらすことが想定されている。 

災害時には、被災者が必要なタイミングで必要な支援を受けられることが重要である。そのた

めには、どのような支援が、いつ、どこで、どれだけ必要かという情報が関係者間で共有され、

その情報をもとに関係者間で支援の調整が行われ、被災地への支援の内容が被災者に適切に伝達

され、さらにその情報に基づく支援が円滑に実施されなければならない。そのためには、平常時

に可能な限りの準備を行い、防災関係機関の指揮命令系統や連携体制、情報活動、防災拠点施設、

公共インフラ、輸送システムなどの強化を図り、あらゆる局面での支障を低減していく必要があ

る。 

このたび青森県の防災対策全般の強化検討にあたり、様々な分野の専門家にお集まりいただい

た検討委員会、また、災害時に実際に活動することになる関係機関、県各部局から構成される作

業部会では、２ヶ年にわたり熱心に議論いただき、この報告書を取りまとめることができた。こ

の間の委員会や作業部会の皆様の熱心な討議に対して改めて敬意を表するとともに、事務局の献

身的な努力に対して心より御礼申し上げたい。 

今後は、本委員会で検討された防災対策強化対策が着実に実施されることを期待するとともに、

県民の皆様を始め県内の企業や団体、各行政機関など含め、総力をあげて「災害に強い安全・安

心な青森県」の実現を祈念する。 

 

平成 30 年 3 月 

青森県防災対策強化検討委員会委員長 

流通経済大学流通情報学部教授 苦瀬 博仁 
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1. 検討の進め方 
1.1 検討目的 

東日本大震災以降も、伊豆大島や広島市等の土砂災害、御嶽山の噴火災害、熊本地震等、全国

的には毎年のように人命を脅かす災害が発生し、その態様も大規模化、複雑・多様化しており、

こうした大規模災害に備えた防災対策の一層の充実強化が求められていることから、過去の災害

における他地方公共団体等の対応等を分析するとともに、本県の防災対策の課題を検討・整理し、

総合的な防災対策の強化を図る。 

 

1.2 検討方法 

1.2.1 検討体制 

(1) 検討委員会及び作業部会の設置 

本検討の実施体制として、青森県防災対策強化検討委員会及び同作業部会（３部会：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）を設置した。 

検討委員会及び作業部会は、学識経験者等の専門家、市町村、防災関係機関、協定事業者、

県庁各部局等により構成され、防災対策等を検討する上で必要な調査・検討を行い、調査内

容を考察するとともに、防災対策の強化に向けた提言を行うものとした。 

各作業部会の検討課題を図 1-1 に示す。 

 

 

図 1-1 作業部会の検討課題 
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(2) 検討委員会等の構成員 

防災対策強化検討委員会及び同作業部会の構成員を表 1-1～表 1-5 に示す。 

 

表 1-1 平成 28 年度 検討委員会 構成員 

氏名 所属等 分野 

大山 直宏 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（防災計画担当）付 参事官補佐 

関係省庁 

小笠原 賢 
青森県災害医療コーディネーター 
（青森県立中央病院） 

防災関係機関 

小笠原 靖介 青森県町村会常任理事兼事務局長 市町村 
片岡 俊一 弘前大学理工学部准教授 学識経験者 
苦瀬 博仁 流通経済大学流通情報学部教授 学識経験者 
越野 修三 岩手大学地域防災研究センター客員教授 学識経験者 
佐藤 健 東北大学災害科学国際研究所教授 学識経験者 
佐藤 竜大 青森県倉庫協会事務局長 防災関係機関 
須藤 泰浩 青森県警察本部警備部警備第二課災害対策室長 防災関係機関 
東山 秀史 陸上自衛隊第９師団司令部第三部防衛班長 防災関係機関 
三浦 政光 公益社団法人青森県トラック協会専務理事 防災関係機関 
三上 金藏 青森県市長会事務局長 市町村 
𠮷﨑 宏二 消防長会会長 防災関係機関 

 

表 1-2 平成 29 年度 検討委員会 構成員 

氏名 所属等 分野 

蝦名 幸悦 消防長会会長 防災関係機関 

小笠原 賢 
青森県災害医療コーディネーター 
（青森県立中央病院） 

防災関係機関 

小笠原 靖介 青森県町村会常務理事兼事務局長 市町村 
片岡 俊一 弘前大学理工学部教授 学識経験者 
苦瀬 博仁 流通経済大学流通情報学部教授 学識経験者 
越野 修三 岩手大学地域防災研究センター客員教授 学識経験者 
佐藤 健 東北大学災害科学国際研究所教授 学識経験者 
佐藤 竜大 青森県倉庫協会事務局長 防災関係機関 
嶋口 幸造 青森県市長会事務局長 市町村 

佐野 正 
内閣府政策統括官（防災担当）付 
参事官（防災計画担当）付 参事官補佐 

関係省庁 

中野渡 晃 青森県警察本部警備部警備第二課災害対策室長 防災関係機関 
松岡 敬介 陸上自衛隊第９師団司令部第三部防衛班長 防災関係機関 
三浦 政光 公益社団法人青森県トラック協会専務理事 防災関係機関 

  



 

3 

 

表 1-3 総合調整作業部会 構成員 

所属 機関・部 部・課 

関係機関 

陸上自衛隊第９師団 司令部第三部 

青森県警察本部 警備第二課 
消防長会 青森地域広域事務組合消防本部 

青森県立中央病院 
救命救急センター 
経営企画室 

青森県 

総務部 
財政課 
人事課 
行政経営管理課 

企画政策課 企画調整課 
環境生活部 県民生活文化課 
健康福祉部 健康福祉政策課 
商工労働部 商工政策課 
農林水産部 農林水産政策課 
県土整備部 監理課 
観光国際戦略局 観光企画課 
エネルギー総合対策局 エネルギー開発振興課 
教育委員会 教育政策課 

危機管理局 
防災危機管理課 
消防保安課 
原子力安全対策課 
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表 1-4 救助活動作業部会 構成員 

所属 機関・部 部・課 

関係機関 

陸上自衛隊第９師団 司令部第三部 
青森県警察本部 機動隊 
消防長会 青森地域広域事務組合消防本部 
青森県立中央病院 救急部 

青森県 

健康福祉部 
健康福祉政策課 
医療薬務課 

商工労働部 商工政策課 

県土整備部 
整備企画課 
道路課 

危機管理局 
防災危機管理課 
消防保安課 

 

表 1-5 被災者支援作業部会 構成員 

所属 機関・部 部・課 

関係機関 

陸上自衛隊第９師団 司令部第三部 

青森県警察本部 警備第二課 
公益社団法人トラック協会 － 
青森県倉庫協会 事務局 
青森県町村会 事務局 
青森県市長会 事務局 
青森市 総務部危機管理課 
深浦町 総務課 

青森県 

総務部 
財政課 
人事課 
市町村課 

企画政策課 企画調整課 

環境生活部 
県民生活文化課 
環境政策課 

健康福祉部 
健康福祉政策課 
がん・生活習慣病対策課 
保健衛生課 

商工労働部 商工政策課 
農林水産部 農林水産政策課 

県土整備部 
監理課 
整備企画課 

教育委員会 教育政策課 

危機管理局 
防災危機管理課 
原子力安全対策課 
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1.2.2 検討委員会の進め方 

(1) 検討方法 

検討委員会では、はじめに、国内の過去の大規模災害における課題・問題点等や、他都道

府県における防災対策、国の調査結果等を調査・整理し、本県において実施している防災対

策との比較検討により、本県の課題を抽出・整理した。 

検討対象とする災害は、基本的に自然災害（震災、土砂災害、豪雨災害、火山災害等）と

し、原子力災害等の自然災害以外の災害については、本検討委員会の成果の反映を視野に入

れることとした。 

 

震災：平成 23 年東日本大震災、平成 28 年熊本地震 等 

土砂災害：平成 25 年台風第 26 号（伊豆大島）、平成 26 年８月豪雨（広島市）等 

豪雨災害：平成 27 年９月関東・東北豪雨 等 

火山災害：平成 26 年御嶽山噴火 等 

 

抽出された本県の課題及び現状、過去の被災都道府県の対応、国の調査結果等を踏まえ、

組織の改正、計画やマニュアルの策定等、本県において今後実施すべき防災対策について、

具体化することとした。 

 

(2) 重点検討項目の選定 

本県において課題が顕在化している以下の５つの重点検討項目を中心に、各作業部会にお

いて具体的な防災対策に係る検討を行うこととした。 

 

1) 災害対策本部 

本県の災害対策本部については、災害規模に応じて臨時に設置される「合同指揮本部」等

の体制において統制機能がないなどの課題があり、以下の項目を中心に検討することとした。 

・組織体制のあり方 

・地方支部の役割 

・リエゾンのあり方 

・災害対策本部のレイアウト 

・調整の場（調整会議）の運用方法 

・情報共有の内容と手段 

・必要な通信手段の確認と確保 

・関係機関連絡員スペースの機能と規模 

・活動拠点における機能 

 

2) 市町村広域連携 

本県の市町村広域連携については、「大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協

定」等があるが、県の役割が不明確等の課題があり、以下の項目を中心に検討することと

した。 
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・連携の内容（広域避難、職員応援、物的支援、環境） 

・県の役割の明確化 

なお、本項目については、検討委員会事務局を通じ、市町村広域連携の事務局である青

森市等を含む市町村とともに協議し、方向性を検討することとした。 

 

3) 受援・応援 

本県の広域応援に関する受援・応援については、受援・応援の手順、対象業務等を定め

ていないなどの課題があり、以下の項目を中心に検討することとした。 

・受援対象業務（県業務）の整理 

・受援班の位置付け 

・県の役割（県による情報管理・受援体制）の明確化 

・受援対象業務（市町村業務）の整理 

・県の役割（市町村への支援）の明確化 

・応援側の留意事項の整理 

・平時からの取組 

・応援要請の手順 

 

4) 災害備蓄 

本県の災害備蓄については、備蓄における役割分担（県、市町村、住民、企業等）、備

蓄すべき品目、流通備蓄の具体的なあり方を定めていないなどの課題があり、以下の項目

を中心に検討することとした。 

・備蓄の役割分担 

・備蓄品目 

・備蓄目標 

・公的備蓄の管理 

・住民備蓄を進める方法 

 

5) 防災拠点 

本県の防災拠点については、防災拠点（活動拠点や物資拠点等）の定義、あり方を定め

ていないなどの課題があり、災害備蓄、市町村広域連携、受援・応援等の検討結果を踏ま

え、以下の項目を中心に検討することとした。 

・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 

 

検討委員会での検討項目及びアウトプットを図 1-2 に、各作業部会における検討項目

及びアウトプットを図 1-3 に整理した。 
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図 1-2 検討委員会における検討項目及びアウトプット 

 

図 1-3 作業部会における重点検討項目に係る検討項目及びアウトプット 
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(3) 検討スケジュール 

検討委員会は、平成 28 年から平成 29 年の２ヶ年にわたり開催するものとした（図 1-4）。 

各作業部会での５つの重点検討項目の検討結果を検討委員会で報告し、検討の方向性につ

いて協議した。 

検討委員会は計６回、各作業部会は計８回開催し、第６回検討委員会では作業部会におけ

る検討結果に係る 終報告を受けた。 

作業部会には、平時においては防災関連業務に従事する機会の少ない危機管理局以外の県

庁職員も参加することから、平成 28 年 12 月 22 日の第１回作業部会の開催に先立ち、事前

説明会を開催した（平成 28 年 12 月 14 日）。事前説明では、東日本大震災当時の岩手県防災

危機管理監である越野委員（岩手大学）から、「東日本大震災の課題と教訓」と題した講演が

あった。 

 

 
図 1-4 平成 28 年度～平成 29 年度の検討スケジュール 
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2. 青森県の想定災害 
青森県で起こりうる災害のうち、多数の市町村で被害が発生し、甚大な人的・物的被害をもた

らす災害としては、地震・津波災害、風水害、火山災害等がある。 

 

2.1 地震・津波災害 

2.1.1 太平洋側海溝型地震（青森県地震・津波被害想定調査 平成 24～25 年） 

1968 年の十勝沖地震（M7.9）と 2011 年の東北地方太平洋沖地震（Mw9.0）の震源域を考慮

し、青森県に も大きな地震・津波被害をもたらす震源モデルを設定した地震である（図 2-1）。 

 

 Mw 9.0 

 青森県における主な被害 

 大震度：７ 

 人的被害 

   死者数：約 25,000 人 負傷者数：約 22,000 人 避難者数：約 182,000 人 

 物的被害 

   全壊棟数：約 71,000 棟 半壊棟数：約 130,000 棟 

 

  
図 2-1 太平洋側海溝型地震（左：震度分布図 右：液状化危険度） 
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2.1.2 日本海側海溝型地震（青森県地震・津波被害想定調査 平成 27 年度） 

1983 年の日本海中部地震（M7.7）の震源モデル及びその 大余震の震源モデルを考慮して震

源モデルを設定した地震である（図 2-2）。 

 Mw 7.9 

 青森県における主な被害 

 大震度：６強 

 人的被害 

   死者数：約 6,900 人 負傷者数：約 4,500 人 避難者数：約 42,000 人 

 物的被害 

   全壊棟数：約 12,000 棟 半壊棟数：約 41,000 棟 

  
図 2-2 日本海海溝型地震（左：震度分布図 右：液状化危険度） 

 

2.1.3 内陸直下型地震（青森県地震・津波被害想定調査 平成 24～25 年） 

「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、震源モデルを設定した地震である（図 2-3）。 

 Mw 6.7 

 青森県における主な被害 

 大震度：７ 

 人的被害 

   死者数：約 2,900 人 負傷者数：約 10,000 人 避難者数：約 68,000 人 

 物的被害 

   全壊棟数：約 22,000 棟 半壊棟数：約 42,000 棟 

  
図 2-3 内陸直下型地震（左：震度分布図 右：液状化危険度）  
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2.2 風水害 

2.2.1 洪水 

国土交通省及び県は洪水予報河川及び水位周知河川について、河川整備の計画降雨により当該

河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、区域及び浸水深

を公表している。 

青森県内の河川のうち、洪水浸水想定区域の指定状況は、42 河川（国管理 7 河川、県管理 35

河川）となっている。 

一級河川である岩木川、馬淵川の想定 大規模の洪水浸水想定区域を図 2-4、図 2-5 に示す。 

 

図 2-4 岩木川浸水想定区域（想定最大規模） 



 

12 

 

 

図 2-5 馬淵川浸水想定区域（想定最大規模） 
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2.2.2 土砂災害 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認

められる区域を土砂災害警戒区域として指定している。また、急傾斜地の崩壊等が発生した場合

に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる

区域を土砂災害特別警戒区域として指定している。 

青森県では、平成 29 年 12 月 31 日現在では、4,037 箇所の区域を指定しており、土砂災害警

戒区域等に指定されている土地を示した「土砂災害警戒区域等マップ」を公表している（図 2-6）。 

 

図 2-6 土砂災害警戒区域等マップ 
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2.3 火山災害 

青森県では、八甲田山、岩木山、十和田及び恐山の 4 つの活火山があり、噴火の文献記録があ

るのは、岩木山と十和田である。 

 

2.3.1 八甲田山 

八甲田山の噴火時の総合的な避難対策等や防災体制の構築を推進するとともに、地域住民等の

防災意識の向上に資することを目的として平成 25 年 9 月 6 日に火山防災協議会を設置し、その

後、活動火山特別措置法の改正に伴い、平成 28 年 3 月 30 日に同法第 4 条第 1 項の規定による

法定協議会へ移行し、平成 28 年 12 月 1 日には常時観測火山に追加された。 

火山活動については、2013 年 2 月以降、大岳山頂直下付近が震源と推定される火山性地震が

発生し、同年 4 月下旬から 7 月中旬にかけて増加したが、7 月下旬以降は減少傾向となり、現在

も火山性地震は少ない状態である。 

火山防災協議会では、八甲田山大岳火口と地獄沼火口の噴火シミュレーション結果を公表して

おり、現在噴火警戒レベル及び避難計画の検討を進めている（図 2-7、図 2-8）。 

 
図 2-7 八甲田山大岳火口大規模噴火時のシミュレーション 

 

 

図 2-8 八甲田山地獄沼火口中規模噴火シミュレーション 
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2.3.2 岩木山 

岩木山は常時観測火山に指定されており、岩木山の噴火時の総合的な避難対策等や防災体制の

構築を推進するとともに、地域住民等の防災意識の向上に資することを目的として平成 26 年 11

月 14 日に火山防災協議会を設置し、その後、活動火山特別措置法の改正に伴い、平成 28 年 3

月 30 日に同法第 4 条第 1 項の規定による法定協議会へ移行した。 

火山活動は静穏に経過しており、現在のところ噴火の兆候は認められない。 

平成 27 年 3 月に岩木山火山噴火緊急減災対策砂防計画を策定し、平成 28 年 7 月 26 日から噴

火警戒レベルの運用を開始した（図 2-11）。平成 26 年には、岩木山火山ハザードマップを作成

し（図 2-9、図 2-10）、現在は、避難計画の検討を進めている。 

 

 

図 2-9 岩木山火山ハザードマップ（ケース１） 

 

 

図 2-10 岩木山火山ハザードマップ（ケース８） 
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図 2-11 岩木山噴火警戒レベル 

2.3.3 十和田 

活動火山特別措置法第 4 条第 1 項に基づき、県、関係市町村及び関係機関の連携を確立し、平

常時から十和田の噴火時の総合的な避難対策等に関する検討を共同で行うことにより、火山災害

に対する防災体制の構築を推進するとともに、地域住民等の防災意識の向上に資することを目的

として平成 28 年 3 月 30 日に十和田火山防災協議会が設置された。 

また、平成 28 年 12 月 1 日には、常時観測火山に追加された。 
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火山活動については、火山性地震が平成 28 年 7 月 22 日に 5 回、23 日に 16 回と一時的に増

加したが、現在、火山性微動は観測されておらず、噴火の兆候は認められない。 

平成 30 年 1 月 24 日には噴火シナリオ及び火山災害想定影響範囲図を作成し、今後、噴火警

戒レベル、避難計画等の一連の警戒体制について検討を進める。 

 

 

図 2-12 大規模噴火時における降下火砕物の影響範囲 

 

図 2-13 大規模噴火時における融雪型火山泥流の影響範囲 

 

2.3.4 恐山 

過去 1 万年間の噴火を示す証拠は見つかっていないが、現在も宇曽利山湖の北岸で活発な噴気

が見られる等、地熱・噴気活動が盛んのため、規模の小さな水蒸気噴火を起こしていた可能性が

ある。堆積物から確認できる 近の噴火は約 2 万年前に起こった水蒸気噴火である。 
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3. 青森県における現状と課題 
近年の災害における災害対策本部、市町村広域連携、受援・応援、災害備蓄、防災拠点等に係

る対応事例における課題を分析し、本県の防災対策と比較し、大規模災害時の防災対策の課題を

抽出・整理した。 

 

3.1 過去の大規模災害の課題等 

過去の災害事例において、課題となった事項の抽出・整理を行った。 

 

表 3-1 近年の主な災害事例 

災害事象 事例名 

地震 
平成 23 年東日本大震災 
平成 28 年熊本地震 

風水害 
平成 25 年台風第 26 号（伊豆大島土砂災害） 
平成 26 年８月豪雨（広島土砂災害） 
平成 27 年９月関東・東北豪雨 

火山 平成 26 年御嶽山噴火 

 

3.1.1 平成 23 年東日本大震災 

(1) 概要 

東日本大震災の概要について以下に示す。 

○発生日時：平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分頃 

○震源及び規模：北緯 38°06.2’ 東経 142°51.6’ 深さ 24km M9.0（ 大震度 7） 

○津波：岩手県、宮城県、福島県を中心とした太平洋沿岸部に大規模な津波が発生。津波

の高さは、福島県相馬市で 9.3m 以上と高く、遡上高は国内観測史上 大となる

40.5m が観測された。 

〇被害：この地震による人的被害は、死者 15,854 名、行方不明者 3,276 名にのぼり、建物

被害は全壊建物 128,874 戸、半壊建物 245,557 戸となっている。 

 

(2) 東日本大震災における課題 

東日本大震災における課題を抽出し、分類・整理を行った。なお、表 3-2 は整理した課題

のうち、本検討委員会の重点検討項目について取りまとめたものである。 

表 3-2 東日本大震災における課題 

No 大分類 小分類 項目 課題概要 参考文献 

1 

①災害対策
本部 

救助救急活
動 

救助・救急活
動に携わる各
実動機関間の
連携困難 

・発災当初の救命・救急活動は、情報がな
い中での活動であったため、各実動機関
間の連携が一部で困難だった 

(1)内閣府 

2 災害情報の 
伝達 通信途絶 

・被災市町村では、通信途絶のみならず、
首長や職員、庁舎の被災等により、被害
状況の把握や報告・発信などが行えない
状況となり、当初は一部の市町村の機能
が失われていることすら国や県は把握で
きなかった 

(6)内閣府 
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No 大分類 小分類 項目 課題概要 参考文献 

3 情報連絡先
の把握困難 

・被災の大きな地域ほど情報の発信が困難
であり、被害状況の情報収集も難しく、
現地からどこに連絡をすれば対策をとっ
てもらえるのかもわからなかった 

(6)内閣府 

4 ②市町村広
域連携 

広域連携体
制の構築 

広域連携活
動の 
資材等の不
足 

・都道府県間の広域連携を行う上で、活動
を後方から支援するための資機材や装備
が、長期間支援を行うには不十分であっ
た。また、職員派遣における被災地のニ
ーズとのマッチングが困難であった 

(1)内閣府 

5 

③受援・応
援 

受援・応援 
応援職員の
業務範囲の
限定 

・応援部隊を送り出す市町村は、1週間程度
の短期の派遣を繰り返して支援していた
ため、被災自治体では、仕事を任せられ
る範囲が限られた 

(2)東洋大
学 

6 

物資等の 
輸送、 
供給対策 

必要物資の
適切なタイ
ミングでの
配布困難 

・発災初期の燃料不足や県の拠点施設での
物資の滞りもあり、被災者に必要な物資
が適切なタイミングで供給されなかった 

(1)内閣府 

7 救援物資の
滞留 

・被災地でのニーズの変化等により、救援
物資が被災地内外の倉庫に滞留する状況
が発生した 

(4)内閣府 

8 
効率的な支
援物資の配
給困難 

・発災直後や県の物資集積拠点が満杯とな
った際に、例外的に本部調達物資を市町
村へ直接搬送したケースがあったが、現
場での受け取り拒否、相手先の受入れ体
制の不備等が多くみられ、そのたびに本
部（東京）と搬送先で調整せねばならず、
その間にトラックが戻ってきてしまう
等、効率的な配送ではなかった 

(5)内閣府 

9 

⑤防災拠点 

広域防災拠
点 

応援部隊の
活動拠点の
設置困難 

・計画に基づく野営予定地が、津波被害に
より使用できなくなった 

(3)消防庁 

10 

防災拠点 

避難所の指
定 

・市災害対策本部を庁舎内に設置する予定で
あったが、多数の避難者が避難してきたこ
とから、会議室は避難者に提供され、市災
害対策本部は、市庁舎内においてスペース
が実質的に確保できる市長室に設置した。 

(7)釜石市 

11 災害時の利
用機能重複 

・避難所として活用していた学校の体育館
が遺体安置所、検視所として利用され、
災害時の利用機能が重複した。 

(8)宮城県 

 

出典 
(1)内閣府：「東日本大震災における災害応急対策に関する検討会 -中間とりまとめ-」 

東日本大震災における災害応急対策に関する検討会 
(2)東洋大学：「被災自治体の後方支援体制の構築に向けて」 

東洋大学 PPP 研究センター所報 難波悠 
(3)消防庁：「資料１ 緊急消防援助隊活動拠点施設に関する調査報告書」 

緊急消防援助隊広域活動拠点に関する検討会 平成 24 年 3 月消防庁 
(4)内閣府：「資料３ 防衛省」 東日本大震災における災害応急対策に関する検討会（第３回） 
(5)内閣府：「資料１ 緊急災害対策本部（被災者生活支援特別対策本部）における物資調達・輸送 

整について」 東日本大震災における災害 応急対策に関する検討会（第３回） 
(6)内閣府：「防災対策推進検討会議中間報告」 中央防災会議 防災対策推進検討会議 
(7)釜石市：「釜石市 東日本大震災 検証報告書【災害対策本部編】（平成 26 年度版）」釜石市 
(8)宮城県：「避難所としての一ヵ月半～地域社会への責務を完遂～」宮城県石巻西高等学校 
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3.1.2 平成 28 年熊本地震 

(1) 概要 

熊本地震の概要について以下に示す。 

○発生日時：平成 28 年４月 14 日 21 時 26 分頃（前震） 4 月 16 日 1 時 25 分（本震） 

○震源及び規模： 

    前震 北緯 32°44.5’ 東経 130°48.5’ 深さ 11km M6.5（ 大震度 7） 

 本震 北緯 32°45.2’ 東経 130°45.7’ 深さ 12km M7.0（ 大震度 7） 

○被害：この地震による人的被害は、死者 55 名、重傷者 392 名にのぼり、建物被害は全

壊建物 8,305 戸、半壊建物 26,094 戸となっている。 

 

(2) 熊本地震における課題 

熊本地震における課題を抽出し、分類・整理を行った。なお、表 3-3 は整理した課題のう

ち、本検討委員会の重点検討項目について取りまとめたものである。 

 

表 3-3 熊本地震における課題 

No 大分類 小分類 項目 課題概要 参考文献 

1 

①災害対

策本部 

災害対策

本部の組

織・運営 

災害対策本部の

役割が不明確 

・災害対応の全体工程が不明なため、多

くの自治体で、災害対応工程及び人員

の管理の面で、状況の把握と先を見通

した対応ができなかった 

(3)内閣府 

2 
マスコミ対応に

よる負担 

・マスコミ対応によって大きな負担が発

生 
(3)内閣府 

3 
災害対策本部の

レイアウト等 

事前検討不足 

・災害対策本部の空間レイアウトの事前

検討が不十分であったために、情報共

有をはじめ、本部運営の効率性が下が

った 

(3)内閣府 

4 

②市町村

広域連携 

広域連携 

体制の構

築 

同時被災による 

応援協定の機能

不全 

・近隣と応援協定を結んだ自治体におい

て、同時被災により機能しなかった 
(3)内閣府 

5 
市町村の状況 

把握困難 

・県を通じた一部被災市町村の状況把握

が正確にできない状況 

・国や協定締結先の自治体から職員を投

入したが、事態が改善しない状態が継

続 

(1)内閣府 
(2)内閣府 

6 

③受援・応

援 

物資等の 

輸送、供給

対策 

ラストワンマイ

ルの輸送困難 

・被災直後において、特に被害の大きい

市町村が個々の避難所まで支援物資

を輸送することは困難（ラストワンマ

イルの輸送） 

(1)内閣府 

7 
物流拠点の営業

時間外の輸送 

・広域物流拠点（佐賀県鳥栖）の営業時

間が限定されており、時間外に到着し

たトラックが施設の開場を待って場

外で待機 

(1)内閣府 
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No 大分類 小分類 項目 課題概要 参考文献 

8 

③受援・応

援 

物資等の 

輸送、供給

対策 

物資ニーズとの

ミスマッチ 

・支援物資に対するニーズが移行し、時

期が外れた物資は、消費されずに無駄

になるだけでなく、物資輸送拠点や避

難所で積み上げておくことになり、物

資輸送拠点や避難所の効率的な運営

を阻害 

(1)内閣府 

9 
輸送状況の把握

困難 

・物資の在庫状況や、発注・輸送状況・

到着を把握するためのシステムがな

く、混乱が生じた 

(1)内閣府 

10 
複数の要請ルー

トの存在 

・被災地からの必要物資の要請につい

て、被災市町村から現地対策本部に伝

達されるルートと、直接県に伝達され

るルートなど複数の伝達ルートが存

在したため、要請漏れや、重複要請が

発生 

(1)内閣府 

11 
大量の支援物資

による配送拠点

の混乱 

・全国の市町村、個人等から支援物資が

大量に到着するようになり、被災市町

村の配送拠点が混乱 

(4)内閣府 

12 
荷卸し機材の不

足、及び利用不可 

・フォークリフト等の機材が不足し、ま

たは機材があっても床の耐力不足で

利用できず、荷卸しに多くの自治体職

員が必要となった 

(3)内閣府 

13 
プッシュ型支援

による支援物資

の滞留 

・政府によるプッシュ型支援で大量の食

料が到着したが、避難所までの配送体

制が整わない市町村では支援物資が

一部滞留した 

(4)内閣府 

14 

④災害 

備蓄 
災害備蓄 

避難所でのトイ

レの不足及び苦

情 

・トイレの絶対数が少なく、和式のみで

辛い、といった苦情が多数あげられた 
(4)内閣府 

15 

プッシュ型支援

物資到着までの

期間における物

資の不足 

・発災初期において、熊本市をはじめ、

各自治体の食料・飲料水等の基本的な

備蓄物資が、避難者数に対して大幅に

不足した（熊本市における 4 月 17 日

時点の避難者数約 11 万人に対し、備

蓄物資は主食約 4万 9千食、飲料水２

リットル約 1万 3千本） 

(1)内閣府 

 

出典 

(1)内閣府：「平成２８年熊本地震に係る初動対応検証レポート（平成 28 年 7 月 20 日）」 

平成２８年熊本地震に係る初動対応検証チーム 

(2)内閣府：市町村支援の状況について 

(3)内閣府：「資料４ 平成 28 年度熊本地震に係る初動対応の検証レポート」 

平成 28 年熊本地震に係る初動対応検証チーム（第５回） 

(4)内閣府：「資料２－３ 熊本地震へのこれまでの対応状況について（中間報告）」 

平成 28 年熊本地震に係る初動対応検証チーム（第２回） 
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3.1.3 平成 25 年台風第 26 号（伊豆大島土砂災害） 

(1) 概要 

伊豆大島土砂災害の概要について以下に示す。 

○発生日：平成 25 年 10 月 16 日 

○災害規模：伊豆諸島へ接近する台風第 26 号の影響により、東京都大島町で 24 時間降水

量が 800mm 以上という記録的大雨を観測。 

○被害：東京都大島町元町地区の上流域にある大金沢を中心とした渓流にて大規模な土砂

崩落による土石流が発生。大量の流木を含んだ土石流が流域界を乗り越えて神達

地区を流下した。この災害による人的被害は、死者 36 名、行方不明者 3 名にのぼ

り、建物被害は全壊建物 137 戸、半壊建物 29 戸となっている。 

 

(2) 伊豆大島土砂災害における課題 

伊豆大島土砂災害における課題を抽出し、分類・整理を行った。なお、表 3-4 は整理した

課題のうち、本検討委員会の重点検討項目について取りまとめたものである。 

 

表 3-4 伊豆大島土砂災害における課題 

No 大分類 小分類 項目 課題概要 

1 

①災害対策

本部 

災害対策本部

の組織・運営 

発災前の災害

対策本部長の

移動 

・台風接近が予測される中、災害対策本部長とし

ての役割を担う町長・副町長の出張判断に関す

る十分な協議がなく、取りやめるという判断が

下されなかった 

2 

正式な手続き

無しの災害対

策本部長の職

務代理者決定 

・明確な申し入れがないまま、災害対策本部の第

二代行順位者である教育長が災害対策本部長

の職務代理者となった 

3 
災害情報の 

伝達 

都と町間の情

報受伝達エラ

ー 

・大島町において警報基準を超える雨量が見込ま

れるという「東京都気象情報第 4号」が、伝達

対象外の情報種類であったため伝達されなか

った 

4 
市町村職員へ

の災害情報伝

達不足 

・職員の退庁後に発表された大雨警報、土砂災害

警戒情報等が職員に伝達されなかった 

 

出典 

大島町：「平成 25 年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会 報告書」 

平成２５年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会 
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3.1.4 平成 26 年８月豪雨（広島市土砂災害） 

(1) 概要 

広島市土砂災害の概要について以下に示す。 

○発生日：平成 26 年 8 月 20 日 

○災害規模：局所的な集中豪雨が８月 20 日未明から続き、安佐北区では１時間の雨量が

大 121 ㎜、24 時間累積で 大 287 ㎜と観測史上 大となった。 

○被害：広島県広島市で土石流等が 107 件、がけ崩れが 59 件発生し、山裾や谷間に広が

る住宅地を襲った。この災害による人的被害は、死者 74 名、重傷者 8 名にのぼり、

建物被害は全壊建物 174 戸、半壊建物 187 戸となっている。 

 

(2) 広島市土砂災害における課題 

広島市土砂災害における課題を抽出し、分類・整理を行った。なお、表 3-5 は整理した課

題のうち、本検討委員会の重点検討項目について取りまとめたものである。 

 

表 3-5 広島市土砂災害における課題 

No 大分類 小分類 項目 課題概要 参考文献 

1 

①災害対策 

本部 

救助救急 

活動 

救助・救急活

動の遅れ 

・被害範囲が広範囲に及び、かつ被災した者

が土石流によって大量の土砂に埋まってし

まい、人的被害の確定（捜索活動）に相当

な時間を要した 

(1)内閣府 

2 
救助・救急活

動の遅れ 

・初動活動においては、道路啓開もされてい

ない状況の中、現場に至る道路の大半が土

砂により寸断されていたため消防車両が近

づけず、実働部隊は切断器具や投光器等の

照明基部の搬送に時間を要した 

(2)消防庁 

3 
災害情報の 

伝達 

災害情報の

伝達不足 

・広島市が 8 月 20 日午前 4 時 15 分に 初に

避難勧告を出した時点で、既に土石流など

の被害が発生していた 

(1)内閣府 

 

出典 

(1)内閣府：「総合的な土砂災害対策の推進について（報告）」 

総合的な土砂災害対策検討ワーキンググループ 

(2)消防庁：「平成 26 年度 救助技術の高度化等検討会報告書 

土砂災害時の救助活動のあり方について＜資料編＞ 

平成 27 年 3 月 消防庁国民保護・防災部参事官付 
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3.1.5 平成 27 年９月関東・東北豪雨 

(1) 概要 

関東・東北豪雨の概要について以下に示す。 

○発生日時：平成 27 年 9 月 9 日~11 日 

○災害規模：台風第 18 号は愛知県西尾市付近に上陸し、関東地方、東北地方で記録的な大

雨を観測。 

○被害：関東・東北地方を中心に 19 河川で堤防が決壊し、67 河川で氾濫等の被害が発生。

特に鬼怒川では、常総市三坂町地先において約 200m にわたって堤防が決壊し、

常総市の面積のおよそ 3 分の 1 が浸水した。この災害による人的被害は、死者 8

名、負傷者 80 名にのぼり、建物被害は全壊建物 80 戸、半壊建物 7,022 戸となっ

ている。 

 

(2) 関東・東北豪雨における課題 

関東・東北豪雨における課題を抽出し、分類・整理を行った。なお、表 3-6 は整理した課

題のうち、本検討委員会の重点検討項目について取りまとめたものである。 

 

表 3-6 関東・東北豪雨における課題 

No 大分類 小分類 項目 課題概要 

1 

①災害対

策本部 

災害対策本部

の 

組織・運営 

情報過多によ

る処理困難 

・初期段階においてはインターネット等により河川情

報、気象情報をこまめに確認していた。しかし、あ

る時刻を境に一気に現場からの通報が増え、情報を

処理仕切れなくなった 

2 
マスコミ対応

による混乱 

・各マスコミにそれぞれ対応し、非常に時間をとられ

た。執務室や災害対策本部室まで入って取材するマ

スコミもあり、災害対応に支障を来した 

3 

業務継続の観

点からの検討

不足 

・庁舎等が浸水することを想定していなかった。庁舎

屋外に設置した非常用電源は嵩上げしていたが、水

没した 

災害時に通じる多様な通信手段を十分に確保して

いなかった 

4 
伝達手段の不

慣れ 

・多様な伝達手段を用意していても、手段の数だけ職

員も必要となる。配信作業に充てる職員を確保でき

ず、十分に使いこなせていない事例があった 

5 

③受援・応

援 
受援・応援 

応援部隊の活

動調整 

・救助・捜索のため、警察、消防、自衛隊、海保等の

多数の応援部隊が集結することから、組織の枠を超

えた情報共有・活動調整が必要となった（救助ヘリ

コプターの活動を、県災害対策本部、各機関のリエ

ゾンが調整） 

6 

あいまいなリ

エゾンの位置

づけ 

・国や県から派遣されたリエゾンについては、位置付

けがよく分からず、派遣された人にどこまで依頼し

ていいのか、判断に迷った 
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No 大分類 小分類 項目 課題概要 

7 
物資等の輸

送、供給対策 

支援物資の遅

れ・過不足の

発生 

・発災後 2週間経っても、食事がおにぎり、菓子パン、

不定期な炊き出しのみであった 

・各避難所で、物資について過不足の調整がなされな

かった 

8 
ボランティア

との協働 

ボランティア

支援のミスマ

ッチ 

・被災者のニーズと、ボランティアの支援内容がうま

くマッチングできない例があった 

 

出典 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害における課題・実態と今後の対策の方向性 

（水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ（第２回）資料１、平成２７年１２月１８日） 
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3.1.6 平成 26 年御嶽山噴火災害 

(1) 概要 

御嶽山噴火災害の概要について以下に示す。 

○発生日時：平成 26 年９月 27 日 11 時 52 分頃（噴火発生） 

○災害規模：御嶽山の西側の岐阜県下呂市萩原町から東側の山梨県笛吹市石和町にかけて

の範囲で降灰が確認された。また、大きな噴石が火口列から約 1km の範囲に

飛散した。 

○被害：当日は登山客が多く、幅広い年代の登山者が山頂付近で被災した。この災害によ

る人的被害は、死者 57 名、重傷者 27 名にのぼり、建物被害は全壊建物 133 戸、

半壊建物 29 戸となっている。 

 

(2) 御嶽山噴火災害における課題 

御嶽山噴火災害における課題を抽出し、分類・整理を行った。なお、表 3-7 は整理した課

題のうち、本検討委員会の重点検討項目について取りまとめたものである。 

 

表 3-7 御嶽山噴火災害における課題 

No 大分類 小分類 項目 課題概要 

1 
①災害対策 

本部 

災害情報の 

伝達 

情報伝達インフラ

の不足 

・火山の山頂や山道においては、情報伝

達インフラが充実していない箇所があ

った（携帯利用不可など） 

 

出典 

御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）【別添資料】 

（中央防災会議防災対策実行会議 火山防災対策推進ワーキンググループ、平成27年3月26日） 
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3.2 青森県の防災対策の現状・課題等 

過去の災害事例を踏まえ、青森県における重点検討項目である５項目に係る課題と抽出・整理

した。 

 

3.2.1 災害対策本部 

災害対策本部の組織・運営に係る青森県の現状、課題について整理した。 

 

(1) 組織体制のあり方 

青森県では、災害の状況に応じて災害対策本部を通常体制（平常時の部局で対応）と臨時

体制（機能毎の組織（合同指揮本部）で対応）の２つの組織編制で対応することとしており、

以下の基準により災害対策本部を設置する（図 3-1）。 

○通常体制：県内で震度 5 弱、5 強の地震が観測された場合、津波により大規模な被害

が発生した場合 

○臨時体制：県内で震度 6 弱、6 強以上の地震が観測された場合・本県沿岸に津波警報

（大津波）が発表された場合 

臨時組織（合同指揮本部）は、緊急的応急対策を迅速・的確に実施するため、緊急的応急

対策が完了するまでの間、合同指揮本部の構成員が災害対策本部室に常駐し、その方針及び

実施細目を決定し、直ちに災害対策業務を実施することとしているが、以下のような災害対

策本部に係る課題が挙げられる。 

① 災害対策本部各部の業務と、臨時体制においてのみ設置される合同指揮本部の業務

があいまいである。 

② 本部における統制機能が不足しており、県としての統一的な災害対応が困難である。 

③ 被災の全体像のモニタリングや県全体での災害対応等について、マネジメントがで

きない。 

④ 合同指揮本部と各部局で果たすべき役割が明確化されておらず、責任の所在が不明

確である。 

 

図 3-1 青森県の災害対策本部体制 
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(2) 地方支部の役割 

青森県では、必要に応じて地方支部を設置することとしているが、被害情報の収集や災害

対応等は、庁内の各部局と関係出先機関が直接行っており、地方支部を介さない災害対応が

多く、地方支部の明確な役割が定められていないため、以下のような課題が挙げられる（図 

3-2）。 

① 大規模災害時においては、市町村も被災し、市町村からの被害情報の報告、支援要請

の調整等が困難である。 

② 地域ごとの被害状況を把握し、市町村に対する支援ニーズを地域全体で取りまとめる

必要がある。 

③ 地方支部長が、災害対策本部会議に出席を求められていない。 

 

＜青森県災害対策本部に関する規則＞ 

（支部の所掌事務） 

第 10 条 支部の所掌事務は、次のとおりとする。 

一 災害に関する情報の収集および報告に関すること。 

二 災害予防及び災害応急対策の実施についての調整に関すること 

三 関係機関との連絡に関すること。 

四 その他本部長が命じた事項に関すること。 

 

 

図 3-2 地方支部体制 
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(3) リエゾンのあり方 

青森県では、市町村等へのリエゾンの派遣は実施しておらず、災害時における市町村の被

害状況、支援ニーズの把握については、市町村から県へ報告・要請することとしているが、

市町村職員が災害対応に追われ、人員が不足することが想定されるため、県への報告が遅れ、

支援調整が困難となることが予想される（図 3-3）。 

 

 
図 3-3 市町村の被害情報の把握イメージ図 

 

(4) 災害対策本部レイアウトの検討 

防災関係機関のためのリエゾンスペースについて、青森県で災害が発生した場合、災害対

策本部内または近傍に、DMAT 調整本部、消防応援活動調整本部等を設置する必要がある。 

また、県庁に集結するリエゾン等の規模は 100 名程度であり（緊急消防援助隊 約 10 名、

陸上自衛隊 約 10 名、海上自衛隊・航空自衛隊 約 10 名、DMAT 約 30 名、その他、地方整

備局、東北電力、NTT 東日本等 40 名程度）、政府現地対策本部、マスコミ等のスペースも

確保する必要があるため、スペースが不足するおそれがある。 

 

(5) 調整の場（調整会議） 

青森県では、関係機関との情報共有については、調整会議等で実施しているが、現在の調

整会議は「被害状況等の報告」、「これまでにとった関係機関等の措置」といった報告が中心

であるため、以下のような点が課題となっている。 

① 調整会議について、効率的な進め方が検討されていないことから、詳細な情報共有を

実施する際時間がかかる。 

② 調整会議では、情報交換のみに時間を費やし、意思決定に関する協議が行われない。 

③ 消防、警察、自衛隊及び防災関係機関の航空機の運用が安全かつ効率的に行えるか不

透明である。 
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3.2.2 市町村広域連携 

市町村広域連携に係る青森県の現状・課題について整理した。 

 

(1) リエゾンのあり方 

被害情報の報告・支援要請等は、市町村から県へ実施することとしているが、大規模災害

において、市町村の人員が不足することから県への報告が遅れ、支援調整が滞ることが予想

される。 

 

(2) 市町村相互応援 

市町村間の連携については、市町村相互応援協定を締結しているが、本協定に基づく相

互応援を実施したことがない、また、運用方法などが定められていないことから、災害時

に応援が円滑に実施できない可能性がある。 

 

大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定 

（応援内容） 

第３条 被災市町村が要請できる応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

(2)食糧、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっ

せん 

(3)被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並

びにあっせん 

(4)災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 

(5)災害応急活動に必要な職員の派遣 

(6)被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

(7)前各号に定めるもののほか、大規模災害時の応急措置活動で特に必要な事項 

 

(3) 県の役割の明確化 

市町村相互応援に係る県の役割は、災害対策基本法や青森県地域防災計画において、市

町村の防災に関する業務等の総合調整を行うこととしているが、市町村相互応援協定にお

いては、県の役割等が定められていない。 
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3.2.3 受援・応援 

青森県では受援・応援に関する協定として、以下の 3 つの協定を締結しているが、県にお

いて具体的な受援・応援の手順・役割分担、受援対象業務等が定まっていない。 

災害対策本部が設置された場合等の受援・応援の手順を具体化する必要がある。 

 

表 3-8 青森県における受援・応援に係る協定一覧 

協定の名称 協定締結先 締結年月日 

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 
北海道・東北６県、新潟県 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 
全都道府県 

H8.7.18 

(H24.5.18) 

原子力災害時の相互応援に関する協定 １４道府県 H13.1.31 
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3.2.4 災害備蓄 

青森県の備蓄については、地域防災計画において以下のように位置づけられている。 

・県及び市町村は、住民が各家庭や職場で、平常時から３日分の食料を備蓄するよう啓発

する。 

・市町村は、住民の備蓄を補完するため、現物備蓄または流通在庫備蓄に努める。 

・県は、広域的な立場から市町村の備蓄を補完するため、現物備蓄または流通在庫備蓄に

努める。 

 

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。県における備蓄状況は以下のとおりである。 

 

【流通備蓄】（事業者との協定締結状況）平成 28 年 4 月時点 

・食料・飲料水及び日用品の物資供給 18 件（数量等は定めていない） 

・ガソリン等の燃料供給   4 件 

・輸送・保管等の物流状況   4 件 

 

【現物備蓄】 

・毛布  13,600 枚 

 

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。 

備蓄の推進に向け、備蓄の役割分担、品目、管理方法、目標、住民の備蓄推進の取組み等

について検討する必要がある。 
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3.2.5 防災拠点 

青森県防災物流インフラ強化計画策定検討委員会（平成 27 年度～平成 29 年度）では、救

援物資の一次物資拠点を検討している。 

青森県では、大規模災害時に複数の市町村にまたがる被害が発生した際に必要となる広域

的な活動拠点、備蓄拠点、物資拠点等が定まっていないことから、これらの拠点のあり方を

検討する必要がある。 

防災拠点の検討にあたり、以下のような課題が考えられる。 

・豪雪等の地域特性を踏まえた拠点の配置 

・平常時の活用方法 

・関係機関間の拠点の利用調整 

・庁舎、防災拠点等の重要拠点が被災した場合の対応 
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4. 検討結果 
 

4.1 災害対策本部 

 

4.1.1 災害対策本部に係る検討結果 

災害対策本部に係る検討結果を以下に示す。 

 

(1) 組織体制のあり方 

① 統括調整機能の具体化 

・本部長を補佐する「統括本部員」を明確に位置付け、本部長の意思決定を円滑に進める

（図 4-1）。 

・災害対策本部に「統括調整部」を常設し、統括調整部が、各部の実施する災害対応につ

いて統制（状況把握し、対応方針の明示、必要な指示等）することにより、全庁が一体

となって災害対応を実施する（図 4-2）。 

 

② 連携の強化 

・合同指揮本部のメリットである業務の連携体制については、統括調整部が、複数の部に

関連する業務の総合調整（災害の状況を把握し、資源を適切に配分できる対応方針を示

して調整）を実施することにより、円滑に連携する。 

・各部局から統括調整部に災害情報連絡員を派遣し、連絡調整を実施する。 

 

③ 所掌業務の明確化 

・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

て災害対策本部各部の所掌業務を明確にする。 

 

④ 災害対策本部の運営体制の一本化 

・災害規模の大小に関わらず、災害対策本部の運営体制を一本化する（合同指揮本部を廃

止する）。 

 

⑤ 情報活動の明確化 

・収集計画、収集、処理、分析、共有、広報の一連の情報活動の流れを定型化し、円滑な

情報活動の流れを構築する（図 4-3）。 

 

⑥ 本部会議の運営 

・本部会議の運営について、会議の目的や運営方法を定め、会議の円滑化を図る。 

 



 

35 

 
図 4-1 災害対策本部組織体制 

 

 
図 4-2 統括調整部組織体制 

 

 
図 4-3 情報の流れ 
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(2) 地方支部の役割 

地方支部において、通常業務の延長として地域県民局各部が実施する災害対応は、従前ど

おり本課（災害対策本部各班）の指示のもと実施することとし、各部に属さない必要な業務

を定める。 

 

① リエゾンの派遣 

・地方支部長は、リエゾンの派遣による情報収集、連絡調整等を実施し、本部等へ報告、

連絡する。 

 

② 現地対応業務等 

・地方支部における情報共有のための会議の開催、政府調査団・現地視察等の対応、防災

拠点の設置・運営等を行う。 

 

③ 現状・課題の共有 

・地方支部長は、本部会議への出席（テレビ会議等も含む）により、本部との認識の統一

を図る。 

 

④ 政府現地対策本部の受入れ 

・災害が局地的である場合は、政府現地対策本部の設置に係る調整を行う。 

 

 

図 4-4 地方支部の組織体制 
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(3) リエゾンのあり方 

リエゾンは、情報収集・共有・連絡調整のために市町村に派遣する県職員とする。 

被災市町村の被災状況や要請を把握するため、地域県民局は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。 

 

① リエゾンの派遣基準 

・地方支部長は、派遣基準に該当したとき、派遣先市町村ごとに原則として 2 名のリエゾ

ンを派遣する（表 4-1）。 

・発災から 24 時間は、地方支部からリエゾンを派遣し、24 時間以降は本部から派遣する。 

・応急期以降のリエゾンは本部と地方支部が連携し、リエゾンチームとして派遣する。 

※応急期の目安は、災害状況、被害状況等により異なる。（１～３日後又は３日～１週間後） 

 

② リエゾンの役割 

a.派遣先市町村の情報収集 

・リエゾンは、市町村災害対策本部会議への出席、会議資料の収集、ホワイトボード、

地図等の確認、市町村職員からの聞き取り等により、情報を収集する。 

・得られた情報は、衛星携帯電話、タブレット端末等により災害対策本部統括調整部情

報班及び所属する地方支部へ報告する。 

 

b.派遣先市町村への情報提供及び共有 

・災害対策本部からの指示・連絡事項を市町村担当者等へ伝達する。 

 

c.派遣先市町村の支援のニーズ把握 

・被災市町村から県への支援要請・要望を受理し、災害対策本部統括調整部情報班へ伝

達する。 

 

d.派遣先市町村との各種連絡調整 

・リエゾンは、必要に応じて、被災市町村からの支援要請・要望に対して、人的・物的

応援の量、場所、時間等の連絡調整を実施する。 

表 4-1 リエゾンの派遣基準 

 

対象市町村 

警戒態勢 ２号―２配備 
（災害警戒本部） 

非常態勢 ３号配備 
（災害対策本部） 

本部長が必要と 
認めるときに派遣 

自動派遣 本部長が必要と認めるときに派遣 

地震・津波 

・震度５弱、５強 
・津波注意報 
・大規模な被害の発生又はその

おそれ 

・震度６弱以上 
・大津波警報 
・津波警報 

・震度５弱、５強 
・津波注意報 
・大規模な被害の発生又はそのおそれ 

風水害等 

・警報 
・噴火警戒レベル３以上 
・大規模な被害の発生又はその

おそれ 

－ 

・特別警報 
・警報 
・噴火警戒レベル４以上 
・大規模な被害の発生又はそのおそれ 
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(4) 災害対策本部室レイアウトの検討 

災害対策本部室のレイアウトについて、図 4-5 のとおりとする。 

 

 

 

 
図 4-5 災害対策本部レイアウト 
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(5) 調整の場（調整会議） 

効率的かつ迅速な災害対応を実施するため、以下のとおり調整会議を開催する。 

 

① 調整会議の目的 

・調整会議は、大規模災害の発生直後より消火、救出、救助、救護等に携わる関係機関等

が連携し、円滑な救助活動を実施することを目的とする。 

 

⑴ 認識の統一（情報及び課題の共有） 

-刻々と変化する人的被害情報や、通行可能な道路の情報、医療機関の患者受入れ状

況等、救助活動に必要な情報を共有し、関係機関の現状認識を統一する。なお、情

報共有には共通地図を使用する 

-各関係機関は、災害対応上の課題を共有し、国や他の関係機関に対する支援要請を

行う。 

 

⑵ 活動方針の明確化 

-県と関係機関は、断片的な情報を集約した共通地図に基づき、救助活動の大方針を

決定する。 

 

⑶ 活動調整 

-統括調整部は、救助活動の大方針を踏まえ、個別案件について関係機関の部隊配置、

資源確保等の活動調整を行う。 

-調整手順については、可能な限り平時に定型化しておく。 

 

② 調整会議の開催 

⑴ 実施主体 

-主宰は、統括調整部（統括班または対策班）とする。 

 

⑵ 開催時期 

-発災後 24 時間程度までは災害状況に応じて随時開催するものとし、それ以後は、原

則として定時に開催する。 

-随時の開催は、個別の活動調整等を実施する。 

-定時の開催は、当日の活動状況の報告、翌日の活動予定等の情報共有を実施する。 
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⑶ 参加者 

-参加者は以下のとおりとする。 

No 組織名 備考 

1 災害対策本部 統括調整部（対策班） 
・実動部隊部門 

・医療活動部門 

2 陸上自衛隊第９師団  

3 青森県警察本部  

4 消防応援活動調整本部（又は県内代表消防機関）  

5 第二管区海上保安本部  

6 DMAT 調整本部（保健医療調整本部） ・DMAT 指定医療機関 

※ この他必要に応じて参加を求める。 

 

③ 連絡調整事項 

・調整会議では、各関係機関で統一された状況認識に基づき、概ね以下の事項について連

絡調整を行う。 

 ⑴ 国、他防災機関への要請事項 

-各関係機関は、その時点で抱える災害対応上の課題を共有し、他の関係機関への支

援要請や、県を通じた国に対する支援要請を行うほか、対応策について相互に提案・

調整する。 

 

 ⑵ 道路情報及び資源状況 

-道路班は通行可能な道路の情報を、商工政策班は給油拠点等の資源の状況を報告す

るとともに、燃料資源の確保・調整を実施する。 

 

 ⑶ 部隊の活動状況及び資源状況 

-関係機関は、各機関が展開している部隊の活動状況を報告する。 

-なお、各関係機関は、前項⑴で把握した課題の解決に資する部隊状況を中心に報告

するものとし、報告が冗長とならないよう留意する。 

 

 ⑷ 役割分担、分担区域の調整 

-各部隊の活動状況を踏まえ、課題の解決に向け、関係機関の特徴を踏まえたうえで、

役割分担及び分担区域を調整する。 

 

④ 各機関の総合調整 

・災害現場で活動する関係機関は、各段階において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等の活動調整を実施する（図 4-6、図 4-7）。 
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図 4-6 災害対策本部における総合調整のイメージ 

 

 
図 4-7 総合調整のイメージ 
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4.1.2 青森県災害対策本部運営マニュアル【共通編】（素案）の作成 

4.1.1 の検討結果を踏まえ、災害対策本部が実施する応急対策を迅速かつ的確に遂行するため

の具体的対応を定めた「青森県災害対策本部運営マニュアル【共通編】（素案）」を作成した。 

 

(1) 目的 

災害対策本部が行う業務の内容や業務執行体制、情報活動などを定めることにより、県の

組織的な災害対応能力の向上を図ることを目的とする。 

 

(2) 構成 

「青森県災害対策本部運営マニュアル【共通編】（素案）」の構成を以下に示す。 
 

青森県災害対策本部運営マニュアル【共通編】（素案） 

目次 

第１章 総則 

 １－１ 目的 

 １－２ 対象とする災害 

 １－３ 位置付け 

 １－４ タイムライン（風水害） 

 １－５ タイムライン（地震・津波） 

第２章 組織と所掌事務 

 ２－１ 災害対策本部等の組織 

 ２－２ 統括調整部（事務局）の所掌事務 

 ２－３ 各部及び地方支部の所掌事務（各部編参照） 

 ２－４ 県現地災害対策本部 

 ２－５ リエゾン 

 ２－６ 災害対策本部会議 

 ２－７ 調整会議（部内等会議） 

第３章 平時からの取組 

 ３－１ 訓練・研修等の実施 

 ３－２ 通信手段の整備 

 ３－３ 地域資源等に係る情報共有 

第４章 災害応急対応 

 ４－１ 動員区分 

 ４－２ 災害警戒本部の設置 

 ４－３ 災害警戒本部の廃止、災害対策本部態勢への移行 

 ４－４ 災害対策本部の設置 

 ４－５ 非常参集 

 ４－６ 各部共通の実施業務 

 ４－７ 情報活動 

 ４－８ 指示・依頼・要請の流れ 

 ４－９ 勤務体制等 

第５章 復旧・復興段階の対応 

 ５－１ 災害救助法の適用 

 ５－２ 公共施設の復旧 

 ５－３ 金融対策 

 ５－４ 被災者の生活保障、生活再建支援 

 ５－５ 災害対策本部の廃止 
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4.1.3 青森県災害対策本部運営マニュアル【統括調整部編】（素案）の作成 

4.1.1 の検討結果を踏まえ、統括調整部が実施する応急対策を迅速かつ的確に遂行するための

具体的対応を定めた「青森県災害対策本部運営マニュアル【統括調整部編】（素案）」を作成した。 

 

(1) 目的 

青森県災害対策本部の的確かつ迅速な業務遂行のため、統括調整部の運営に係る標準的な

業務処理の手順、方法等について定めるものである。 

 

(2) 構成 

「青森県災害対策本部運営マニュアル【統括調整部編】（素案）」の構成を以下に示す。 

 

青森県災害対策本部運営マニュアル【統括調整部編】（素案） 

目次 

第１章 総則 

 １ 目的 

 ２ 位置付け 

第２章 組織と所掌事務 

 １ 組織 

 ２ 参集体制 

 ３ 統括調整部の編成 

 ４ 災害対策本部のレイアウト 

第３章 平時からの取組 

 １ 災害対策本部勤務者の心得 

 ２ 訓練の実施 

第４章 災害応急対応 

 １ 統括班 

 ２ 情報班 

 ３ 対策班 

 ４ 受援班 

 ５ 総務班 

 ６ 広報班 

 ７ 原子力班 
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4.1.4 青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル（素案）の作成 

4.1.1 の検討結果を踏まえ、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た「青森県大規模災害時救助活動

連携マニュアル（素案）」を作成した。 

 

(1) 目的 

県内において大規模災害等が発生した場合に、消火、救出、救助、救護等に携わる防災機

関等が連携し、円滑な救助活動が実施できるよう、災害対策本部等における連携のあり方に

ついて、本マニュアルに基づき共通認識を図ることを目的とする。 

 

(2) 構成 

「青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル（素案）」の構成を以下に示す。 

 

青森県大規模災害時救助活動連携マニュアル（素案） 

目次 

第１章 総則 

 １－１ 目的 

 １－２ 本マニュアルの位置付け 

 １－３ マニュアル活用の対象期間 

 １－４ 想定災害 

 １－５ マニュアルの構成と主な内容 

 １－６ 活動の時系列 

第２章 組織・体制 

 ２－１ 県の初動体制と役割 

 ２－２ 関係機関の活動内容 

 ２－３ 関係機関の役割分担 

 ２－４ 活動拠点等 

第３章 平時からの取組 

 ３－１ 定期的な訓練の実施 

 ３－２ 情報連絡会議の開催 

 ３－３ 救助体制の充実強化 

第４章 災害応急対応 

 ４－１ 調整会議等 

 ４－２ 情報共有 

 ４－３ 通信手段 
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4.2 市町村広域連携 

 

4.2.1 市町村広域連携に係る検討結果 

市町村相互応援協定における検討結果を以下に示す。 

 

(1) 役割 

① 県の役割 

・県は、被災市町村及び他の市町村間の応援調整を行う。なお、県は、被災市町村からの

応援の依頼を待たず、必要に応じて自主的に情報収集・応援調整・支援等を行う。県が

行う応援調整は以下のとおりとする。 

⑴ 被災市町村との連絡 

⑵ 被災市町村の被災等の情報収集 

⑶ 被災市町村の応援要請事項の把握 

⑷ 他の市町村との連絡及び調整 

⑸ 応援市町村への応援要請 

⑹ 上記のほか、被災市町村の応援に関し必要な事項 

 

② 被災市町村の役割 

・被災市町村は、他の市町村等からの応援が必要であると認めるときは、県に対して応援

の要請をする。 

・応援要請事項は、以下のとおりである。 

 

⑴ 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

⑵ 食料、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっ

せん 

⑶ 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並

びにあっせん 

⑷ 災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 

⑸ 災害応急活動に必要な職員の派遣 

⑹ 被災者の一時受入れのための施設の提供及びあっせん 

⑺ 上記のほか、大規模災害時の応急措置活動に関し特に必要な事項 

 

③ 非被災市町村の役割 

・非被災市町村は、県から被災市町村への応援について連絡があったときは、応援の可否

を検討し、応援が可能な場合は、被災市町村に対する応援を実施する。 

・応援内容は、以下のとおりである。 

⑴ 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

⑵ 食料、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっ

せん 
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⑶ 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並

びにあっせん 

⑷ 災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 

⑸ 災害応急活動に必要な職員の派遣 

⑹ 被災者の一時受入れのための施設の提供及びあっせん 

⑺ 上記のほか、大規模災害時の応急措置活動に関し特に必要な事項 

 

(2) 平時の取組 

① 事務局の設置 

・本協定の実施に関する事務局を青森県危機管理局防災危機管理課に置く。 

 

② 訓練の実施 

・県及び市町村は、災害が発生した際の被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できる

よう、県・市町村合同又は単独で実施する防災訓練（図上、実動）などにおいて応援体

制を検証し、さらなる連携の強化を図る。 

 

③ 資源管理の推進 

・各市町村は、応援を受けて実施する業務をあらかじめ特定し、その業務の具体内容を整

理し、リスト化する。 

・また、各市町村は、災害対応上求められる業務ごとに必要な資源（食料・飲料水、資機

材等）を整理し、リスト化する。 

 

④ 担当者及び備蓄状況の報告 

・各市町村は、毎年度担当者及び応援物資等の保有状況を事務局（県）に報告する。 

・事務局は、上記の報告を受け、取りまとめた結果を各市町村へ報告する。 
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(3) 応援の要請・実施 

① 応援の要請・実施フロー 

・市町村広域連携における各機関の対応の流れを図 4-8 に示す。 

 

図 4-8 市町村広域連携における各機関の対応 

 

② 情報収集 

・県は、市町村相互応援を円滑に実施するため、リエゾン等を通じて、被災市町村の情報

を収集する。 

 

③ 応援要請（被災市町村） 

・被災市町村は、他の市町村等からの応援が必要であると認めるときは、県に対し、迅速

性を考慮し、口頭により応援要請を行うとともに、口頭要請後速やかに書面を FAX 等に

より提出する。 

・なお、被災市町村に県のリエゾンが派遣されている場合は、リエゾンを通じて応援の要

請を行うことができる。 

 

④ 応援調整（県） 

・県は、被災市町村から応援要請を受けた場合には、直ちに非被災市町村と応援の調整を

実施する。 

・県は、県内の応援では対応できないと判断した場合は、県外からの応援も併せて調整す

る。  
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⑤ 応援の可否及び応援可能数量等の報告（非被災市町村） 

・非被災市町村は、県からの連絡を受けた場合、応援の可否、応援が可能な場合には応援

可能数量等を直ちに県に報告する。 

 

⑥ 応援調整及び応援実施の通知（県） 

・非被災市町村から報告を受けた県は、直ちに応援内容を調整し、その結果を被災市町村

に通知するとともに、報告した非被災市町村に対し、応援の実施を依頼する。 

 

⑦ 応援の実施及び報告 

・県から応援の依頼を受けた市町村は、直ちに応援を実施するものとする。この場合にお

いて、応援人員、応援物資等の搬送は、当該市町村が行うものとする。当該市町村が搬

送できない場合は、県が搬送手段を調整する。 

 

⑧ 自主応援の実施 

・市町村は、災害が発生したことが明らかな場合において、被災市町村との連絡が取れな

いとき又は県からの応援の依頼を待つ時間的余裕がないと認めるときは、応援の依頼を

待たずに自主的に応援を行うことができる（図 4-9）。 

 

 

図 4-9 自主応援における各機関の対応 
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4.2.2 災害時における青森県市町村相互応援に関する協定（改正案）の作成 

4.2.1 の検討結果を踏まえ、「大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定（改正案）」

を作成した。 

改正案を以下に示す。 

 

 
災害時における青森県市町村相互応援に関する協定（改正案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、青森県内で一の市町村では対応困難な災害（自然災害のほか、原子力災害、テロ

災害等の特殊災害などを含む。以下同じ。）が発生した場合における県による応援調整及び県内市町

村による被災市町村の応援に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

  （応援調整） 

第２条 市町村は、青森県内において災害が発生した場合において、他の市町村等からの応援が必要で

あると認めるときは、第４条に定めるところにより、県に対して応援の要請をすることができる。 

２ 県は、前項の規定により、被災市町村から応援の要請があったときは、直ちに応援の調整を行うも

のとする。 

 

 （応援要請事項） 

第３条 被災市町村は、次に掲げる事項について、応援の要請をすることができる。 

（１）応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

（２）食料、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっせん 

（３）被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並びにあっせ

ん 

（４）災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 

（５）災害応急活動に必要な職員の派遣 

（６）被災者の一時受入れのための施設の提供及びあっせん 

（７）前各号に定めるもののほか、大規模災害時の応急措置活動に関し特に必要な事項 

 

 （応援要請及び応援の実施） 

第４条 被災市町村は、県に対し次に掲げる事項を明らかにして、口頭により要請を行うとともに、後

日、速やかに当該事項を記載した書面を提出するものとする。 

（１）被害の種類及び状況 

（２）前条第２号から第４号までに掲げる物の品名、数量等 

（３）前条第５号に掲げる職員の職種別人員数 

（４）応援場所及び応援場所への経路 

（５）応援の期間 

（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けた場合には直ちに応援可能な市町村と連絡をとり、応援人員、応援物資等

を取りまとめ、被災市町村に応援可能数量等を通知するとともに、応援可能な市町村に対して応援の

実施を依頼するものとする。 

３ 前項の規定による応援の依頼を受けた市町村は、直ちに応援を実施するものとする。この場合にお

いて、応援人員、応援物資等の搬送は、原則として当該市町村が行うものとする。 

 （自主応援） 
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第５条 市町村は、災害が発生したことが明らかな場合において、被災市町村との連絡が取れないとき

又は前条第２項の規定による応援の依頼を待つ時間的余裕がないと認めるときは、同条の規定にかか

わらず、同項の規定による応援の依頼を待たずに自主的に応援を行うことができる。 

 

２ 前項の規定により、応援を行おうとする市町村は、あらかじめ県に応援を実施する旨を通知するも

のとする。 

 

 （応援経費の負担） 

第６条 前２条の規定による応援の実施に要した経費の負担については、別段の定めがあるものを除く

ほか、次に定めるとおりとする。 

（１）応援を実施した市町村が負担する経費 

  イ 機械器具等の燃料費（補給燃料に係るものを除く。）及び小規模破損の修理費 

  ロ 応援人員の手当等に関する経費 

  ハ 応援人員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償費及び賞じゅ

つ金 

  ニ 応援人員の重大な過失により、第三者に与えた損害の賠償費 

  ホ 応援人員の災害地への出動又は帰路途上において発生した事故に係る損害賠償費 

（２）被災市町村が負担する経費 前号に定める経費以外の経費 

２ 被災市町村は、前項第２号の経費を支弁する時間的余裕がない場合にあっては、応援を実施した市

町村に対し当該経費の一時支払いを要請できる。この場合において、当該経費を負担した市町村は、

被災市町村に対し、その償還を請求することができる。 

 

 （事務局の設置） 

第７条 本協定の実施に関する事務局を青森県危機管理局防災危機管理課に置く。 

 

 （担当者及び備蓄状況の報告） 

第８条 市町村は、毎年度、本協定に係る担当者及び応援物資等の保有状況を事務局に報告するものと

する。 

 

２ 事務局は、前項の報告を受けたときは、これを取りまとめの上、各市町村へ報告するものとする。 

 

 （協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、協議して定めるもの

とする。 
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4.2.3 青森県市町村相互応援協定運用マニュアル（骨子）の作成 

4.2.1 の検討結果を踏まえ、災害等が発生した際に、市町村間の連携を迅速かつ的確に遂行す

るために具体的対応を定めた「青森県市町村相互応援協定運用マニュアル（骨子）」を作成した。 

 

(1) 目的 

本マニュアルは、「災害時における青森県市町村相互応援に関する協定（改正案）」の具体

的な運用を定めるものとする。 

 

(2) 構成 

「青森県市町村相互応援協定運用マニュアル（骨子）」の構成を以下に示す。 

 

青森県市町村相互応援協定運用マニュアル（骨子） 

目次 

第１章 総論 

 １－１ 目的 

 ２－２ 本マニュアルの位置付け 

第２章 組織 

 ２－１ 県 

 ２－２ 被災市町村 

 ２－３ 非被災市町村 

第３章 平時の取組 

 ３－１ 事務局の設置 

 ３－２ 協定を想定した訓練の実施 

 ３－３ 資源管理の推進 

 ３－４ 担当者及び備蓄状況の報告 

第４章 応援の要請・実施 

 ４－１ 応援の実施・フロー 

 ４－２ 情報収集 

 ４－３ 応援要請（被災市町村） 

 ４－４ 応援調整（県） 

 ４－５ 応援の可否及び応援可能数量等の報告（非被災市町村） 

 ４－６ 応援調整及び応援実施の通知（県） 

 ４－７ 応援の実施及び報告 

 ４－８ 自主応援の実施 

  第５章 その他 

５－１ 費用負担 
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4.3 受援・応援 

 

4.3.1 受援・応援に係る検討結果 

受援・応援に係る検討結果を以下に示す。 

 

(1) 受援 

① 受援の体制 

・受援に関する取りまとめ・総合調整業務を専任する「受援班」を統括調整部内に設置す

る（図 4-10、図 4-11）。 

・受援班には、調整全体を統制する「統制チーム」、人的支援を担当する「人的支援チー

ム」、物的支援を担当する「物的支援チーム」を設置し、受援状況や応援状況等を分析

し、災害対応業務の具体的な目標を達成するために実行可能な「 も有効な資源配分案」

を示し、受援の方向性を調整する。 

 

 
図 4-10 統括調整部組織図 

 

図 4-11 受援班のイメージ 
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② 県応援職員の受入れ 

・受援班は、「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」（以下「8 道県

協定」という）で定める応援調整県からの連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。 

・他の都道府県からの人的支援及び業務等の提供の申出の受付は、受援班が担当する。 

・他の都道府県からの応援職員は、可能な限り自己完結型での活動に努めるよう周知する。 

・受援班は、人的支援が滞ることがないよう、 も有効な資源配分案を示し、受援の方向

性を調整する。 

 

③ 市町村応援職員の受入れ 

・被災市町村は、市町村自身のみでは十分な対応ができないと判断した場合は、市町村応

援職員の調整を県に要請する。 

・県は、県内の被害状況を考慮し、県庁職員による人的支援を実施するほか、県内の非被

災市町村や他の都道府県等に対し市町村応援職員の要請を実施する。 

・県は、市町村応援職員を要請する際、他の都道府県等を通じて市町村応援職員に対し、

自己完結型の活動に努めるよう周知する。 

・受援班は、人的支援が滞ることがないよう、 も有効な資源配分案を示し、受援の方向

性を調整する。 

 

④ 地方公共団体以外の主体との連携 

・県内で災害が発生した場合において、健康福祉部は、保健医療活動に係る総合的な調整

を行うため青森県保健医療調整本部を設置し、災害派遣医療チーム（DMAT）、災害派

遣精神医療チーム（DPAT）、災害福祉支援チーム（DCAT）等の保健医療活動チームの

保健所等への派遣の調整や連絡調整を実施する。 

・県内で災害が発生した場合において、被災市町村の内外から参加する防災ボランティア

が効果的に活動できるよう、防災関係機関及びボランティア関係団体等の連携により、

防災ボランティアの円滑な受入れ体制を構築する。 

 

⑤ 支援物資の受入れ 

・支援物資の受入れは、受援班が主体となり、商工労働部、農林水産部、県土整備部等と

連携して行う。 

・発災後 3 日目までは、県、県内各市町村及び住民の備蓄を中心に対応する。 

・発災後 4 日目以降 1 週間程度までは、国、県外地方公共団体、協定事業者等から支援物

資を受入れ、被災市町村に配分する。 

・受援班は、支援物資が滞ることがないよう、 も有効な資源配分案を示し、受援の方向

性を調整する。 
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(2) 応援 

① 応援の体制 

・被災都道府県等への人的・物的支援の要請の把握、応援状況の取りまとめ、応援に関す

る総合調整を行うため、「応援本部」を設置する。 

 

② 職員の県外派遣 

・応援本部は、8 道県協定で定める広域応援本部及び応援調整県が実施する連絡調整に十

分配慮する。 

・他の都道府県からの人的応援及び業務等の要請の受付は、応援本部が担当する。 

・他の都道府県へ派遣する応援職員は、可能な限り自己完結型での活動に努める。 

・応援元は、引継ぎを可能とするローテーション計画を作成する。 

③ 市町村等との連携 

・応援本部は、被災都道府県等の応援にあたっては、必要に応じて県内市町村等と連携す

る。 

 

④ 支援物資の県外への送付 

・被災した他都道府県等からの支援物資の要請の受付は、応援本部が担当する。 

・各担当部局（危機管理局、農林水産部、商工労働部等）は、被災した他都道府県等から

支援物資の要請があった場合は、必要に応じて、企業やその他の団体等から大口の支援

物資の調達を行う。この際、一般個人からの支援物資の募集は行わないものとする。 
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4.3.2 青森県災害時受援計画（素案）の作成 

4.3.1 の検討結果を踏まえ、大規模災害等が発生した際に、円滑に他県からの応援職員、応援

部隊、緊急支援物資を迅速かつ的確に受入れるために具体的対応を定めた「青森県災害時受援計

画（素案）」を作成した。 

 

(1) 目的 

災害対策基本法及び防災基本計画で明確化された「受援」について、県内において大規模

災害が発生し、県外からの広域的な人的・物的支援が必要となる場合の受援対策の実効性を

確保するため、受援体制等を事前に定めておくものである。 

 

(2) 構成 

「青森県災害時受援計画（素案）」の構成を以下に示す。 

青森県災害時受援計画（素案） 

目次 

第１章 総則 

 １－１ 目的 
 １－２ 対象範囲 
 １－３ 計画の位置付け 

第２章 受援の体制 

 ２－１ 受援班の設置 
 ２－２ 受援班の組織 
 ２－３ 各班の役割等 

第３章 県応援職員の受入れ 

 ３－１ 基本方針 
 ３－２ 応援要請先及び手順 
 ３－３ 受援の対象業務 
 ３－４ 応援職員への配慮 
 ３－５ 受援に関する費用 

第４章 市町村応援職員の受入れ 

 ４－１ 基本方針 
 ４－２ 応援要請先及び手順 
 ４－３ 受援の対象業務 
 ４－４ 応援職員への配慮 
 ４－５ 受援に関する費用 

第５章 地方公共団体以外の主体との連携 

 ５－１ 医療・保健・福祉分野の専門職能団体 
 ５－２ ボランティアとの連携 
 ５－３ NPO などのボランティア団体との連携 

第６章 支援物資の受入れ 

 ６－１ 基本方針 
 ６－２ 応援要請先及び手順 
 ６－３ 物資拠点 

第７章 その他 

 ７－１ 平時からの取組 
 ７－２ 海外からの支援に対する基本的な考え方 
 ７－３ 民間企業、NPO 等からの義援物資の考え方 
 ７－４ 一般個人からの義援物資の考え方 
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4.3.3 青森県災害時応援計画（素案）の作成 

4.3.1 の検討結果を踏まえ、他の地域で大規模災害等が発生した際に、被災都道府県への応援

の実効性を確保するために、応援職員及び支援物資を迅速かつ的確に応援するための具体的対応

を定めた「青森県災害時応援計画（素案）」を作成した。 

 

(1) 目的 

災害対策基本法及び防災基本計画で明確化された「応援」について、県外において大規模

災害が発生し、県外被災地への人的・物的支援を実施する場合における実効性を確保するた

め、応援体制等を事前に定めておくものである。 

 

(2) 構成 

「青森県災害時応援計画（素案）」の構成を以下に示す。 

 

青森県災害時応援計画（素案） 

目次 

第１章 総則 

 １－１ 目的 
 １－２ 対象範囲 
 １－３ 計画の位置付け 
 １－４ 応援活動の検証 

第２章 応援の体制 

 ２－１ 応援本部の設置等 
 ２－２ 応援本部の組織 
 ２－３ 応援本部の役割 
 ２－４ 各部局の役割 

第３章 職員の県外派遣 

 ３－１ 基本方針 
 ３－２ 北海道・東北８道県からの応援の要請 
 ３－３ 広域応援及びブロック間応援の要請 
 ３－４ 要請に基づく派遣の決定 
 ３－５ 要請に基づかない派遣の決定 
 ３－６ 県応援職員の心得 
 ３－７ 応援中に本県で災害が発生した場合の対応 
 ３－８ 費用負担 

第４章 市町村等との連携 

 ４－１ 基本方針 
 ４－２ 市町村等との調整等 
 ４－３ 市町村等への要請 
 ４－４ 医療・保健・福祉分野の専門職能団体への情報提供 
 ４－５ 防災ボランティアへの情報提供 

第５章 支援物資の県外への送付 

 ５－１ 基本方針 
 ５－２ 支援物資等の調達等 
 ５－３ 輸送手段の確保 
 ５－４ 留意事項 
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4.4 災害備蓄 

 

4.4.1 災害備蓄に係る検討結果 

災害備蓄に係る検討結果を以下に示す。 

 

(1) 役割分担 

① 自助・共助による備蓄 

・県民、自主防災組織、事業所等は、災害時に必要となる物資を備蓄する。 

・備蓄物資は、停電や断水でも使用可能な食料、飲料水、生活必需品等を備蓄する。 

・積雪寒冷地である地域特性を考慮し、停電時でも使用可能な暖房器具、毛布を準備する

ことに留意する。 

・食料については各世帯で保存している農作物等の有効活用を図るほか、調理器具等を準

備することに留意する。 

・県及び市町村は、関係機関と連携し、県民に対して自助・共助による備蓄の重要性及び

その実践について啓発を行い、県民の災害への備えを向上させるよう努める。 

 

② 公助による備蓄 

・県及び市町村は、 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。 

 

(2) 公助による備蓄目標 

① 県の想定災害 

・県においては、本県が実施した地震・津波被害想定調査のうち、 も避難者数が多い「太

平洋側海溝型地震（災害発生時間：冬深夜、想定時間：発災当日）」を備蓄目標を定め

る上での想定災害とする。 

 

備蓄目標算定用の想定避難者数＝約 182,000 人 

（内訳：避難所避難者数…約 117,000 人、避難所外避難者数…約 65,000 人） 

 

② 市町村の想定災害 

・市町村においては、管内において想定される災害（県の被害想定又は市町村独自の被害

想定による）のうち避難者数が多いものを備蓄目標を定める上での想定災害とする。 

 

③ 備蓄品目及び備蓄目標 

・市町村・県が備蓄する品目及び備蓄物資の目標量を表 4-2 に示す。 
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表 4-2 各備蓄物資に対する県、市町村、県民の備蓄目標 

品目 県民 市町村 県 

食料 
低３日分 

推奨１週間分 

（避難所避難者数＋避難所

外避難者数）×3 食×3 日×

1/3 

（避難所避難者数＋避難所外避難

者数）×3 食×3 日×1/3 

約 546,000 食 

飲料水 
低３日分 

推奨１週間分 

（避難所避難者数＋避難所

外避難者数）×1 リットル×

3 日×1/3 

（避難所避難者数＋避難所外避難

者数）×1 リットル×3 日×1/3 

約 182,000 リットル 

毛布 ２枚／人 
避難所避難者数×一人当た

り必要枚数×1/2 

避難所避難者数×一人当たり必要

枚数×1/2 

約 117,000 枚 

育児用調製粉

乳 

低３日分 

推奨１週間分 

（避難所避難者数＋避難所

外避難者数）×0 歳人口比率

×一人１日当たり必要量×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×一人１日当

たり必要量×3 日×1/3 

約 153kg 

乳児・小児用お

むつ 

低３日分 

推奨１週間分 

（避難所避難者数＋避難所

外避難者数）×0~2 歳人口比

率×一人１日当たり必要量

×3 日×1/3 

（避難所避難者数＋避難所外避難

者数）×0~2 歳人口比率×一人１日

当たり必要量×3 日×1/3 

約 28,000 枚 

大人用おむつ 
低３日分 

推奨１週間分 

（避難所避難者数＋避難所

外避難者数）×必要者割合×

一人１日当たり必要量×3 日

×1/3 

（避難所避難者数＋避難所外避難

者数）×必要者割合×一人１日当た

り必要量×3 日×8 枚×1/3 

約 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  ×

一人１日当たり使用回数×3

日×1/2 

（避難所避難者数＋避難所外避難

者数）×断水率×一人１日当たり使

用回数×3 日×1/2 

約 628,000 回 

避難所資機材 ― 必要に応じて備蓄 必要に応じて備蓄 

医薬品 
必要に 

応じて備蓄 
必要に応じて備蓄 必要に応じて備蓄 

段ボールベッ

ド 
― 必要に応じて備蓄 必要に応じて備蓄 
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(3) 備蓄物資の整備、維持管理及び更新 

① 備蓄物資の整備 

・県は、備蓄の具体的な整備方法を定めた災害備蓄整備計画を策定し、これに基づき備蓄

物資を整備する。 

・市町村は、災害備蓄整備計画を策定するなど備蓄物資の整備推進に努める。 

 

② 備蓄物資の維持管理 

・県及び市町村は、災害時に被災者に対し備蓄物資を円滑に供給することができるよう、

各備蓄物資保管場所について管理主体を定め、定期的に維持管理（保管及び点検並びに

在庫管理）及び更新を行うこととする。 

 

③ 備蓄台帳の作成 

・県及び市町村は、備蓄している物資の品目、数量、保管場所、荷姿、重量、保存期限等

を記載した台帳を作成する。 
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4.4.2 青森県災害備蓄指針（素案）の作成 

4.4.1 の検討結果を踏まえ、青森県における備蓄の推進のため、備蓄物資の役割分担、備蓄目

標等を定めた「青森県災害備蓄指針（素案）」を作成した。 

 

(1) 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の被災者の避難生活に必要な物資の

備蓄について目標を定め、県、市町村、県民、自主防災組織、事業所等における計画的な備

蓄の推進に資することを目的とする。 

 

(2) 構成 

「青森県災害備蓄指針（素案）」の構成を以下に示す。 

 

青森県災害備蓄指針（素案） 

目次 

第１ 指針の目標 

第２ 基本方針 

第３ 役割分担の考え方 

 １ 自助・共助による備蓄 

 ２ 公助による備蓄 

第４ 県内における公助による備蓄状況 

 １ 県の備蓄状況 

 ２ 市町村の備蓄状況 

第５ 公助による備蓄の目標 

 １ 備蓄目標を定める上での想定災害 

 ２ 備蓄品目 

 ３ 必要量の算定 

 ４ 備蓄目標と備蓄現況 

 ５ 備蓄物資の保管場所と輸送方法 

 ６ 協定による物資の調達（流通備蓄） 

第６ 備蓄物資の整備、維持管理及び更新 

 １ 備蓄物資の整備 

 ２ 備蓄物資の維持管理 

 ３ 備蓄台帳の作成 

 ４ 県及び各市町村の情報共有 
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4.5 防災拠点 

4.5.1 防災拠点にかかる検討結果 

防災拠点に係る検討結果を以下に示す。 

 

(1) 広域防災拠点の定義 

・青森県における広域防災拠点の定義は、以下のとおりとする。 

 

大規模かつ広域的な災害における活動拠点（実動部隊の一次集結、ベースキャンプ機能、災

害医療活動の支援機能等）及び一次物資拠点（救援物資の中継・分配機能）等の防災拠点 

 

 

(2) 広域防災拠点に望まれる機能 

・広域防災拠点に望まれる機能を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 広域防災拠点に望まれる機能 

項目 機能 

活動拠点 

① 実動部隊の活動要員の一次集結、ベースキャンプ機能 

② 災害医療活動の支援機能 

③ ヘリポート機能 

④ ボランティア支援機能 

一次物資拠点 ⑤ 救援物資の中継・分配機能 

その他 

⑥ 備蓄機能 

⑦ 平時における機能 

⑧ 県現地災害対策本部等代替機能 

 

(3) 広域防災拠点の検討 

 

① 想定災害 

・想定災害は、青森県で甚大な被害が想定される地震・津波災害を基本とし、風水害、火

山災害等も考慮する。 

 

② 広域防災拠点の選定方法 

・広域防災拠点の検討にあたり、想定災害ごとに「非被災地域の広域防災拠点」と「被災

地域の広域防災拠点」の 2 つについて検討する（図 4-12、図 4-13）。 

・広域防災拠点は、県外から大量の支援が想定されることから、交通利便性を考慮し、高

速自動車道路の IC、主要幹線道路、空港・ヘリポート、港湾等に近接している必要があ

る。 

定義 
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図 4-12 非被災地域・被災地域における広域防災拠点の機能のイメージ 

 

図 4-13 想定地震別の広域防災拠点機能例（太平洋側海溝型地震） 
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③ 広域防災拠点の施設・設備等 

・広域防災拠点は、一般的に機能を 1 箇所に集中する「集中型」と機能を複数個所に分散

させネットワーク化する「分散ネットワーク型」の２つから検討する（図 4-14）。 

・「集中型」は、各機能が１箇所に集中していることから、災害時における県災害対策本

部との連携や広域防災拠点の効率的・効果的な運用が可能となるが、広域防災拠点を新

たに整備するために相当な期間を要すること、４地域全てに広域防災拠点を整備するた

めに多額の費用を要することがデメリットとなる。 

・「分散ネットワーク型」は、機能を分割することにより災害リスクが分散されるととも

に、既存施設を活用することにより整備するための期間、費用が 小限となるが、災害

時において災害状況、広域防災拠点の被災状況等を考慮して、使用方法を決定する必要

があること、既存の施設を活用するため広域防災拠点に必要な機能が確保できないこと

も懸念されること、広域防災拠点間や県災害対策本部の連携や広域防災拠点の効率的・

効果的な運用ができないなどのデメリットがある。 

 

 

図 4-14 集中型と分散ネットワーク型のイメージ 
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④ 広域防災拠点の必要規模 

・広域防災拠点に必要な規模については、以下の算定を基本とする。 

 

■活動拠点等 

表 4-4 各機能に必要な規模 

項目 機能 機能の例 面積 

活動拠点 

実動部隊の活動要員の一次集

結、ベースキャンプ機能 

消防機関の宿営場所 約 15,000 ㎡ 

陸上自衛隊の宿営場所 約 24,000 ㎡ 

災害医療活動の支援機能 ドクターヘリのヘリポート 約 1,600 ㎡ 

ヘリポート機能 

大型ヘリコプターのヘリポ

ート 
約 10,000 ㎡ 

中型ヘリコプター（防災ヘ

リ等）のヘリポート 
約 3,600 ㎡ 

ボランティア支援機能 

防災ボランティア情報セン

ター（県） 
約 200 ㎡ 

防災ボランティアセンター

（市町村） 

その他 備蓄機能 備蓄倉庫 － 

 

■一次物資拠点 

・一次物資拠点の広さは、災害毎の救援物資を保管するために必要となる面積とする。 

・物資を置くために必要な面積は、救援物資が調達先から一次物資拠点候補にパレット積

みで届き、各物資拠点内ではパレット積み物資を 2 段単位で置くものと仮定して、算定

する。 

・通路、荷捌きスペースを考慮するため、物資を置くスペースを３倍した面積を必要面積

とする。 

表 4-5 一次物資拠点及び二次物資拠点に必要となる面積 

想定災害 
物資拠点に必要な面積（㎡） 物資拠点設置圏域 

一次 二次※ 一次 二次 

地
震 

太平洋側 

海溝型 

夏期 約 35,000 約 70,000 東青地域 

中南・西北地域 

三八上北地域 

下北地域 冬期 約 45,000 約 91,000 

日本海側 

海溝型 

夏期 約 8,000 約 16,000 東青地域 

三八上北地域 
中南・西北地域 

冬期 約 10,000  約 21,000 

内陸直下型 
夏期 約 13,000 約 26,000 中南・西北地域 

三八上北地域 
東青地域 

冬期 約 17,000 約 34,000 

※救援物資の受け取り、仕分け、避難所への配送を行う市町村が開設する拠点 
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4.5.2 広域防災拠点指針（素案）の作成 

4.5.1 の検討結果を踏まえ、広域防災拠点について、定義や求められる機能等、基本的な考え

方として「青森県広域防災拠点指針（素案）」を作成した。 

 

(1) 目的 

青森県内における広域的な災害に対応可能な防災体制を構築するために、青森県の広域防

災拠点のあり方や必要とする機能、施設の規模、選定方法、平常時の活用方法等、基本的な

考え方を取りまとめる。 

 

(2) 構成 

「青森県広域防災拠点指針（素案）」の構成を以下に示す。 

 

青森県広域防災拠点指針（素案） 

目次 

第１ 総則 

 １ 目的 

 ２ 検討の手順 

第２ 広域防災拠点の基本的な考え方 

 １ 広域防災拠点の定義 

 ２ 広域防災拠点に望まれる機能 

 ３ 青森県における広域防災拠点に望まれる機能の現状等 

第３ 広域防災拠点の検討 

 １ 想定災害 

 ２ 広域防災拠点の選定方法 

第４ 今後の検討 

 １ 広域防災拠点の具体的な計画の策定・整備等 

 ２ 広域防災拠点の運用・運営等 

 ３ 平時における利用 

 ４ 公共施設の整備等 

 ５ 基幹的広域防災拠点 
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5. 今後の取組 
 

5.1 今後の検討方法 

5.1.1 青森県防災対策検討会議（仮称）の設置 

大規模災害等に備えた総合的な防災対策の強化について、関係機関を含め、全庁的に検討する

ため、青森県防災対策検討会議（仮称）を定期的に開催する。 

 

(1) 検討内容 

大規模災害等に備えて総合的な防災対策を検討する。 

 

【検討例】 

・マニュアル（青森県災害対策本部運営マニュアル、青森県応援本部マニュアル（仮）

等）の検討 

・計画等（災害時受援計画、災害時応援計画、業務継続計画等）の見直し 

・実効性の確保に向けた取組（民間連携等） 

 

(2) 参集範囲 

会議の議題に応じて、事務局が会議の参集範囲を決定する。（参集範囲は、検討内容ごとに

統括調整部関係班をベースに決定） 

 

【参集範囲の想定】 

・庁内各課 

・市町村 

・関係機関（自衛隊、県警察本部、消防機関、医療機関、トラック協会、倉庫協会等） 

 

(3) 事務局 

防災危機管理課に事務局を置く。 

 

 事務局長  ：防災危機管理課長 

 担当グループ：防災企画グループ 
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5.1.2 役割分担 

統括調整部の各担当班において、災害時に計画・マニュアル等を活用するとともに、平時には

訓練等により検証し、見直しを行う。 

担当班を図 5-1 に示す。 

 

 
図 5-1 統括調整部における計画・マニュアル等の担当班 

  

災害対策本部運
営マニュアル

⼤規模災害時
救助活動連携
マニュアル

市町村相互
応援協定

受援・応援
計画 災害備蓄指針 広域防災拠点

指針

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

統括班

対策班

受援班

総務班

広報班

原⼦⼒班

実動部隊チーム

航空機運⽤調整チーム

⼈的チーム

物的チーム

本部・渉外チーム

予算・経理チーム

収集チーム

整理分析チーム

情報班

統括調整部

本部班

統制チーム

統制チーム

統制チーム

統制チーム

医療・被災者⽀援チーム
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5.2 今後の取組 

5.2.1 災害対策本部運営マニュアル 

(1) 災害対策本部の役割 

災害対策本部の役割分担について、大規模災害時に円滑な災害対応が実施できるよう、平

常時には生じない業務も含め検討を進めてきた。 

今後は、新たな役割分担における災害対策本部の円滑な災害対応の実効性を確保するため、

あらかじめタイムラインを設定するとともに、災害に備えた行動基準を設定しておく必要が

ある。加えてマニュアルの見直しを実施するとともに、関連部局間の連携も踏まえた訓練・

研修等の開催を実施する必要がある。 

 

(2) 地方支部からのリエゾン 

市町村へのリエゾン（情報連絡員）を派遣することを新たに災害対策本部地方支部の役割

として位置付けたが、青森県においては、リエゾンの派遣の実績・ノウハウがないことから、

災害対策本部地方支部を運営する地域県民局にリエゾンの派遣の制度を定着させる必要があ

る。 

今後は、リエゾンのマニュアルの作成、訓練・研修等の開催を実施する必要がある。 

 

(3) 活動スペースの確保 

大規模災害時は、災害対策本部のほか、自衛隊、消防機関、医療機関、政府現地対策本部

等様々な関係機関が県庁に連絡員を派遣し、連絡調整等の活動にあたる。 

災害対応を円滑に実施するため、災害対策本部室を中心とした活動スペースの配置につい

て、訓練等を通じて引き続き検討する。 

また、県庁においては、会議室等のスペースが限られていることから、近隣の公的な庁舎

等の有効活用等により、関係機関の活動のスペースや宿泊場所を確保する必要がある。 

 

5.2.2 大規模災害時救助活動連携マニュアル 

(1) 共通地図の電子化 

関係機関が相互に活動状況や被害状況等の情報の共有を容易に実施するため、緯度・経度

や UTM グリッド等の記載してある共通地図を作成し、使用することとして検討している。 

来年度以降に共通地図を紙で作成し、配布することとしているが、情報の更新や使いやす

さの観点から共通地図を電子化し、被害状況、道路状況及び活動状況を共有することも検討

する必要がある。 

 

(2) 通信手段の確保 

関係機関が、県庁において連絡員として活動する際に、県庁内から各関係機関への通信を

確保しているが、大規模災害を想定すると不足することも想定される。 

このことから、県庁内から各関係機関への通信について、衛星携帯電話の設備増強、消防

無線の設置等の通信手段の強化が必要である。 
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(3) 必要設備（非常用発電設備等）の確保 

本庁舎や一部の県出先機関の庁舎には、非常用発電設備が確保されているが、いずれも７

２時間程度の稼働を想定している。大規模災害時は、関係機関が県庁舎で活動することを考

慮すると非常用発電設備の増強、トイレの確保の必要があるとともに、近隣の公的庁舎を使

用した場合も考慮し、必要設備を確保する必要がある。 

 

5.2.3 青森県市町村相互応援協定運用マニュアル 

(1) 実効性の確保 

災害時に市町村間の応援を円滑に実施するため、県及び市町村の合同の防災訓練等により

職員の習熟を図り、マニュアルの実効性を確保する必要がある。 

 

(2) 市町村における体制の構築 

被災市町村は「受援班」又は「受援担当」、非被災市町村は「応援班」又は「応援担当」を

設置することとしているが、多くの市町村では位置づけられていないため、各市町村の受援・

応援計画の策定、市町村地域防災計画への受援班（受援担当）及び応援班（応援担当）の位

置付け等を推進する必要がある。 

 

5.2.4 青森県災害時受援計画、青森県災害時応援計画 

(1) 8 道県協定の枠組み 

「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」（８道県協定）において、青

森県の応援調整道県は北海道が第１順位となっているが、北海道からの応援調整のための連

絡調整員が空路又は海路で派遣される必要があること、被害が複数の道県にまたがる広域的

な災害である場合、青森県や北海道も同時かつ大規模に被災することを考慮し、枠組みの見

直しの必要性についても検討する必要がある。 

 

(2) 基幹的広域防災拠点の検討 

太平洋側海溝型地震等の被害が複数の道県にまたがる広域的な災害が発生した場合、県内

の広域防災拠点では、人的・物的支援の受援が困難なことも想定できる。 

このことから、県外における基幹的広域防災拠点の検討等、県域を越えた検討も必要とな

る。 

 

5.2.5 青森県災害備蓄指針 

(1) 災害備蓄の整備 

県の災害備蓄目標は、食料 546,000 食、毛布 117,000 枚と多大となることから、確保の方

法、保管場所等を検討する必要がある。 

また、各市町村においても、現在、災害備蓄を実施していない市町村もあることから、今

後市町村の備蓄促進について検討する必要がある。 
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(2) 住民備蓄の啓発 

青森県においては、農家を中心に食料（米等）を一定程度備蓄していることが想定される

が、災害時は、食料はもちろん、飲料水、生活必需品等も必要になる。これらを含む住民の

備蓄を推進するための効果的な啓発活動の方法も検討する必要がある。 

 

(3) 民間企業との連携 

災害時は、住民や行政の備蓄が被災により不足することが想定され、これらを補完するた

め、民間企業と協定を締結し、訓練等を実施するなど、災害時に必要な物資を調達・輸送で

きるよう体制を整備しているが、さらに強化する必要がある。 

 

5.2.6 青森県広域防災拠点指針 

(1) 広域防災拠点（活動拠点）の検討 

緊急消防援助隊の進出拠点・宿営場所予定地、自衛隊の集結拠点予定地、防災ヘリコプタ

ー臨時離着陸場、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）、陸上自衛隊・航空自衛隊の大型ヘリ（CH

－４７）離着陸可能場所が、市町村の指定避難所、指定緊急避難場所、応急仮設住宅建設予

定地と重複している場合があり、今後、調整する必要がある。 

 

(2) 広域防災拠点（一次物資拠点）の検討 

青森県防災インフラ強化計画策定委員会の検討結果をもとに算定した一次物資拠点の必要

面積は、現在、一次物資拠点候補としてリストアップした施設の面積を大きく上回っている。 

不足部分については、リストアップしていない公的施設等の使用や新規施設整備等も踏ま

えて検討する必要がある。 

 

(3) 広域防災拠点の具体的な計画の策定 

広域防災拠点の形態（集中型、分散ネットワーク型）、広域防災拠点として利用可能な施設

のリスト、機能ごとの使用施設の指定又は優先順位、交通アクセスの中継点等を定めた計画

を策定する必要がある。 

また、計画策定にあたっては、指定管理している県営施設や高速自動車道路の他県のサー

ビスエリア等の利用方法に留意する必要がある。 

 

(4) 広域防災拠点の運用・運営 

広域防災拠点の運用・運営各施設の開設方法・災害時の体制・運営手順等を定めた運用マ

ニュアルを策定する必要がある。 

運用・運営にあたっては、指揮・調整機能（管理運用）を検討する必要がある。 

 

(5) 基幹的広域防災拠点の検討（再掲） 

 

  



 

 

 

防災対策の強化に向けて 

 

この度、青森県防災対策強化検討委員会の委員の皆様並びに作業部会に参加いただきました関

係団体等の皆様の御協力により本報告書が取りまとめられましたことに対して、心より感謝申し

上げます。 

ふり返りますと、平成２８年８月に開催された第１回会議から、検討委員会６回、作業部会８

回を開催し、それぞれ真摯な検討を進めていただきました。 

他の都道府県における過去の大規模災害時の対応や、本県の地域特性を踏まえた課題など、検

討の過程において委員の皆様から賜りました数多くの貴重な御意見や御提言は、本県の防災対策

を強化していく上で誠に有意義なものであり、これらを踏まえ素案として取りまとめられた各種

指針、計画、マニュアルは、今後の本県防災の取組の礎になるものと考えております。 

県としては、災害に強い青森県づくりを強力に進めるべく、市町村、防災関係機関と緊密な連

携を図りながら、報告書に取りまとめられた防災対策や、今後の課題への対応を迅速かつ計画的

に実現していきたいと考えております。 

 

平成 30 年 3 月 

青森県危機管理局長 工藤 純一 

 




