
                                新旧対照表 

 

該当部分 項目名 変更後 変更前 

P.1-15第 1編

第 4章 

２ 県対策

本部関係機

関の連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P.1-18 

 

第 1編第 5章

第 1節 

１ 武力攻

撃事態 

避難退域時検査及び簡易除染（防災基本計画（原子力災害対

策編）の簡易除染をいう。以下同じ。）その他放射性物質による

汚染の拡大を防止するため必要な措置の実施 

スクリーニング及び除染その他放射性物質による汚染の拡大を防止

するため必要な措置の実施 

P.2-1第 2編

第 1章 

第１ 県に

おける組

織・体制の

整備 

知事は、国民保護措置を迅速かつ的確に実施するためには、

国民保護措置の実施に必要な組織及び体制、職員の配置及び

服務基準等の整備を図る必要があることから、次のとおり、各

部等における平素の業務、職員の参集基準等について定め

る。１ 県の各部等における平素の業務  （法第 41条）県の各

部等は、国民保護措置を迅速かつ的確に実施するため、防災

における体制を活用しながら、その準備のための業務を行うも

のとする。 

知事は、国民保護措置を迅速かつ的確に実施するためには、国民

保護措置の実施に必要な組織及び体制、職員の配置及び服務基準

等の整備を図る必要があることから、次のとおり、各本部等における

平素の業務、職員の参集基準等について定める。１ 県の各本部等

における平素の業務  （法第 41条）県の各本部等は、国民保護措

置を迅速かつ的確に実施するため、防災における体制を活用しなが

ら、その準備のための業務を行うものとする。 



P.2-2第 2編

第 1章 

第１ 県に

おける組

織・体制の

整備【県の

各本部等に

おける平素

の主な業

務】 

  



P.2-3第 2編

第 1章 

第１ 県に

おける組

織・体制の

整備【県の

各本部等に

おける平素

の主な業

務】 

  

P.2-4 

 

第 2編第 1章

1節 

２ 県職員

の参集基準

等 

【県の体制

及び職員の

参集基準

等】 

消防防災課長、危機管理・報道課長及び消防防災課長が必要

と認める課並びに現地機関の長で構成し、参集すべき職員は、

消防防災課長、危機管理・報道課長及び関係所属長が、それ

ぞれの所属職員の中から指名する。 

消防防災課長、危機管理・広報課長及び消防防災課長が必要と認

める課並びに現地機関の長で構成し、参集すべき職員は、消防防災

課長、危機管理・広報課長及び関係所属長が、それぞれの所属職員

の中から指名する。 



ア 緊急事

態情報連絡

室 

P.2-4第 2編

第 1章 1節 

２ 県職員

の参集基準

等【県の体

制及び職員

の参集基準

等】イ 緊急

事態警戒本

部 

次に掲げる事態に、危機管理・報道局長が必要と認める場合

(ｱ) 武力攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発

生するおそれがある事態(ｲ) 中国・四国地方の各県に対して、

政府による対策本部を設置すべき旨の通知が行われた事態

（自動設置）(ｳ) その他、危機管理・報道局長が設置の必要が

あると認めた事態危機管理・報道局長、消防防災課長、危機管

理・報道課長、広報広聴課長及び危機管理・報道局長が必要と

認める課並びに現地機関の長で構成し、参集すべき職員は、消

防防災課長、危機管理・報道課長、広報広聴課長及び関係所

属長が、それぞれの所属職員の中から指名する。 

次に掲げる事態に、危機管理・報道監が必要と認める場合(ｱ) 武力

攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発生するおそれ

がある事態(ｲ) 中国・四国地方の各県に対して、政府による対策本

部を設置すべき旨の通知が行われた事態（自動設置）(ｳ) その他、

危機管理・報道監が設置の必要があると認めた事態危機管理・報道

監、消防防災課長、危機管理・広報課長及び危機管理・報道監が必

要と認める課並びに現地機関の長で構成し、参集すべき職員は、消

防防災課長、危機管理・広報課長及び関係所属長が、それぞれの所

属職員の中から指名する。 

P.2-5 

 

第 2編第 1章

1節 

２ 県職員

の参集基準

等 

【県の体制

及び職員の

参集基準

等】 

ウ 緊急事

態対策本部 

県国民保護対策本部の本部員で構成し、本部要員として参集

すべき職員は、消防防災課長、危機管理・報道課長、広報広聴

課長及び関係所属長が、それぞれの所属職員の中から指名す

る。 

県国民保護対策本部の本部員で構成し、本部要員として参集すべき

職員は、消防防災課長、危機管理・広報課長及び関係所属長が、そ

れぞれの所属職員の中から指名する。 



P.2-5 

 

第 2編第 1章

1節 

２ 県職員

の参集基準

等 

(4) 各部（局）連絡員の配置 

    参集要員の緊急招集、及び緊急事態情報連絡室や緊急

事態警戒本部等との連絡を図るため、「佐賀県災害対策運営要

領」に準じて各部（局）に連絡員を置く。 

 

（5) 緊急初動班の設置 

武力攻撃事態の発生により、電話が途絶した状況の中で国民

保護対策本部が設置されることとなった場合、初動時の情報収

集等に当たらせるため、必要に応じて、危機管理・報道局長の

指示により緊急初動班を設置する。 

    緊急初動班長は、消防防災課長をもってあて、危機管

理・報道局長と緊密に連絡をとりながら緊急初動班を指揮し、次

に掲げる主な業務や危機管理・報道局長から指示のあった事

項について、臨機に対応する。 

 

(4) 各本部（部）連絡員の配置 

    参集要員の緊急招集、及び緊急事態情報連絡室や緊急事態

警戒本部等との連絡を図るため、「佐賀県災害対策運営要領」に準

じて各本部（部）に連絡員を置く。 

 

（5) 緊急初動班の設置 

武力攻撃事態の発生により、電話が途絶した状況の中で国民保護

対策本部が設置されることとなった場合、初動時の情報収集等に当

たらせるため、必要に応じて、危機管理・報道監の指示により緊急初

動班を設置する。 

    緊急初動班長は、消防防災課長をもってあて、危機管理・報道

監と緊密に連絡をとりながら緊急初動班を指揮し、次に掲げる主な

業務や危機管理・報道監から指示のあった事項について、臨機に対

応する。 

P.2-6 

 

第 2編第 1章

1節 

２ 県職員

の参集基準

等 

なお、国民保護対策本部において、知事が不在又は事故に遭

った場合は、副知事（防災監）、危機管理・報道局長の順で代理

し、指揮命令系統を確立する。 

なお、国民保護対策本部において、知事が不在又は事故に遭った場

合は、副知事（防災監）、危機管理・報道監の順で代理し、指揮命令

系統を確立する。 



P.2-6第 2編

第 1章 1節 

３ 国民の

権利利益の

救済に係る

手続等【国

民の権利利

益の救済に

係る手続項

目一覧】 

  



P.2-7第 2編

第 1章 1節 

３ 国民の

権利利益の

救済に係る

手続等 

  

P.2-11 

 

第 2編第 1章

2節 

５ 指定公

共機関など

との連携 

知事〈総括対策班、情報通信対策班、広報対策班、組織支援対

策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、産業労働対

策班、農林水産対策班、県土整備対策班〉は、関係機関から次

に掲げる物資及び資材の供給等について必要な協力が得られ

るよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、

防災に準じた必要な連携体制の整備を図る。 

知事〈総括対策班、情報通信対策班、広報対策班、組織支援対策

班、健康福祉対策班、農林水産商工対策班、生産振興対策班、県土

づくり対策班〉は、関係機関から次に掲げる物資及び資材の供給等

について必要な協力が得られるよう、防災のために締結されている

協定の見直しを行うなど、防災に準じた必要な連携体制の整備を図

る。 



P.2-11第 2編

第 1章 2節 

６ ボランテ

ィア団体等

に対する支

援 

県〈総括対策班、県民環境対策班、健康福祉対策班〉は、防災

のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社佐賀県支部、佐賀

県民災害ボランティアセンター、佐賀県社会福祉協議会その他

のボランティア関係団体等をはじめ、災害時における住民の避

難や救援活動等について知識や経験を有する佐賀県隊友会や

佐賀県警友会等とも連携を図り、武力攻撃事態等においてその

活動が円滑に行われるよう、活動場所の提供や国民保護措置

に関する必要な情報の提供を行うなど、その活動環境の整備を

図る。 

県〈総括対策班、くらし環境対策班、健康福祉対策班〉は、防災のた

めの連携体制を踏まえ、日本赤十字社佐賀県支部、佐賀県民災害

ボランティアセンター、佐賀県社会福祉協議会その他のボランティア

関係団体等をはじめ、災害時における住民の避難や救援活動等に

ついて知識や経験を有する佐賀県隊友会や佐賀県警友会等とも連

携を図り、武力攻撃事態等においてその活動が円滑に行われるよ

う、活動場所の提供や国民保護措置に関する必要な情報の提供を

行うなど、その活動環境の整備を図る。 

P.2-19 

 

第 2編第 1章

5節 

２ 訓練 (1) 県における訓練の実施 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練に

おけるシナリオ作成等既存のノウハウを活用するとともに、可能

な限り、消防、県警察、海上保安庁、自衛隊等との連携による、

ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域

にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態等に特

有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で

行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用いるな

ど実践的なものとするよう努める。 

(1) 県における訓練の実施 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけ

るシナリオ作成等既存のノウハウを活用するとともに、可能な限り、

消防、県警察、海上保安庁、自衛隊等との連携を図る。 

P.2-21 

 

第 2編第 2章 

２ 救援に

関する基本

的事項 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、

産業労働対策班、農林水産対策班、県土整備対策班〉は、迅速

かつ適切に救援に関する措置を実施できるよう、その区域内の

収容施設、関係医療機関等のデータベース、備蓄物資のリスト

等の必要な基礎的資料を準備する。 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、農林水産商工対策班、生産振

興対策班、県土づくり対策班〉は、迅速かつ適切に救援に関する措

置を実施できるよう、その区域内の収容施設、関係医療機関等のデ

ータベース、備蓄物資のリスト等の必要な基礎的資料を準備する。 

P.2-22 

 

第 2編第 2章 

２ 救援に

関する基本

的事項 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、産業労働対策班、県土整

備対策班〉は、救援を迅速に行うため必要があると認めるとき

は、救援の実施に関する事務の一部を市町長が行うこととする

ことができることとなっている。 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、農林水産商工対策班、県土づ

くり対策班〉は、救援を迅速に行うため必要があると認めるときは、救

援の実施に関する事務の一部を市町長が行うこととすることができる

こととなっている。 



P.2-22第 2編

第 2章 

３ 運送事

業者の輸送

力・輸送施

設の把握等 

(1) 運送事業者の輸送力の把握知事〈総括対策班、産業労働

対策班、地域交流対策班〉は、運送事業者である指定公共機関

及び指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画の内容

の確認や運送事業者、佐賀運輸支局等関係機関の長からの聞

き取り等により、運送事業者の輸送力について把握する。(2) 

輸送施設に関する情報の把握知事〈総括対策班、地域交流対

策班〉は、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共

機関、佐賀運輸支局等関係機関の長の協力を得て、避難住民

及び緊急物資の輸送を円滑に行う観点から、道路、鉄道等の

輸送施設に関する情報について把握する。(3) 輸送経路の把

握等知事〈地域交流対策班〉は、武力攻撃事態等における避難

住民の及び緊急物資の輸送を円滑に行うため、道路管理者等

の協力を得て適切な輸送経路の把握に努める。 

(1) 運送事業者の輸送力の把握知事〈総括対策班、農林水産商工

対策班、交通・運送対策班〉は、運送事業者である指定公共機関及

び指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画の内容の確認

や運送事業者、佐賀運輸支局等関係機関の長からの聞き取り等に

より、運送事業者の輸送力について把握する。(2) 輸送施設に関す

る情報の把握知事〈総括対策班、交通・運送対策班〉は、運送事業者

である指定公共機関及び指定地方公共機関、佐賀運輸支局等関係

機関の長の協力を得て、避難住民及び緊急物資の輸送を円滑に行

う観点から、道路、鉄道等の輸送施設に関する情報について把握す

る。(3) 輸送経路の把握等知事〈交通・運送対策班〉は、武力攻撃事

態等における避難住民の及び緊急物資の輸送を円滑に行うため、道

路管理者等の協力を得て適切な輸送経路の把握に努める。 

P.2-22～23 

 

第 2編第 3章 

４ 運送事

業者の輸送

力・輸送施

設の把握等 

(4) 離島における住民の避難の体制整備 

知事〈総括対策班、地域交流対策班、産業労働対策班、農林水

産対策班、組織支援対策班〉は、離島の住民の避難について、

国（内閣官房、国土交通省）から示される運送事業者の航空機

や船舶の使用等についての考え方を踏まえ、可能な限り全住

民の避難を視野に入れた体制を整備するものとする。 

この場合において、知事は、国、市町、指定公共機関及び指定

地方公共機関、佐賀県水難救済会、漁業協同組合等の長との

連携協力に努め、次に掲げる情報を把握しておくものとする。 

(4) 離島における住民の避難の体制整備 

知事〈総括対策班、交通・運送対策班、農林水産商工対策班、生産

振興対策班、組織支援対策班〉は、離島の住民の避難について、国

（内閣官房、国土交通省）から示される運送事業者の航空機や船舶

の使用等についての考え方を踏まえ、可能な限り全住民の避難を視

野に入れた体制を整備するものとする。 

この場合において、知事は、国、市町、指定公共機関及び指定地方

公共機関、佐賀県水難救済会、漁業協同組合等の長との連携協力

に努め、次に掲げる情報を把握しておくものとする。 



P.2-24 

 

第 2編第 2章 

４ 運送事

業者の輸送

力・輸送施

設の把握等 

イ 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難

場所としてコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設を指

定するよう配慮する。 

 

ウ 事態において避難施設に住民を可能な限り受け入れること

ができるよう、それぞれの施設の収容人数を把握し、一定の地

域に避難施設が偏ることのないよう指定するとともに、できるだ

け多くの施設の確保に努めるよう配慮する。 

イ 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難場所と

してコンクリート造り等の堅ろうな建築物を指定するよう配慮する。 

 

ウ 一定の地域に避難施設が偏ることのないよう指定するとともに、

できるだけ多くの施設の確保に努めるよう配慮する。 

P.2-25第 2編

第 2章 

６ 市町に

おける避難

及び救援に

関する平素

からの備え 

(2) 輸送体制の整備等市町長は、武力攻撃事態等における住

民の避難について主体的な役割を担うことから、自ら市町内に

おける住民の避難及び緊急物資の輸送に関する体制を整備す

るとともに、県〈総括対策班、産業労働対策班、地域交流対策

班〉と連携して市町内の輸送力、輸送施設に関する情報を把握

する。(3) 市町長が実施する救援市町長は、知事〈総括対策

班、健康福祉対策班、産業労働対策班、県土整備対策班〉との

調整の結果、市町長が行うこととされた救援に関する措置につ

いては、その責務に照らし、迅速に当該救援に関する措置を行

うことができるよう必要な事項について定めておくものとする。 

(2) 輸送体制の整備等市町長は、武力攻撃事態等における住民の

避難について主体的な役割を担うことから、自ら市町内における住

民の避難及び緊急物資の輸送に関する体制を整備するとともに、県

〈総括対策班、農林水産商工対策班、交通・運送対策班〉と連携して

市町内の輸送力、輸送施設に関する情報を把握する。(3) 市町長が

実施する救援市町長は、知事〈総括対策班、健康福祉対策班、農林

水産商工対策班、県土づくり対策班〉との調整の結果、市町長が行う

こととされた救援に関する措置については、その責務に照らし、迅速

に当該救援に関する措置を行うことができるよう必要な事項について

定めておくものとする。 
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第 2編第 2章 

第２ 県が

管理する公

共施設等に

おける警戒 

知事〈県土整備対策班、地域交流対策班、組織支援対策班〉

は、その管理する河川管理施設、道路、港湾及び空港の公共

施設等について、武力攻撃事態等において、当該施設等がそ

の機能を十分に発揮されるよう、平時から施設の状況確認、安

全の確保等を行い、当該施設を適切に維持管理する。 

知事〈県土づくり対策班、交通・運送対策班、組織支援対策班〉は、そ

の管理する河川管理施設、道路、港湾及び空港の公共施設等につ

いて、武力攻撃事態等において、当該施設等がその機能を十分に発

揮されるよう、平時から施設の状況確認、安全の確保等を行い、当

該施設を適切に維持管理する。 
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第 2編第 4章 

１ 基本的

考え方 

(2) 国との連携（法第 3条第 4項、法第 144条） 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、産

業労働対策班、農林水産対策班、県土整備対策班〉は、国民保

護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・調達体

制の整備について、国全体としての対応を踏まえながら、国と

の密接な連携のもとで対応する。 

(2) 国との連携（法第 3条第 4項、法第 144条） 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、農林水産商工対策班、生産振興

対策班、県土づくり対策班〉は、国民保護措置のために特に必要とな

る物資及び資材の備蓄・調達体制の整備について、国全体としての

対応を踏まえながら、国との密接な連携のもとで対応する。 
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第 2編第 4章 

２ 国民保

護措置に必

要な物資及

び資材の備

蓄、整備等 

(1) 防災のための備蓄、整備との関係（法第 146条） 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、産

業労働対策班、農林水産対策班、県土整備対策班〉は、住民の

避難や避難住民等の救援の実施に当たるために必要な物資及

び資材で、国民保護措置のための備蓄・整備と防災のための

備蓄・整備とを相互に兼ねることができるものについては、佐賀

県地域防災計画で定められている防災のための備蓄品目、備

蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の情報を確実

に把握しておくものとする。 

(1) 防災のための備蓄、整備との関係（法第 146条） 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、農林水産商工対策班、生産振興

対策班、県土づくり対策班〉は、住民の避難や避難住民等の救援の

実施に当たるために必要な物資及び資材で、国民保護措置のため

の備蓄・整備と防災のための備蓄・整備とを相互に兼ねることができ

るものについては、佐賀県地域防災計画で定められている防災のた

めの備蓄品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等

の情報を確実に把握しておくものとする。 

P.3-2第 3編

第 1章 2節 

１ 緊急事

態情報連絡

室の設置 

(3) 構 成 緊急事態情報連絡室は、次の者で組織する。 ・ 

消防防災課長 ・ 危機管理・報道課長 ・ 事態の状況に応じ、

消防防災課長が情報収集や関係機関等との相互連絡が必要と

認めた課及び現地機関の長 緊急事態情報連絡室長は、消防

防災課長をもって充てる。 

(3) 構 成 緊急事態情報連絡室は、次の者で組織する。 ・ 消防

防災課長 ・ 危機管理・広報課長 ・ 事態の状況に応じ、消防防災

課長が情報収集や関係機関等との相互連絡が必要と認めた課及び

現地機関の長 緊急事態情報連絡室長は、消防防災課長をもって充

てる。 
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第 3編第 1章

2節 

１ 緊急事

態情報連絡

室の設置 

(5) 配備要員 

 緊急事態情報連絡室の要員として、消防防災課長、危機管

理・報道課長、関係課長及び関係現地機関の長が、それぞれ

の所属職員の中から事態に応じて指名する者 

(5) 配備要員 

 緊急事態情報連絡室の要員として、消防防災課長、危機管理・広

報課長、関係課長及び関係現地機関の長が、それぞれの所属職員

の中から事態に応じて指名する者 
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第 3編第 1章

2節 

２ 緊急事

態警戒本部

の設置 

(1) 設置基準 

 緊急事態警戒本部は、次の場合に設置する。 

 

本県に対して、政府による県対策本部を設置すべき旨の通知

が行われる前の段階であって、次に掲げる事態で、危機管理・

報道局長が必要と認める場合 

ア 武力攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発

生するおそれがある事態 

イ 中国・四国地方の各県に対して、政府による国民保護対策

本部を設置すべき旨の通知が行われた事態（自動設置） 

ウ その他、危機管理・報道局長が設置の必要があると認めた

事態 

 

(3) 組 織 

 緊急事態警戒本部は、次の者で組織する。 

 ・ 危機管理・報道局長 

 ・ 消防防災課長 

 ・ 危機管理・報道課長 

 ・ 広報広聴課長 

 ・ 事態の状況に応じ、危機管理・報道局長が必要と認めた課

及び現地機関の長 

 

 緊急事態警戒本部長は、危機管理・報道局長をもって充て

る。 

(1) 設置基準 

 緊急事態警戒本部は、次の場合に設置する。 

 

本県に対して、政府による県対策本部を設置すべき旨の通知が行わ

れる前の段階であって、次に掲げる事態で、危機管理・報道監が必

要と認める場合 

ア 武力攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発生する

おそれがある事態 

イ 中国・四国地方の各県に対して、政府による国民保護対策本部

を設置すべき旨の通知が行われた事態（自動設置） 

ウ その他、危機管理・報道監が設置の必要があると認めた事態 

 

(3) 組 織 

 緊急事態警戒本部は、次の者で組織する。 

 ・ 危機管理・報道監 

 ・ 消防防災課長 

 ・ 危機管理・広報課長 

＜追加＞ 

 ・ 事態の状況に応じ、危機管理・報道監が必要と認めた課及び現

地機関の長 

 

 緊急事態警戒本部長は、危機管理・報道監をもって充てる。 

P.3-4第 3編

第 1章 2節 

２ 緊急事

態警戒本部

の設置 

(5) 配備要員 緊急事態警戒本部の要員として、消防防災課

長、危機管理・報道課長、広報広聴課長、関係課長及び関係現

地機関の長が、それぞれの所属職員の中から、事態に応じて

指名する者 

(5) 配備要員 緊急事態警戒本部の要員として、消防防災課長、危

機管理・広報課長、関係課長及び関係現地機関の長が、それぞれの

所属職員の中から、事態に応じて指名する者 
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第 3編第 1章

2節 

２ 緊急事

態警戒本部

の設置 

(6) 緊急事態警戒本部会議 

 緊急事態警戒本部の設置が決定されたときは、直ちに「佐賀

県危機管理センター」（新館 4階）において、緊急事態警戒本部

会議を開催する。 

 

ア 緊急事態警戒本部会議の構成 

緊急事態警戒本部会議は、危機管理・報道局長及び次の者を

もって構成する。 

  ・ 各部の副部長（防災担当） 

  ・ 各局の副局長（防災担当） 

  ・ 副教育長（防災担当） 

  なお、必要に応じ、関係各課長及び県警察本部、議会事務

局、各種委員会事務局の職員へ会議への出席を求めるものと

する。 

 

イ 緊急事態警戒本部会議の運営 

  緊急事態警戒本部会議は、緊急事態警戒本部の設置が決

定されたときは、直ちに開催するほか、危機管理・報道局長の

判断により、必要に応じ開催する。 

(6) 緊急事態警戒本部会議 

 緊急事態警戒本部の設置が決定されたときは、直ちに「佐賀県危

機管理センター」（新行政棟 4階）において、緊急事態警戒本部会議

を開催する。 

 

ア 緊急事態警戒本部会議の構成 

緊急事態警戒本部会議は、危機管理・報道監及び次の者をもって構

成する。 

  ・ 各本部の副本部長（防災担当） 

  ・ 各部の副部長（防災担当） 

  ・ 副教育長（防災担当） 

  なお、必要に応じ、関係各課長及び県警察本部、議会事務局、各

種委員会事務局の職員へ会議への出席を求めるものとする。 

 

イ 緊急事態警戒本部会議の運営 

  緊急事態警戒本部会議は、緊急事態警戒本部の設置が決定さ

れたときは、直ちに開催するほか、危機管理・報道監の判断により、

必要に応じ開催する。 
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第 3編第 1章

2節 

３ 緊急事

態対策本部

の設置 

(5) 配備要員 

 緊急事態対策本部の要員として、消防防災課長、危機管理・

報道課長、広報広聴課長、関係課長及び関係現地機関の長

が、それぞれの所属職員の中から、事態に応じて指名する者 

 

(6) 緊急事態対策本部会議 

 緊急事態対策本部の設置が決定されたときは、直ちに「佐賀

県危機管理センター」（新館 4階）において、緊急事態対策本部

会議を開催する。 

(5) 配備要員 

 緊急事態対策本部の要員として、消防防災課長、危機管理・広報

課長、関係課長及び関係現地機関の長が、それぞれの所属職員の

中から、事態に応じて指名する者 

 

(6) 緊急事態対策本部会議 

 緊急事態対策本部の設置が決定されたときは、直ちに「佐賀県危

機管理センター」（新行政棟 4階）において、緊急事態対策本部会議

を開催する。 



P.3-8第 3編

第 1章 

第４ 市町

における初

動連絡体制

の確保及び

初動措置 

次に掲げる事態で、危機管理・報道局長が必要と認める場合ア 

武力攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発生す

るおそれがある事態イ 中国・四国地方の各県に対して、政府

による国民保護対策本部を設置すべき旨の通知が行われた事

態（自動設置）ウ その他、危機管理・報道局長が設置の必要

があると認めた事態 

次に掲げる事態で、危機管理・報道監が必要と認める場合ア 武力

攻撃等の兆候に関する情報があり、県内に被害が発生するおそれ

がある事態イ 中国・四国地方の各県に対して、政府による国民保護

対策本部を設置すべき旨の通知が行われた事態（自動設置）ウ そ

の他、危機管理・報道監が設置の必要があると認めた事態 
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第 3編第 2章

1節 

１ 県対策

本部設置の

手順 

(3) 県対策本部の設営 

県〈総括対策班、情報通信対策班〉は、佐賀県危機管理センタ

ー（新館 4階）に県対策本部を開設するとともに、県対策本部に

必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備

を開始する（特に、関係機関が相互に電話、ＦＡＸ、電子メール

等を用いることにより、通信の状態を確認）。 

(3) 県対策本部の設営 

県〈総括対策班、情報通信対策班〉は、佐賀県危機管理センター（新

行政棟 4階）に県対策本部を開設するとともに、県対策本部に必要

な各種通信システムの起動、資機材の配置等必要な準備を開始す

る（特に、関係機関が相互に電話、ＦＡＸ、電子メール等を用いること

により、通信の状態を確認）。 
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第 2章 1節 

２ 県対策

本部設置の

本部要員等

への伝達 
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第 3編第 2章

1節 

３ 職員の

参集配備 

(1) 職員の参集配備 

 ただし、県対策本部員、課（室）長、消防防災課及び危機管

理・報道課職員等の防災担当職員にあっては、業務としての国

民保護措置につくため、(ｱ)及び(ｳ)の規定は、適用しない。 

(1) 職員の参集配備 

 ただし、県対策本部員、課（室）長、消防防災課及び危機管理・広報

課職員等の防災担当職員にあっては、業務としての国民保護措置に

つくため、(ｱ)及び(ｳ)の規定は、適用しない。 



P.3-12第 3編

第 2章 1節 

４ 県対策

本部の組織

及び各対策

班の構成等 

  



P.3-14～16第

3編第 2章 1

節 

４ 県対策

本部の組織

及び各対策

班の構成等

【図３－３－

２ 各対策

班の構成課

等】 

  



P.3-14～16第

3編第 2章 1

節 

４ 県対策

本部の組織

及び各対策

班の構成等

【図３－３－

２ 各対策

班の構成課

等】 

  



P.3-14～16第

3編第 2章 1

節 

４ 県対策

本部の組織

及び各対策

班の構成等

【図３－３－

２ 各対策

班の構成課

等】 

  



P.3-17第 3編

第 2章 1節 

４ 県対策

本部の組織

及び各対策

班の構成等

【県教育委

員会及び県

警察本部の

関係課等】 
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第 3編第 2章

2節 

１ 広報体

制 

県〈総括対策班、広報対策班〉は、武力攻撃災害等において、

危機管理・報道局長を広報責任者として、情報の一元化を図

り、別に定める「佐賀県危機管理基本マニュアル」により広報を

実施するものとする。 

県〈総括対策班、広報対策班〉は、武力攻撃災害等において、危機管

理・報道監を広報責任者として、情報の一元化を図り、別に定める

「佐賀県危機管理基本マニュアル」により広報を実施するものとす

る。 



P.3-27第 3編

第 3章 8節 

２ ボランテ

ィア活動へ

の支援等 

県〈県民環境対策班、健康福祉対策班〉は、武力攻撃事態等に

おけるボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保す

る必要があることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、住民

からのボランティア活動の希望の適否を判断する。また、県〈県

民環境対策班、健康福祉対策班〉は、安全の確保が十分である

と判断した場合には、日本赤十字社佐賀県支部、佐賀県民災

害ボランティアセンターや佐賀県社会福祉協議会等のボランテ

ィア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけ

るニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情報提供、ボラ

ンティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボ

ランティアセンター等におけるボランティアの登録・派遣調整等

の受入体制の確保等に努める。 

県〈くらし環境対策班、健康福祉対策班〉は、武力攻撃事態等におけ

るボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があ

ることから、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、住民からのボランティ

ア活動の希望の適否を判断する。また、県〈くらし環境対策班、健康

福祉対策班〉は、安全の確保が十分であると判断した場合には、日

本赤十字社佐賀県支部、佐賀県民災害ボランティアセンターや佐賀

県社会福祉協議会等のボランティア関係団体等と相互に協力し、被

災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティ

アへの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨

時に設置されるボランティアセンター等におけるボランティアの登録・

派遣調整等の受入体制の確保等に努める。 
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第 3編第 3章

8節 

３ 民間から

の救援物資

の受入れ等 

県〈健康福祉対策班、男女参画・こども対策班〉は、関係機関等

の協力を得ながら国民、企業等からの救援物資について受入

れを希望するものを把握し、その内容のリスト及び送り先を県対

策本部及び国の対策本部を通じて国民に公表する。また、救援

物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備を図

る。 

県〈健康福祉対策班〉は、関係機関等の協力を得ながら国民、企業

等からの救援物資について受入れを希望するものを把握し、その内

容のリスト及び送り先を県対策本部及び国の対策本部を通じて国民

に公表する。また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等

の体制の整備を図る。 
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第 3編第 4章

1節 

１ 国の対

策本部長の

警報の発令

及び通知等 

 ア 警報が勤務時間内に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの警報の通知は、消防防災課が受

信するものとする。 

   受信した消防防災課は、総務大臣（消防庁）に受信確認を

行うとともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに警報の内容を

知事、危機管理･報道局長及び関係職員に連絡する。 

 

 イ 警報が勤務時間外に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの警報の通知は、宿日直者が受信

するものとする。 

   受信した宿日直者は、総務大臣（消防庁）に受信確認を行

うとともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに警報の内容を知

事、危機管理･報道局長、消防防災課長及び関係職員に連絡

する。 

 ア 警報が勤務時間内に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの警報の通知は、消防防災課が受信す

るものとする。 

   受信した消防防災課は、総務大臣（消防庁）に受信確認を行うと

ともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに警報の内容を知事、危機

管理･報道監及び関係職員に連絡する。 

 

 イ 警報が勤務時間外に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの警報の通知は、宿日直者が受信する

ものとする。 

   受信した宿日直者は、総務大臣（消防庁）に受信確認を行うとと

もに、電子メールや電話等を通じ、直ちに警報の内容を知事、危機管

理･報道監、消防防災課長及び関係職員に連絡する。 



P.3-30第 3編

第 4章 1節 

１ 国の対

策本部長の

警報の発令

及び通知等 
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第 3編第 4章

1節 

２ 知事によ

る警報の通

知及び伝達 

(2) 警報の伝達等（法第 48条、法第 8条） 

ア 県は学校〈県民環境対策班、文化・スポーツ対策班、文教対

策班〉、病院〈健康福祉対策班〉、駅〈地域交流対策班〉その他

の多数の者が利用する施設（工場、大規模集客施設〈産業労働

対策班〉等）の管 

(2) 警報の伝達等（法第 48条、法第 8条） 

ア 県は学校〈くらし環境対策班、文化・スポーツ対策班、文教対策

班〉、病院〈健康福祉対策班〉、駅〈交通・運送対策班〉その他の多数

の者が利用する施設（工場、大規模集客施設〈農林水産商工対策

班〉等）の管 



理者に対し、第２編第１章第４の２に掲げるところに従って、警

報の内容を伝達するよう努める。 

理者に対し、第２編第１章第４の２に掲げるところに従って、警報の内

容を伝達するよう努める。 

P.3-33第 3編

第 4章 1節 

３ 市町長

の警報伝達

の基準 

(4) 警報の解除（法第 51条第 2項）＜削除＞ (4) 警報の解除（法第 51条第 2項）【参考情報】※ 弾道ミサイル攻

撃のように対処に時間的余裕がない場合も想定されるため、そのよ

うな場合も含めた警報の伝達のあり方については、内閣官房による

国民保護情報の収集・伝達手段のあり方の検討、消防庁における

「国民保護即時サイレン調査検討事業」等を踏まえて、今後、具体化

を図ることとしている。 
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第 3編第 4章

3節 

１ 国の対

策本部長の

避難措置の

指示及び通

知 

ア 避難措置の指示が勤務時間内に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの避難措置の指示の通知は、消防

防災課が受信するものとする。 

   受信した消防防災課は、総務大臣（消防庁）に受信確認を

行うとともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに避難措置の指

示の内容を知事、危機管理・報道局長及び関係職員に連絡す

る。 

ア 避難措置の指示が勤務時間内に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの避難措置の指示の通知は、消防防災

課が受信するものとする。 

   受信した消防防災課は、総務大臣（消防庁）に受信確認を行うと

ともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに避難措置の指示の内容

を知事、危機管理・報道監及び関係職員に連絡する。 
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第 3編第 4章

3節 

１ 国の対

策本部長の

避難措置の

指示及び通

知 

イ 避難措置の指示が勤務時間外に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの避難措置の指示の通知は、宿日

直者が受信するものとする。 

    受信した宿日直者は、総務大臣（消防庁）に受信確認を

行うとともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに避難措置の指

示の内容を知事、危機管理・報道局長、消防防災課長及び関

係職員に連絡する。 

イ 避難措置の指示が勤務時間外に通知された場合 

   総務大臣（消防庁）からの避難措置の指示の通知は、宿日直者

が受信するものとする。 

    受信した宿日直者は、総務大臣（消防庁）に受信確認を行うと

ともに、電子メールや電話等を通じ、直ちに避難措置の指示の内容

を知事、危機管理・報道監、消防防災課長及び関係職員に連絡す

る。 



P.3-38第 3編

第 4章 3節 

１ 国の対

策本部長の

避難措置の

指示及び通

知 
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第 3編第 4章

4節 

１ 避難の

指示に当た

って配慮す

べき地域特

性等 

また、大規模集客施設や旅客運送関連施設についても、知事

〈総括対策班、産業労働対策班、地域交流対策班〉は施設管理

者等と連携し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等

についても、避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう必

要な対策をとるものとする。 

また、大規模集客施設や旅客運送関連施設についても、知事〈総括

対策班、農林水産商工対策班〉は施設管理者等と連携し、施設の特

性に応じ、当該施設等に滞在する者等についても、避難等の国民保

護措置が円滑に実施できるよう必要な対策をとるものとする。 



P.3-46第 3編

第 4章 4節 

１ 避難の

指示に当た

って配慮す

べき地域特

性等 

輸送事業者との連絡調整が円滑に行われるよう国土交通省の

必要な支援を得て、知事〈総括対策班、地域交流対策班〉は、

関係する輸送事業者と連絡をとり、輸送に係る個別の調整を行

うものとする。この場合において、知事〈総括対策班、地域交流

対策班〉は、市町と連携しながら、輸送手段を効果的に活用で

きるよう島内の地域を分割して、各地域の避難の時期、避難の

方法（一時避難場所や港湾までの輸送手段、輸送経路等）を定

めるものとする。また、県〈総括対策班、農林水産対策班〉及び

市町は、必要に応じ、第七管区海上保安本部等に要請するほ

か、佐賀県水難救済会及び漁業協同組合等に協力を求めるな

どして、輸送手段の確保に努めるものとする。 

輸送事業者との連絡調整が円滑に行われるよう国土交通省の必要

な支援を得て、知事〈総括対策班、交通・運送対策班〉は、関係する

輸送事業者と連絡をとり、輸送に係る個別の調整を行うものとする。

この場合において、知事〈総括対策班、交通・運送対策班〉は、市町

と連携しながら、輸送手段を効果的に活用できるよう島内の地域を分

割して、各地域の避難の時期、避難の方法（一時避難場所や港湾ま

での輸送手段、輸送経路等）を定めるものとする。また、県〈総括対

策班、農林水産商工対策班、生産振興対策班〉及び市町は、必要に

応じ、第七管区海上保安本部等に要請するほか、佐賀県水難救済

会及び漁業協同組合等に協力を求めるなどして、輸送手段の確保に

努めるものとする。 
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第 3編第 4章

4節 

２ 武力攻

撃事態の類

型等に応じ

た避難の指

示に当たっ

ての留意事

項等 

(1) 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

ア 知事〈総括対策班〉は、弾道ミサイル攻撃に伴う警報の発令

の場合には、当初は屋内避難が指示されることから、警報と同

時に、住民を屋内に避難させる。 

 この際、できるだけ、近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設

等に避難させる。 

 

 ※ 弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動をとることができ

るよう、国（内閣官房、消防庁等）が作成する各種資料等を活用

し、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び

弾道ミサイル落下時の行動について平素から周知に努めるも

のとする。 

(1) 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

ア 知事〈総括対策班〉は、弾道ミサイル攻撃に伴う警報の発令の場

合には、当初は屋内避難が指示されることから、警報と同時に、住民

を屋内に避難させる。 

 この際、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設等に避

難させる。 
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第 3編第 4章

5節 

８ 避難住

民の輸送の

求めに係る

調整 

知事〈総括対策班、産業労働対策班、地域交流対策班〉は、市

町の区域を越えて避難住民の運送が必要となる場合若しくは複

数の市町長による運送の求めが競合した場合又は競合するこ

とが予想される場合には、より広域的な観点からそれらの優先

順位等を定めるとともに、避難住民の誘導が円滑に行われるよ

う、運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関

に対し、自ら運送の求めを行う。 

知事〈総括対策班、産業労働対策班、地域交流対策班〉は、運

送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関による

避難住民の運送が円滑に行われない場合、避難住民の運送を

円滑に行うべきことを当該機関に指示することができる。当該指

示に当たっては、警報の内容等に照らし、当該機関の安全を確

保するとともに、安全確保のため、当該機関に対し、武力攻撃

の状況についての必要な情報の提供を行う。 

知事〈総括対策班、農林水産商工対策班、交通・運送対策班〉は、市

町の区域を越えて避難住民の運送が必要となる場合若しくは複数の

市町長による運送の求めが競合した場合又は競合することが予想さ

れる場合には、より広域的な観点からそれらの優先順位等を定める

とともに、避難住民の誘導が円滑に行われるよう、運送事業者である

指定公共機関または指定地方公共機関に対し、自ら運送の求めを

行う。 

知事〈総括対策班、農林水産商工対策班、交通・運送対策班〉は、運

送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関による避難

住民の運送が円滑に行われない場合、避難住民の運送を円滑に行

うべきことを当該機関に指示することができる。当該指示に当たって

は、警報の内容等に照らし、当該機関の安全を確保するとともに、安

全確保のため、当該機関に対し、武力攻撃の状況についての必要な

情報の提供を行う。 

P.3-60第 3編

第 5章 2節 

５ 緊急物

資の運送の

求め等 

知事〈総括対策班、産業労働対策班〉が運送事業者である指定

公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求

める場合は、第４章第５の８に準じて行う。 

知事〈総括対策班、農林水産商工対策班〉が運送事業者である指定

公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送を求める

場合は、第４章第５の８に準じて行う。 
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第 3編第 5章

3節 

３ 救援の

内容 

【「収容施設

の供与」の

実施に関し

留意すべき

事項】 

ウ 仮設トイレの設置及び清掃・消毒等の適切な管理〈県民環

境対策班〉 

ウ 仮設トイレの設置及び清掃・消毒等の適切な管理〈くらし環境対

策班〉 
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第 3編第 5章

3節 

３ 救援の

内容 

【「収容施設

の供与」の

実施に関し

留意すべき

事項】 

エ 避難所におけるプライバシーの確保への配慮〈健康福祉対

策班、男女参画・こども対策班、被災者支援等対策班〉 

オ 避難所の運営管理についてのボランティアの協力〈県民環

境対策班、健康福祉対策班〉 

キ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有

し、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者を収容する長期

避難住宅等の供与〈健康福祉対策班、県土整備対策班〉 

ク 収容期間が長期にわたる場合の対応（長期避難住宅等（公

営住宅、賃貸住宅等を含む。）とその用地の把握）〈県土整備対

策班、被災者支援等対策班〉 

ケ 長期避難住宅等の設置のための資機材等に不足が生じた

場合の対応〈県土整備対策班〉 

エ 避難所におけるプライバシーの確保への配慮〈健康福祉対策

班、被災者支援等対策班〉 

 

オ 避難所の運営管理についてのボランティアの協力〈くらし環境対

策班、健康福祉対策班〉 

キ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高

齢者、障害者その他特に配慮を要する者を収容する長期避難住宅

等の供与〈健康福祉対策班、県土づくり対策班〉 

ク 収容期間が長期にわたる場合の対応（長期避難住宅等（公営住

宅、賃貸住宅等を含む。）とその用地の把握）〈県土づくり対策班、被

災者支援等対策班〉 

ケ 長期避難住宅等の設置のための資機材等に不足が生じた場合

の対応〈県土づくり対策班〉 
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第 3編第 5章

3節 

３ 救援の

内容 

【「食品･飲

料水及び生

活必需品等

の給与又は

貸与」の実

施に関し留

意すべき事

項】 

ア 食品・飲料水及び生活必需品等の備蓄物資の確認〈農林水

産対策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班〉 

イ 物資の供給体制の整備、流通網の確認、不足が生じた場合

の国等への支援要請 

〈産業労働対策班、農林水産対策班、健康福祉対策班、男女参

画・こども対策班〉 

 

エ 引き渡し場所や集積場所の確認、輸送手段の調達、物資輸

送の際の交通規制 

〈健康福祉対策班、総括対策班、産業労働対策班、地域交流対

策班、組織支援対策班、県警察〉 

オ ボランティア等の協力による物資の配布や避難住民等のニ

ーズの把握〈県民環境対策班、健康福祉対策班〉  等 

ア 食品・飲料水及び生活必需品等の備蓄物資の確認〈生産振興対

策班、健康福祉対策班〉 

 

イ 物資の供給体制の整備、流通網の確認、不足が生じた場合の国

等への支援要請 

〈農林水産商工対策班、生産振興対策班、健康福祉対策班〉 

 

エ 引き渡し場所や集積場所の確認、輸送手段の調達、物資輸送の

際の交通規制 

〈健康福祉対策班、総括対策班、農林水産商工対策班、交通・運送

対策班、組織支援対策班、県警察〉 

オ ボランティア等の協力による物資の配布や避難住民等のニーズ

の把握〈くらし環境対策班、健康福祉対策班〉  等 



P.3-64第 3編

第 5章 3節 

３ 救援の

内容【「住宅

の応急修

理」の実施

に関し留意

すべき事

項】 

ア 住宅の被災状況の収集体制（被災戸数、被災の程度）〈県

土整備対策班〉イ 応急修理の施工者の把握、修理のための資

材等の供給体制の確保〈県土整備対策班〉ウ 住宅の応急修

理時期や優先箇所の決定〈県土整備対策班〉エ 応急修理の相

談窓口の設置〈県土整備対策班、被災者支援等対策班〉 

ア 住宅の被災状況の収集体制（被災戸数、被災の程度）〈県土づく

り対策班〉イ 応急修理の施工者の把握、修理のための資材等の供

給体制の確保〈県土づくり対策班〉ウ 住宅の応急修理時期や優先

箇所の決定〈県土づくり対策班〉エ 応急修理の相談窓口の設置〈県

土づくり対策班、被災者支援等対策班〉 
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3節 

３ 救援の

内容 

【「土石等の

除去」の実

施に関し留

意すべき事

項】 

ア 障害物の除去の対象となる住居等の状況の収集〈県土整

備対策班〉 

イ 障害物の除去の施工者との調整〈県土整備対策班〉 

ウ 障害物の除去の実施時期〈県土整備対策班〉 

エ 障害物の除去に関する相談窓口の設置〈県土整備対策班、

被災者支援等対策班〉 

ア 障害物の除去の対象となる住居等の状況の収集〈県土づくり対

策班〉 

イ 障害物の除去の施工者との調整〈県土づくり対策班〉 

ウ 障害物の除去の実施時期〈県土づくり対策班〉 

エ 障害物の除去に関する相談窓口の設置〈県土づくり対策班、被

災者支援等対策班〉 
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4節 

１ 核攻撃

等又は武力

攻撃原子力

災害の場合

の医療活動 

(1) 医療関係者からなる救護班による被ばく医療活動の実施

〈健康福祉対策班〉 

(2) 内閣総理大臣により被ばく医療に係る医療チームが派遣さ

れた場合、その指導のもと、トリアージ（治療の優先順位による

患者の振り分け）や汚染・被ばくの程度に応じた医療の実施〈健

康福祉対策班〉 

(1) 医療関係者からなる救護班による緊急被ばく医療活動の実施

〈健康福祉対策班〉 

(2) 内閣総理大臣により緊急被ばく医療派遣チームが派遣された場

合、その指導のもと、トリアージ（治療の優先順位による患者の振り

分け）や汚染・被ばくの程度に応じた医療の実施〈健康福祉対策班〉 



P.3-66～67第

3編第 5章 5

節 

１ 救援の

際の物資の

売渡し要請

等 

(1) 救援の実施に必要な医薬品、食品、寝具等の物資であっ

て、生産、販売、輸送等を業とする者が取り扱う物資（特定物資

※）について、その所有者に対する当該特定物資の売渡しの要

請〈産業労働対策班、農林水産対策班、健康福祉対策班、男女

参画・こども対策班、県土整備対策班、組織支援対策班〉(2) 前

記の売渡し要請に対し、正当な理由がないにもかかわらずその

所有者が応じない場合の特定物資の収用〈産業労働対策班、

農林水産対策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、

県土整備対策班、組織支援対策班〉(3) 特定物資を確保するた

めの当該特定物資の保管命令〈産業労働対策班、農林水産対

策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、県土整備対

策班、組織支援対策班〉(4) 収容施設や臨時の医療施設を開

設するための土地等の使用（原則土地等の所有者及び占有者

の同意が必要）〈県土整備対策班〉(5) 特定物資の収用、保管

命令、土地等の使用に必要な立入検査〈産業労働対策班、農

林水産対策班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、県

土整備対策班〉(6) 特定物資の保管を命じた者に対する報告の

求め及び保管状況の検査〈産業労働対策班、農林水産対策

班、健康福祉対策班、男女参画・こども対策班、県土整備対策

班〉 

(1) 救援の実施に必要な医薬品、食品、寝具等の物資であって、生

産、販売、輸送等を業とする者が取り扱う物資（特定物資※）につい

て、その所有者に対する当該特定物資の売渡しの要請〈農林水産商

工対策班、生産振興対策班、健康福祉対策班、県土づくり対策班、

組織支援対策班〉(2) 前記の売渡し要請に対し、正当な理由がない

にもかかわらずその所有者が応じない場合の特定物資の収用〈農林

水産商工対策班、生産振興対策班、健康福祉対策班、県土づくり対

策班、組織支援対策班〉(3) 特定物資を確保するための当該特定物

資の保管命令〈農林水産商工対策班、生産振興対策班、健康福祉

対策班、県土づくり対策班、組織支援対策班〉(4) 収容施設や臨時の

医療施設を開設するための土地等の使用（原則土地等の所有者及

び占有者の同意が必要）〈県土づくり対策班〉(5) 特定物資の収用、

保管命令、土地等の使用に必要な立入検査〈農林水産商工対策班、

生産振興対策班、健康福祉対策班、県土づくり対策班〉(6) 特定物資

の保管を命じた者に対する報告の求め及び保管状況の検査〈農林

水産商工対策班、生産振興対策班、健康福祉対策班、県土づくり対

策班〉 
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5節 

１ 救援の

際の物資の

売渡し要請

等 

なお、知事〈産業労働対策班、農林水産対策班、健康福祉対策

班、男女参画・こども対策班、県土整備対策班〉は、(2)、(3)、(4)

の措置を講ずる場合は、施行令第 13条の規定により、公用令

書を交付する。 

 

   また、知事〈産業労働対策班、農林水産対策班、健康福祉

対策班、男女参画・こども対策班、県土整備対策班〉は、県内だ

けで特定物資を十分に確保できないことが見込まれる場合等に

なお、知事〈農林水産商工対策班、生産振興対策班、健康福祉対策

班、県土づくり対策班〉は、(2)、(3)、(4)の措置を講ずる場合は、施行

令第 13条の規定により、公用令書を交付する。 

 

   また、知事〈農林水産商工対策班、生産振興対策班、健康福祉

対策班、県土づくり対策班〉は、県内だけで特定物資を十分に確保で

きないことが見込まれる場合等には、指定行政機関の長等に対し、

(1)、(2)、(3)の措置を行うよう要請する。 



は、指定行政機関の長等に対し、(1)、(2)、(3)の措置を行うよう

要請する。 
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1節 

１ 市町長

が行う安否

情報の収集 

市町長による安否情報の収集は、避難住民の誘導の際に、避

難住民等から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳等市

町が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報を

参考に、避難者名簿を作成する等により行うものとする。 

市町長による安否情報の収集は、避難住民の誘導の際に、避難住

民等から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原

票等市町が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報

を参考に、避難者名簿を作成する等により行うものとする。 

P.3-74第 3編

第 6章 

第５ その

他の留意事

項【図３―９ 

安否情報の

収集、整理

及び提供の

流れ】 

市町長・住民基本台帳等を参考に避難者名簿等を作成するな

どして、安否情報を収集･整理 

市町長・住民基本台帳、外国人登録原票等を参考に避難者名簿等

を作成するなどして、安否情報を収集･整理 
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第 3編第 7章 

第３ 危険

物質等に係

る武力攻撃

災害の防止

及び防除 

【別表】 

医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第４４条第１項の毒薬及び同条第２項の劇薬（同法第４６

条第１項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。） 

 

厚生労働大臣（医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律第 80条の規定による都道府県知事の

処分を受けている者が所持するもの） 

薬事法第４４条第１項の毒薬及び同条第２項の劇薬（同法第４６条第

１項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。） 

 

 

 

厚生労働大臣（薬事法施行令第１５条の４の規定による都道府県知

事の処分を受けている者が所持するもの） 



P.3-82 

 

第 3編第 7章 

第５ ＮＢＣ

攻撃による

災害への対

処等 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班〉は、ＮＢＣ

攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的

な方針を踏まえた対応を行うことを基本とし、それに加えて、特

に、対処の現場における初動的な応急措置を以下のとおり講ず

る。 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班〉は、ＮＢＣ攻撃

による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を

踏まえた対応を行うことを基本とし、それに加えて、特に、対処の現

場における初動的な応急措置を以下のとおり講ずる。 
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5節 

１ 応急措

置の実施 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班〉は、ＮＢ

Ｃ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における

状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される

地域の住民に対して、応急措置として、緊急通報を発令すると

ともに、退避を指示する。 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班〉は、ＮＢＣ攻

撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況に照ら

して、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対

して、応急措置として、緊急通報を発令するとともに、退避を指示す

る。 
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第 3編第 7章

5節 

２ 国の方

針に基づく

措置の実施 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班〉は、内

閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための

措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針

及びそれに基づく各省庁における活動内容について、消防庁を

通じて国の対策本部から必要な情報を入手するとともに、当該

方針に基づいて、所要の措置を講ずる。 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班〉は、内閣総

理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講ず

る場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく

各省庁における活動内容について、消防庁を通じて国の対策本部か

ら必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措

置を講ずる。 

P.3-83第 3編

第 7章 5節 

３ 関係機

関との連携 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班〉は、県

対策本部において、攻撃による被害の情報や必要となる物的・

人的資源について、市町、消防機関及び県警察からの情報な

どを集約して、国に対して必要となる支援の内容を整理し、迅速

な支援要請を行う。この場合において、県〈総括対策班、健康福

祉対策班、県民環境対策班〉は、県対策本部に派遣されている

国の職員や自衛隊の連絡員を通じて、円滑な調整を図るととも

に、汚染物質に関する情報を、保健福祉事務所、衛生薬業セン

ター、環境センターや医療機関等と共有する。 

知事〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班〉は、県対策

本部において、攻撃による被害の情報や必要となる物的・人的資源

について、市町、消防機関及び県警察からの情報などを集約して、

国に対して必要となる支援の内容を整理し、迅速な支援要請を行う。

この場合において、県〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対

策班〉は、県対策本部に派遣されている国の職員や自衛隊の連絡員

を通じて、円滑な調整を図るとともに、汚染物質に関する情報を、保

健福祉事務所、衛生薬業センター、環境センターや医療機関等と共

有する。 
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5節 

４ 汚染原

因に応じた

対応 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班、産業労働

対策班、農林水産対策班〉は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原

因に応じて、国との連携の下、それぞれ次の点に留意して措置

を講ずる。 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班、農林水産商工

対策班、生産振興対策班〉は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に

応じて、国との連携の下、それぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 
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5節 

４ 汚染原

因に応じた

対応 

(1) 核攻撃

等の場合 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班、産業労働

対策班、農林水産対策班〉は、核攻撃等による災害が発生した

場合、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚

染の範囲特定に資する被災情報を直ちに報告する。 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく

線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。 

避難又は一時移転（防災基本計画（原子力災害対策編）の一時

移転をいう。）の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易

除染の実施については、地域防災計画（原子力災害対策編）の

定めの例により行うものとする。 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班、農林水産商工

対策班、生産振興対策班〉は、核攻撃等による災害が発生した場

合、国の対策本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範

囲特定に資する被災情報を直ちに報告する。 

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量

の管理を行いつつ、活動を実施させる。 

避難の際の住民等に対するスクリーニング及び除染の実施について

は、地域防災計画（原子力災害対策編）の定めの例により行うものと

する。 

P.3-83 

 

第 3編第 7章

5節 

４ 汚染原

因に応じた

対応 

(2) 生物剤

による攻撃

の場合 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班、産業労働

対策班、農林水産対策班〉は、措置に当たる要員に防護服を着

用させるとともに、必要に応じ、ワクチン接種を行わせる。 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班、農林水産商工

対策班、生産振興対策班〉は、措置に当たる要員に防護服を着用さ

せるとともに、必要に応じ、ワクチン接種を行わせる。 

P.3-84 

 

第 3編第 7章

5節 

４ 汚染原

因に応じた

対応 

(3) 化学剤

による攻撃

の場合 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班、産業労働

対策班、農林水産対策班〉は、措置に当たる要員に防護服を着

用させるとともに、関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域

の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集を

行う。 

県〈総括対策班、健康福祉対策班、くらし環境対策班、農林水産商工

対策班、生産振興対策班〉は、措置に当たる要員に防護服を着用さ

せるとともに、関係機関が行う原因物質の特定、汚染地域の範囲の

特定、被災者の救助及び除染等に資する情報収集を行う。 



P.3-84第 3編

第 7章 5節 

５ 知事及

び県警察本

部長の権限 

内閣総理大臣の要請を受けた知事〈総括対策班、健康福祉対

策班、県民環境対策班、産業労働対策班、農林水産対策班〉及

び同知事の要請を受けた県警察本部長は、汚染の拡大を防止

するため、措置の実施に当たり、関係機関と調整しつつ、次の

表に掲げる権限を行使する。内閣総理大臣の要請を受けた知

事〈総括対策班、健康福祉対策班、県民環境対策班、産業労働

対策班、農林水産対策班〉及び同知事の要請を受けた県警察

本部長は、上記表中の第１号から第３号までに掲げる権限を行

使するときは、当該措置の名あて人に対し、次の表に掲げる事

項を通知する。 

内閣総理大臣の要請を受けた知事〈総括対策班、健康福祉対策班、

くらし環境対策班、農林水産商工対策班、生産振興対策班〉及び同

知事の要請を受けた県警察本部長は、汚染の拡大を防止するため、

措置の実施に当たり、関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる権限

を行使する。内閣総理大臣の要請を受けた知事〈総括対策班、健康

福祉対策班、くらし環境対策班、農林水産商工対策班、生産振興対

策班〉及び同知事の要請を受けた県警察本部長は、上記表中の第１

号から第４号までに掲げる権限を行使するときは、当該措置の名あ

て人に対し、次の表に掲げる事項を通知する。 

P.3-91 
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6節 

４ 応急公

用負担等 

知事〈総括対策班、県土整備対策班〉及び市町長は、武力攻撃

災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると

認めるときは、次に掲げる措置を講ずる。 

知事〈総括対策班、県土づくり対策班〉及び市町長は、武力攻撃災害

への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるとき

は、次に掲げる措置を講ずる。 

P.3-95 

 

第 3編第 8章

2節 

２ 環境放

射線モニタ

リング体制

の強化 

県〈県民環境対策班〉は、県防災計画の定めにより平常時の環

境放射線モニタリング体制を整備するとともに、原子力発電所

への武力攻撃事態等も想定して、平常時から緊急時モニタリン

グ要員の確保、観測機器等操作の習熟、マニュアル等資料の

整備及び緊急時情報共有システム・通信機器等の整備など緊

急時モニタリング体制の整備に努める。 

県〈くらし環境対策班〉は、県防災計画の定めにより平常時の環境放

射線モニタリング体制を整備するとともに、原子力発電所への武力

攻撃事態等も想定して、平常時から緊急時モニタリング要員の確保、

観測機器等操作の習熟、マニュアル等資料の整備及び緊急時情報

共有システム・通信機器等の整備など緊急時モニタリング体制の整

備に努める。 

P.3-95～96 

 

第 3編第 8章

3節 

１ 安全確

保のための

要請 

知事〈総括対策班、県民環境対策班〉は、原子力発電所が危険

物質等の取扱所として生活関連等施設に該当することから、武

力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、特に必要が

あると認めるときは、原子力発電所の管理者に対して、次の安

全確保のための措置を講ずるよう要請する。 

知事〈総括対策班、くらし環境対策班〉は、原子力発電所が危険物質

等の取扱所として生活関連等施設に該当することから、武力攻撃災

害の発生又はその拡大を防止するため、特に必要があると認めると

きは、原子力発電所の管理者に対して、次の安全確保のための措置

を講ずるよう要請する。 
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3節 

２ 立入制

限区域の指

定の要請 

知事〈総括対策班、県民環境対策班〉は、安全確保のため必要

があるときは、速やかに、県公安委員会又は唐津海上保安部

長に対して、原子力発電所の敷地及び周辺の区域を立入制限

区域に指定するよう要請する。 

知事〈総括対策班、くらし環境対策班〉は、安全確保のため必要があ

るときは、速やかに、県公安委員会又は唐津海上保安部長に対し

て、原子力発電所の敷地及び周辺の区域を立入制限区域に指定す

るよう要請する。 



P.3-96 

 

第 3編第 8章

3節 

３ 原子炉

の運転停止

等の要請 

知事〈総括対策班、県民環境対策班〉は、住民の生命、身体及

び財産を保護するために、武力攻撃原子力災害の発生等を防

止する必要があると認めるときは、原子力規制委員会に対し

て、原子炉の運転停止等必要な措置を講ずべきことを命令する

よう要請する。 

知事〈総括対策班、くらし環境対策班〉は、住民の生命、身体及び財

産を保護するために、武力攻撃原子力災害の発生等を防止する必

要があると認めるときは、原子力規制委員会に対して、原子炉の運

転停止等必要な措置を講ずべきことを命令するよう要請する。 

P.3-96～97第

3編第 8章 3

節 

４ 武力攻

撃等の兆候

の通報 

原子力事業者は、原子力発電所及びその周辺において、武力

攻撃及び武力攻撃災害の兆候を発見したとの報告を従業員等

から受けた場合は、直ちに知事〈総括対策班、県民環境対策

班〉、玄海町長、関係消防長、関係警察署長及び唐津海上保安

部長に通報するよう努めるものとする。 

原子力事業者は、原子力発電所及びその周辺において、武力攻撃

及び武力攻撃災害の兆候を発見したとの報告を従業員等から受け

た場合は、直ちに知事〈総括対策班、くらし環境対策班〉、玄海町長、

関係消防長、関係警察署長及び唐津海上保安部長に通報するよう

努めるものとする。 

P.3-98 

 

第 3編第 8章

4節 

１ 原子力

防災管理者

による放射

性物質の放

出又は放出

するおそれ

がある場合

の通報 

知事〈総括対策班、県民環境対策班〉は、放射性物質等の放出

又は放出のおそれに関する通報を原子力防災管理者から受け

たとき又は指定行政機関の長から通知を受けたとき（下記参考

参照）は、直ちに周辺市町長及び指定地方公共機関に連絡す

る。 

知事〈総括対策班、くらし環境対策班〉は、放射性物質等の放出又は

放出のおそれに関する通報を原子力防災管理者から受けたとき又

は指定行政機関の長から通知を受けたとき（下記参考参照）は、直ち

に周辺市町長及び指定地方公共機関に連絡する。 
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第 3編第 8章

4節 

２ 知事によ

る放射性物

質の放出又

は放出する

おそれがあ

る場合の通

報 

知事〈総括対策班、県民環境対策班〉は、モニタリングポストに

よる把握及び消防・警察機関等による連絡により、放射性物質

等の放出又は放出のおそれがあるとの情報を原子力事業者及

び指定行政機関の長より先に把握した場合には、直ちに原子

力事業者にその内容を確認するとともに、その旨を内閣総理大

臣及び原子力規制委員会（事業所外運搬に起因する場合にあ

っては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣）

に通報するとともに、その受信確認を行う。 

知事〈総括対策班、くらし環境対策班〉は、モニタリングポストによる

把握及び消防・警察機関等による連絡により、放射性物質等の放出

又は放出のおそれがあるとの情報を原子力事業者及び指定行政機

関の長より先に把握した場合には、直ちに原子力事業者にその内容

を確認するとともに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会

（事業所外運搬に起因する場合にあっては、内閣総理大臣及び原子

力規制委員会及び国土交通大臣）に通報するとともに、その受信確

認を行う。 



P.3-101第 3

編第 8章 7節 

２ 応急対

策の実施に

当たって特

に重要とな

る措置等 

  応急対策の実施に当たっては、県防災計画に定めるところに

より行うものとする。 なお、武力攻撃原子力災害への対処に当

たり、特に重要と考える措置について、以下のとおり記載する。

(1) 緊急時環境放射線モニタリングの実施等ア 県〈県民環境

対策班〉は、本章第３の４に定める武力攻撃災害の兆候の通報

を受けたときは、平常時モニタリングを強化し、その結果を取り

まとめ、防災関係機関に連絡するとともに、「佐賀県緊急時環境

放射線モニタリング計画」に基づき、緊急時モニタリングに必要

な準備を直ちに行う。イ 県〈県民環境対策班〉は、モニタリング

ポスト等による異常水準の放射線を覚知したとき又は本章第４

に定める通報・通知を受けたときは、「佐賀県緊急時環境放射

線モニタリング計画」に基づき、直ちに緊急時モニタリングを実

施する。 また、モニタリング結果を取りまとめ、国の対策本部、

原子力規制委員会（更に国の現地対策本部が設置された場合

は国の現地対策本部）に連絡する。ウ 県〈県民環境対策班〉

は、原子力事業者から定期的に連絡された施設等からの放射

性物質等の放出状況及び放出見通し等の情報の整理を行う。

エ 県〈県民環境対策班〉は、公示の発出後においては、関係

機関からの情報を含む緊急時モニタリングの結果を取りまと

め、防災関係機関に連絡する。 

 応急対策の実施に当たっては、県防災計画に定めるところにより行

うものとする。 なお、武力攻撃原子力災害への対処に当たり、特に

重要と考える措置について、以下とおり記載する。(1) 緊急時環境放

射線モニタリングの実施等ア 県〈くらし環境対策班〉は、本章第３の

４に定める武力攻撃災害の兆候の通報を受けたときは、平常時モニ

タリングを強化し、その結果を取りまとめ、防災関係機関に連絡する

とともに、「佐賀県緊急時環境放射線モニタリング計画」に基づき、緊

急時モニタリングに必要な準備を直ちに行う。イ 県〈くらし環境対策

班〉は、モニタリングポスト等による異常水準の放射線を覚知したとき

又は本章第４に定める通報・通知を受けたときは、「佐賀県緊急時環

境放射線モニタリング計画」に基づき、直ちに緊急時モニタリングを

実施する。 また、モニタリング結果を取りまとめ、国の対策本部、原

子力規制委員会（更に国の現地対策本部が設置された場合は国の

現地対策本部）に連絡する。ウ 県〈くらし環境対策班〉は、原子力事

業者から定期的に連絡された施設等からの放射性物質等の放出状

況及び放出見通し等の情報の整理を行う。エ 県〈くらし環境対策班〉

は、公示の発出後においては、関係機関からの情報を含む緊急時モ

ニタリングの結果を取りまとめ、防災関係機関に連絡する。 
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第 3編第 8章

7節 

２ 応急対

策の実施に

当たって特

に重要とな

る措置等 

(3) 食料品等による被ばくの防止 

国及び県〈健康福祉対策班、農林水産対策班〉は、必要に応

じ、飲食物の摂取制限等の措置について、県防災計画(原子力

災害対策編)の定めの例により行うものとする｡ 

(4) 食料品等による被ばくの防止 

国及び県〈健康福祉対策班、農林水産商工対策班〉は、必要に応じ、

飲食物の摂取制限等の措置について、県防災計画(原子力災害対策

編)の定めの例により行うものとする｡ 



P.3-106～107

第 3編第 10

章 

２ 廃棄物

の処理 

(1) 廃棄物処理の特例（法第 124条）ア 県〈県民環境対策班〉

は、環境大臣が指定する特例地域においては、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可を受けて

いない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準に

定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行

わせる。この場合において、環境省と連携するとともに、関係市

町に対し情報提供を行う。イ 県〈県民環境対策班〉は、アにより

廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者により特例基準

に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われたことが

判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定めて廃棄物

の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必要な措置を講

ずべきことを指示する。ウ 平素から、県〈県民環境対策班〉は、

既存の許可業者による廃棄物処理能力を把握し、武力攻撃災

害時に予想される大量の廃棄物を処理するには、どのような特

例業者に委託すべきかを検討するものとする。 

(1) 廃棄物処理の特例（法第 124条）ア 県〈くらし環境対策班〉は、

環境大臣が指定する特例地域においては、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可を受けていない者に対し

て、必要に応じ、環境大臣が定める特例基準に定めるところにより、

廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行わせる。この場合におい

て、環境省と連携するとともに、関係市町に対し情報提供を行う。イ 

県〈くらし環境対策班〉は、アにより廃棄物の収集、運搬又は処分を

業として行う者により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又

は処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、期

限を定めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必

要な措置を講ずべきことを指示する。ウ 平素から、県〈くらし環境対

策班〉は、既存の許可業者による廃棄物処理能力を把握し、武力攻

撃災害時に予想される大量の廃棄物を処理するには、どのような特

例業者に委託すべきかを検討するものとする。 
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章 

３ 文化財

の保護 

(1) 重要文化財等に関する命令又は勧告の告知等 

ア 〈文教対策班〉は、県の区域に存する重要文化財等（重要文

化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物をいう。）

に関し、文化庁長官が武力攻撃災害による重要文化財等の被

害を防止するため命令又は勧告を行う場合には、所定の手続

に従って、速やかに所有者等に対し当該命令又は勧告を告知

する。 

イ また、当該命令又は勧告に従って必要な措置を講じようとす

る重要文化財等の所有者から、〈文教対策班〉に対し、文化庁

長官に対する支援の求めがあった場合には、速やかに、その旨

を文化庁長官に対し連絡する。 

 

(2) 国宝等の被害を防止するための措置の施行 

ア 〈文教対策班〉は、文化庁長官から、所定の手続に従って、

国宝等（国宝又は特別史跡名勝天然記念物をいう。）の被害を

防止するための措置の施行の全部又は一部の委託を受けた場

合には、速やかに当該措置の施行に当たる。 

イ この場合において、〈文教対策班〉は、当該文教対策班の職

員のうちから、当該措置の施行及び当該国宝等の管理の責任

者を定めるとともに、当該者は、当該措置の施行に当たるとき

は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があった

ときは、これを示し、かつ、その正当な意見を十分に尊重しなけ

ればならない。 

(1) 重要文化財等に関する命令又は勧告の告知等 

ア 文教対策班は、県の区域に存する重要文化財等（重要文化財、

重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物をいう。）に関し、文

化庁長官が武力攻撃災害による重要文化財等の被害を防止するた

め命令又は勧告を行う場合には、所定の手続に従って、速やかに所

有者等に対し当該命令又は勧告を告知する。 

イ また、当該命令又は勧告に従って必要な措置を講じようとする重

要文化財等の所有者から、文教対策班に対し、文化庁長官に対する

支援の求めがあった場合には、速やかに、その旨を文化庁長官に対

し連絡する。 

 

(2) 国宝等の被害を防止するための措置の施行 

ア 文教対策班は、文化庁長官から、所定の手続に従って、国宝等

（国宝又は特別史跡名勝天然記念物をいう。）の被害を防止するた

めの措置の施行の全部又は一部の委託を受けた場合には、速やか

に当該措置の施行に当たる。 

イ この場合において、文教対策班は、当該文教対策班の職員のう

ちから、当該措置の施行及び当該国宝等の管理の責任者を定める

とともに、当該者は、当該措置の施行に当たるときは、その身分を証

明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示し、か

つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。 
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編第 10章 

２ 廃棄物

の処理 

(2) 廃棄物処理対策県〈県民環境対策班〉は、県防災計画の定

めに準じて、「震災廃棄物対策指針」（平成１０年旧厚生省生活

衛生局作成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。

ア 県〈県民環境対策班〉は、廃棄物関連施設などの被害状況

の把握を行うとともに、市町からの要求に基づき、各市町及び

関係団体に広域的な応援を要求し、必要な支援活動の調整を

行う。イ 県〈県民環境対策班〉は、被害状況から判断して区域

内での広域的な応援による処理が困難と見込まれる場合は、

国の協力を得つつ、被災していない他の都道府県に対し、応援

の要求を行う。 

(2) 廃棄物処理対策県〈くらし環境対策班〉は、県防災計画の定めに

準じて、「震災廃棄物対策指針」（平成１０年旧厚生省生活衛生局作

成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。ア 県〈くらし環

境対策班〉は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うととも

に、市町からの要求に基づき、各市町及び関係団体に広域的な応援

を要求し、必要な支援活動の調整を行う。イ 県〈くらし環境対策班〉

は、被害状況から判断して区域内での広域的な応援による処理が困

難と見込まれる場合は、国の協力を得つつ、被災していない他の都

道府県に対し、応援の要求を行う。 
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章 

１ 生活関

連物資等の

価格安定 

(1) 県〈県民環境対策班〉は、武力攻撃事態等において、物価

の安定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又

は国民経済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資

等」という。）の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占

め及び売惜しみを防止するため、次に掲げる措置を行う。 

(1) 県〈くらし環境対策班〉は、武力攻撃事態等において、物価の安

定を図り、国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経

済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」という。）の適

切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売惜しみを防止

するため、次に掲げる措置を行う。 
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章 

１ 生活関

連物資等の

価格安定 

(2) 県〈県民環境対策班〉は、生活関連物資等の価格の高騰又

は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときには、関係法

令に基づき、次に掲げる措置を実施する。 

 

ア 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置

に関する法律（以下「買占め等防止法」という。）に係る措置 

県〈県民環境対策班〉は、国が買占め等防止法第２条第１項に

基づき、政令で特別の調査を要する物資（以下「特定物資」とい

う。）を指定した場合は、当該都道府県の区域内のみに事務所

等を有し特定物資を生産、輸入又は販売する事業者（小売業者

を除く）及び当該都道府県の区域内に事務所等を有し特定物資

を販売する小売業者に対し、次の措置を講ずる。 

(2) 県〈くらし環境対策班〉は、生活関連物資等の価格の高騰又は供

給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときには、関係法令に基づ

き、次に掲げる措置を実施する。 

 

ア 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関

する法律（以下「買占め等防止法」という。）に係る措置 

県〈くらし環境対策班〉は、国が買占め等防止法第２条第１項に基づ

き、政令で特別の調査を要する物資（以下「特定物資」という。）を指

定した場合は、当該都道府県の区域内のみに事務所等を有し特定

物資を生産、輸入又は販売する事業者（小売業者を除く）及び当該

都道府県の区域内に事務所等を有し特定物資を販売する小売業者

に対し、次の措置を講ずる。 
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章 

１ 生活関

連物資等の

価格安定 

イ 国民生活安定緊急措置法に係る措置 

県〈県民環境対策班〉は、国が国民生活安定緊急措置法第３条

第１項に基づき、政令で特に価格の安定を図るべき物資（以下

「指定物資」という。）を指定した場合は、当該都道府県の区域

内のみに事業場を有し指定物資を販売する事業者（小売業者

を除く）及び当該都道府県の区域内に事業場を有し指定物資を

販売する小売業者に対し、次の措置を講ずる。 

イ 国民生活安定緊急措置法に係る措置 

県〈くらし環境対策班〉は、国が国民生活安定緊急措置法第３条第１

項に基づき、政令で特に価格の安定を図るべき物資（以下「指定物

資」という。）を指定した場合は、当該都道府県の区域内のみに事業

場を有し指定物資を販売する事業者（小売業者を除く）及び当該都道

府県の区域内に事業場を有し指定物資を販売する小売業者に対し、

次の措置を講ずる。 
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編第 11章 

１ 生活関

連物資等の

価格安定 

ウ 物価統制令に係る措置県〈県民環境対策班〉は、国が物価

統制令第４条及び第７条並びに物価統制令施行令第２条に基

づき、告示で物資及び役務についての統制額を指定した場合

は、(ｱ)及び(ｲ)の措置を講ずる。 

ウ 物価統制令に係る措置県〈くらし環境対策班〉は、国が物価統制

令第４条及び第７条並びに物価統制令施行令第２条に基づき、告示

で物資及び役務についての統制額を指定した場合は、(ｱ)及び(ｲ)の

措置を講ずる。 
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章 

１ 生活関

連物資等の

価格安定 

エ 佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例等に係る措

置 

 県〈県民環境対策班〉は、上記の法律に基づく対応のほか、

「佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例」等に基づく措

置を実施するものとする。 

エ 佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例等に係る措置 

 県〈くらし環境対策班〉は、上記の法律に基づく対応のほか、「佐賀

県民の安全安心な消費生活に関する条例」等に基づく措置を実施す

るものとする。 
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章 

２ 避難住

民等の生活

安定等 

(3) 就労状況の把握と雇用の確保 

  県〈産業労働対策班〉は、被災者等の就労状況の把握に努

めるとともに、厚生労働省の職業紹介等の雇用施策及び被災

地域における雇用の維持に関する措置に協力し、その避難住

民等、被災地域等の実情に応じた雇用確保等に努める。 

 

(4) 生活再建資金の融資等 

  県〈総括対策班、被災者支援等対策班、産業労働対策班〉

は、武力攻撃災害により住居・家財及び事業所等に被害を受け

た者が、自力で生活の再建をするに当たり必要となる資金につ

いては、自然災害時の制度等を参考にしつつ、被災状況に応じ

た制度の実施等の対応を検討するとともに、その円滑な実施を

(3) 就労状況の把握と雇用の確保 

  県〈農林水産商工対策班〉は、被災者等の就労状況の把握に努

めるとともに、厚生労働省の職業紹介等の雇用施策及び被災地域に

おける雇用の維持に関する措置に協力し、その避難住民等、被災地

域等の実情に応じた雇用確保等に努める。 

 

(4) 生活再建資金の融資等 

  県〈総括対策班、被災者支援等対策班、農林水産商工対策班〉

は、武力攻撃災害により住居・家財及び事業所等に被害を受けた者

が、自力で生活の再建をするに当たり必要となる資金については、

自然災害時の制度等を参考にしつつ、被災状況に応じた制度の実

施等の対応を検討するとともに、その円滑な実施を目的に総合的な



目的に総合的な相談窓口を開設し、当該総合窓口を中心に被

災者、事業者等に応じた対応を実施する。 

相談窓口を開設し、当該総合窓口を中心に被災者、事業者等に応じ

た対応を実施する。 
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章 

３ 生活基

盤等の確保 

(1) 県による生活基盤等の確保（法第 134条第 2項、法第 139

条） 

ア 水道事業者、水道用水供給事業者及び工業用水道事業者

である県〈産業労働対策班〉は、水を安定的かつ適切に供給す

るために必要な措置を講ずる。 

イ 河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理者である県〈県

土整備対策班、地域交流対策班〉は、河川管理施設、道路、港

湾及び空港を適切に管理する。 

(1) 県による生活基盤等の確保（法第 134条第 2項、法第 139条） 

ア 水道事業者、水道用水供給事業者及び工業用水道事業者であ

る県〈農林水産商工対策班〉は、水を安定的かつ適切に供給するた

めに必要な措置を講ずる。 

イ 河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理者である県〈県土づく

り対策班、交通・輸送政策班〉は、河川管理施設、道路、港湾及び空

港を適切に管理する。 
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第 3編第 1章 

２ ライフラ

イン施設の

応急の復旧

等 

(1) 県が管理するライフライン施設の応急の復旧等（法第 139

条） 

県〈産業労働対策班〉は、武力攻撃災害による被害が発生した

場合には、県が管理するライフライン施設について、速やかに

被害の状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の

復旧のための措置を講ずる。 

(1) 県が管理するライフライン施設の応急の復旧等（法第 139条） 

県〈農林水産商工対策班〉は、武力攻撃災害による被害が発生した

場合には、県が管理するライフライン施設について、速やかに被害の

状況を把握するとともに、被害の状況に応じて、応急の復旧のため

の措置を講ずる。 



P.4-2第 3編

第 1章 

３ 輸送路

の確保に関

する応急の

復旧等 

(1) 輸送路の優先的な確保のための措置県対策本部長〈総括

対策班、地域交流対策班〉及び県警察本部長は、武力攻撃災

害による被害が発生した場合には、広域的な避難住民の輸送

及び緊急物資の輸送を行うための輸送路を優先的に確保する

ために必要となる応急の復旧のための措置が講じられるよう、

必要に応じ総合調整を行う。(2) 県が管理する輸送施設の応急

の復旧（法第 139条）県〈県土整備対策班、地域交流対策班〉

は、武力攻撃災害が発生した場合には、その管理する道路、漁

港施設、空港施設、鉄道施設等及びその所有する港湾施設に

ついて、速やかに被害の状況を把握するとともに、被害の状況

に応じて、障害物の除去その他避難住民の輸送等の輸送路を

確保するための応急の復旧のために必要な措置を講ずる。 

(1) 輸送路の優先的な確保のための措置県対策本部長〈総括対策

班、交通・運送対策班〉及び県警察本部長は、武力攻撃災害による

被害が発生した場合には、広域的な避難住民の輸送及び緊急物資

の輸送を行うための輸送路を優先的に確保するために必要となる応

急の復旧のための措置が講じられるよう、必要に応じ総合調整を行

う。(2) 県が管理する輸送施設の応急の復旧（法第 139条）県〈県土

づくり対策班、交通・運送対策班〉は、武力攻撃災害が発生した場合

には、その管理する道路、漁港施設、空港施設、鉄道施設等及びそ

の所有する港湾施設について、速やかに被害の状況を把握するとと

もに、被害の状況に応じて、障害物の除去その他避難住民の輸送等

の輸送路を確保するための応急の復旧のために必要な措置を講ず

る。 
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３ 総合調

整及び指示

に係る損失

の補てん 

損失補てんは、武力攻撃災害により市町又は指定公共機関若

しくは指定地方公共機関に生じた、次に挙げる損失について行

う。 

 

(3) 指定地方公共機関が、知事〈総括対策班、県民環境対策

班、健康福祉対策班、産業労働対策班、地域交流対策班〉の指

示に基づき実施する避難住民及び緊急物資の輸送に係る措置

に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産 

損失補てんは、武力攻撃災害により市町又は指定公共機関若しくは

指定地方公共機関に生じた、次に挙げる損失について行う。 

 

(3) 指定地方公共機関が、知事〈総括対策班、くらし環境対策班、健

康福祉対策班、農林水産商工対策班、交通・運送対策班〉の指示に

基づき実施する避難住民及び緊急物資の輸送に係る措置に従事さ

せたその職員又は当該措置の用に供したその財産 

 


