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はじめに 
 

 我が国は、その地理的・地形的・気象的条件から、地震、台風、豪雨等自然災害の多発国であり、毎

年数多くの災害によって尊い人命や財産が失われております。 

 最近では、昨年７月の新潟県中越沖地震をはじめとして、台風５号、９号や豪雨による風水害とそ

れに伴う土砂災害等、各地で多くの災害が発生しております。 

東海地震、首都直下地震、東南海・南海地震等についても、発生する可能性が指摘されており、

昨年１２月に、内閣府が主催している東南海・南海地震等に関する専門調査会では、大阪平野を

縦断する上町断層帯を震源とする地震により、死者約４万２千人の被害が発生する等のシミュレ

ーション結果も出ております。 

中央防災会議では、地震防災戦略の策定など防災対策・減災対策について積極的に検討が進め

られております。その中で、大規模災害発生時においての正確で迅速な情報の提供は、被災地住

民の被害や混乱の拡大を防ぐのに、極めて重要なものとして認識されております。 

このため非常通信協議会では、平素から非常通信計画の策定、非常通信訓練の実施、非常通信

体制の総点検、非常通信に関する周知・啓発等の施策を通じて、災害等発生時における非常通信

の円滑な運用に積極的に取り組んでおります。 

本ガイド・マニュアルは、主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方々を対象

に、災害等発生時における非常通信の確保に必要な措置について、分かりやすく解説したもので

す。 

本ガイド・マニュアルが、非常通信体制の整備・充実及び災害等発生時における非常通信の確

保の一助となれば幸いです。 

平成20年6月 

中央非常通信協議会幹事長 

大塚 崇史 

総務省 総合通信基盤局 電波部 

 基幹通信課 重要無線室長 





 

  

 

 

 

 

◆ はじめに本編「Ⅰ 非常通信の基礎知識」を読んでいただき、本ガ

イド・マニュアルにおける「非常通信」を御理解願います。 

 

◆ 次に、貴機関の現在の非常通信についての整備状況を本編「Ⅴ 非

常通信整備状況診断シート」で確認し、課題を確認し読み進まれるこ

とをお勧めします。 

 

◆ 本ガイド・マニュアルは、すべてお読みになるのが理想ですが、時

間の無い方や特定の事柄に関心のある方は、その部分だけを読まれて

も役に立つよう工夫しております。 

 

○ 災害時における情報の流れから、防災用無線システムの整備、非

常通信計画の策定、運用まで全て知りたい 

→ 本編ⅡからⅣまで通してお読みください。 

 

○ 防災用無線システムの概要を知りたい 

→ 本編Ⅱの「３ 防災用無線システム等の概要」をお読みくださ

い。 

 

○ 防災用無線システムを整備するにはどうすればよいかを知りたい 

→ 本編「Ⅳ 防災用無線システムの整備」をお読みください。 

 

○ いざという時に非常通信システムを有効に機能させるためのポイ

ントを知りたい 

→ 本編「Ⅲ 防災用無線システムの運用」をお読みください。 

 

◆ 地方公共団体における防災用無線システムの参考となる事例を付属

資料編Ⅰに掲載しています。 

 

◆ また、平成１６年１０月に発生した「新潟県中越地震」に関して総

務省信越総合通信局が取りまとめた報告を付属資料編Ⅱに掲載してい

ますので、参考にしてください。 

 

◆ 非常通信関係規程集を付属資料編Ⅲに掲載しています。 

本ガイド・マニュアルの利用方法



 

本編 
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１ 非常通信とは 

(1) 非常通信とは 

非常通信は、電波法（以下、同法と言う。）第 52 条第４号において、地震、台

風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそ

れがある場合（以下「非常の場合」という。）において、有線通信を利用すること

ができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害

の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信と規定されてい

ます。 

非常の場合の無線通信については、同法第 74 条第１項の規定により、総務大臣

は、非常の場合において人命の救助、災害の救援等必要な通信を無線局に行わせる

ことができます。 

なお、同法第 74 条の２で、総務大臣は、同法第 74 条第１項に規定する通信の円

滑な実施を確保するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施そ

の他の必要な措置を講じておかなければならないと規定されています。 

非常通信協議会は、同法 74 条の２に規定されている非常の場合における必要な

通信の円滑な実施を図るため、無線系に加えて有線系も含め、あらかじめ運用上及

び訓練上必要な諸計画を作成しております。 

(2) 非常通信の取扱い 

非常通信の取扱いについては、様々な法律に規定がありますが、主要な法律の規

定は以下のとおりです。 

ア 電波法関係 

(ｱ) 無線局は、原則、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事

項の範囲を超えて運用できません。（電波法第52条） 

ただし、非常通信は行うことができることとなっています。（電波法第52

条第４号） 

(ｲ) 総務大臣は、非常の場合においては、人命の救助や災害の救援等に必要な通

Ⅰ 非常通信の基礎知識  
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信を無線局に行わせることができます。（電波法第74条第１項） 

なお、総務大臣は、非常の場合の通信を円滑に実施するために必要な体制を

整備する必要があります。（電波法第74条の２） 

非常通信協議会は、これらの体制を整備することを目的として組織され、「非

常通信規約」及び「非常通信運用細則」等を定め、非常通信の取扱いについて

取り決めております。  

また、非常災害時における重要通信の確保を図るために無線局の開設、周波

数等の指定の変更、無線設備の設置場所等の変更を行う必要がある場合におい

て、緊急又はやむを得ないと認められるものについては、総務大臣は、非常災

害時における臨機の措置として、電話等による迅速な方法で免許の付与、無線

設備の設置場所の変更の許可等を行います。 

イ 有線電気通信法関係 

総務大臣は、非常の場合は、有線電気通信設備を設置した者に対して、災害の

予防、救援等に必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うため、その有線電気

通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべ

きことを命ずることができます。（有線電気通信法第８条） 

ウ 電気通信事業法関係 

電気通信事業者は、非常の場合は、災害の予防、救援等に必要な通信を優先的

に取り扱わなければなりません。（電気通信事業法第８条） 

エ 災害対策基本法関係 

都道府県知事又は市町村長は、災害に関する通信が緊急を要するものである場

合は、電気通信事業者の電気通信設備を優先的利用や警察事務、消防事務、水防

事務等の有線電気通信設備及び無線設備の使用や、放送事業者に放送を行うこと

を求めることができます。（災害対策基本法第 57 条） 

オ 消防組織法関係 

消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することが

できます。（消防組織法第 41 条） 

カ 災害救助法関係 

厚生労働大臣、都道府県知事又は都道府県知事から職権の一部を委任された市

町村長等は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合には、
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電気通信事業者の電気通信設備を優先的利用や、警察事務、消防事務、水防事務

等の有線電気通信設備及び無線設備を使用することができます。（災害救助法第

28 条） 

キ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保

護法」という。） 

電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等

において、自ら定めた国民の保護に関する業務計画（以下「業務計画」という。）

に基づき、通信を確保し、及び国民の保護のための措置の実施に必要な通信を優

先的に取り扱うため必要な措置を講じなければなりません。（国民保護法第 135

条第２項） 

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、国

民の保護のため緊急かつ特別に必要がある通信は、電気通信事業者の電気通信設

備を優先的利用や、有線電気通信法に掲げる者が設置する有線電気通信設備又は

無線設備を使用することができます。（国民保護法第 156 条） 

ケ その他 

    ア～キ以外にも、非常通信の取扱いとして、 

・ 水防上緊急を要する通信のための事業用電気通信設備の優先的利用等（水防

法第27条第２項） 

・ 気象庁による津波・高潮等の警報事項の通知義務（気象業務法第15条） 

・ 防衛出動を命じられた自衛隊の電気通信設備の優先的利用等（自衛隊法第104

条） 

などがあります。 
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２ 非常通信協議会 

(1) 非常通信協議会とは 

非常通信の円滑な運用を図るには、非常通信計画の策定、通信訓練の実施、その

他非常通信に関する周知・啓発に平素から取り組むことが重要です。これらの活動

のために、非常通信協議会は昭和 26 年（1951 年）７月に設立されました。 

非常の場合の通信確保の前史としては、大正 11 年（1922 年）６月携帯型中波無

線通信電信電話設備を、東京、札幌両通信局に各１台、熊本通信局に２台備え、逓

信省設置の無線施設相互間において非常の場合の無線回線を設定し、有線電気通信

不通時に使用することとし、また、大正 12 年（1923 年）９月１日発生の関東大震

災に際しては、有線電気通信施設が完全に破壊され、東京と他地域との通信が途絶

したことを教訓に、大正 15 年（1926 年）東京無線電信局ほか５局に短波無線施設

が設置され、順次全国主要都市にこれら無線施設が設置されました。 

これは、今日のように多数の免許人、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保

及び秩序の維持に関係する機関又は団体によって全国的規模をもって構成される

非常通信協議会と異なるものではありますが、今日の非常通信体制のさきがけとい

うことができます。 

このような経過で、今日の非常通信協議会の母体となる形ができたのは終戦直後

のことでした。 

戦時中の空爆被害による公衆通信網の損傷は、広範であることに加え、復旧資材

不足により公衆通信網の復旧・整備は、思いどおり進みませんでした。さらに、昭

和 21、22 年（1946、1947 年）と相次いで発生した風水害に際し、有線電気通信施

設の損壊は極めて大きく、このような状況を背景に、昭和 22 年（1947 年）４月逓

信省電波局は、非常災害時において有線回線に障害が発生した場合にも、国家機能

の発揮上又は民生の安定上、重要な緊急通信を確実に疎通でき得る臨時的非常無線

連絡系を構成するために、現存する逓信省設置の無線施設のほかに、内務省（警察

用）、運輸省（鉄道及び気象用）及び漁業用陸上無線設備を含めた総合運用を図る

目的で、「非常無線連絡要綱」を策定しました。 

この要綱では、非常災害時における重要公衆通信の疎通を図るために、さきに挙

げた官庁及び漁業用陸上無線設備も含めた非常無線連絡系を構成するものとし、旧

無線電信法第６条及び旧勅令第 356 号(明治 33.8.31)に基づき、その全部又は一部
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を必要に応じて逓信大臣が公衆通信のように使用に供することができることとし

ていました。 

なお、この要綱は、連合国軍 高司令部(以下「GHQ」という。)においても重大

な関心を示し、急速に実施し得るよう準備方指示が発され、GHQからの承認に伴い、

関係主管局においては、具体的実施細目について検討が進められ、昭和 22 年（1947

年）８月「非常無線通信取扱規約」による非常無線通信実施の運びとなりました。 

こうした前史を下敷きに、昭和 26 年（1951 年）６月電波法の制定に当たっては、

同法第 74 条に「非常の場合の無線通信」が規定され、電波監理委員会と関係省庁

との間において数次の検討を重ねた結果、昭和 26 年（1951 年）７月「非常無線通

信規約」が成立、続いて中央無線通信協議会結成となり、これに続き、地方、地区

においても順次協議会が結成されていきました。 

非常通信協議会は、設立当初、電波法第 74 条第１項に規定する非常の場合の無

線通信の円滑な運用を図ることを目的に「非常無線通信協議会」として活動してき

ましたが、平成７年（1995 年）１月 17 日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、無

線通信だけでなく有線通信も含めた非常時の通信全般を取り入れ、平成７年(1995

年)４月に名称を非常通信協議会に変更して活動を続けております。 

(2) 非常通信協議会の構成 

総務省が中心となり、消防庁、内閣府、警察庁、防衛省、国土交通省、気象庁、

海上保安庁、日本放送協会、都道府県、市町村その他主要な電気通信事業者及び無

線局の免許人等、非常通信に関係の深い者によって構成されています。 

 

非常通信協議会組織図 

 

 

中央非常通信協議会 
事務局所在地：東 京 

結 成 区 域：全 国 

地方非常通信協議会 
事務局所在地：札幌､仙台､東京､長野､金沢､名古屋､大阪､広島､松山､熊本､那覇 

結 成 区 域：各総合通信局等の所管する区域 

地区非常通信協議会 
事務局所在地：原則として､地方非常通信協議会所在地とする。 

結 成 区 域：原則として､各都道府県を単位とする区域。

※ 地方及び地区非常通信協議会の運営は、都道府県等の協力を得て実施されています。 
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(3) 主な活動内容 

ア 非常通信計画の策定 

非常時にも円滑な通信が行えるよう非常通信計画を策定しています。 

イ 非常通信訓練の実施 

災害発生後の公衆回線や消防防災無線の輻輳、商用電源の停電等により、被災

想定地と非常本部等（「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下

同じ。）間の情報伝達が行えない場合を想定し、非常用電源の使用や非常通信協

議会構成員の保有する回線を活用し、被害情報等の重要な情報を伝達する実践的

な非常通信訓練を実施しています。 

具体的には、次のような訓練を実施しています。 

(ｱ) 全国非常通信訓練 

中央非常通信協議会が実施期間を定めて地方及び地区非常通信協議会と連

携して47都道府県域で行う訓練です。 

(ｲ) 総合防災訓練における非常通信訓練 

防災の日（９月１日）に行う中央防災会議主催の総合防災訓練に参加して実

施する非常通信訓練で、昭和57年(1982年)から毎年参加し実施しております。 

(ｳ) 各地方又は地区非常通信協議会が独自に行う通信訓練 

各地方又は地区非常通信協議会ごとに適宜日時等を定め、その地域内におい

て実施しております。 

ウ 非常通信の取扱い要請 

非常通信協議会は、非常通信規約第５条の３で、構成員等から非常通信の確保

の協力を求められた場合やその他非常通信の取扱い要請を行うことが必要な場

合は、構成員に対して非常通信の取扱い要請を行えるよう規定しています。 

(ｱ) 要請会議 

非常通信規約第５条の２で、非常通信の取扱い要請は、非常通信協議会内に

設置した合議機関「要請会議」が行うよう規定しています。 

ただし、同会議で協議する時間的余裕がない場合は、中央非常通信協議会会

則第８条の４で、要請会議議長が自ら要請を行うことができます。 

(ｲ) 要請の性格 

非常通信協議会の行う非常通信の取扱い要請は、構成員の協力を前提として
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行っています。 

エ 非常通信実施体制の総点検 

非常時における通信・放送の確保のため、各地方又は地区非常通信協議会ごと

に「一斉点検の日」を設定し、無線局の設備、運用体制等について総点検を実施

しております。 

オ 表彰の実施 

非常通信の一層の普及・啓発を図ることを目的として、非常通信の実施につい

て特に功績のあった者、又は非常通信協議会の運営について特に功績のあった者

に対し、表彰を毎年実施しております。 

 

(4) 「防災基本計画」における位置付け 

非常通信協議会は、防災基本計画（平成 20 年(2008 年)２月中央防災会議決定）

において次のとおり位置付けられています。 

第２編 震災対策編 

第１章 災害予防 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

１ 情報の収集・連絡関係 

(3) 通信手段の確保 

○ 国及び地方公共団体等は、非常通信体制の整備、有・無線通信システム

の一体的運用及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推

進を図るものとする。この場合、 非常通信協議会との連携にも十分配慮

すること。 

11 防災関係機関の防災訓練の実施 

(2) 地方における防災訓練の実施 

○ 地方公共団体及び公共機関等は 、自衛隊、海上保安庁等国の機関とも

協力し、また、自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア

団体及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を実施す

るものとする。 

（第３編風水害対策編、第４編火山災害対策編、第５編雪害対策編、第６編海上

災害対策編、第７編航空災害対策編、第８編鉄道災害対策編、第９編道路災害対
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策編、第 11 編危険物等災害対策編、第 12 編大規模な火事災害対策編、第 13 編

林野火災対策編、第 14 編その他の災害に共通する対策編において同旨） 

 

第 15 編 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項 

第２章 災害応急対策に関する事項 

15 災害時における通信計画に関する事項 

非常通信協議会を中心とする非常通信体制の整備、有線、無線通信の一体的

活動及び郵便通信施設による応急対策通信等重要通信の確保に関する計画 

 

(5) 「国民の保護に関する基本指針」における位置付け 

非常通信協議会は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律第 32 条の規定に基づく「国民の保護に関する基本指針」（平成１７年(2005 年)

３月閣議決定）において、次のとおり位置付けられています。 

第４章 国民の保護のための措置に関する事項 

第４節 国民の保護のための措置全般についての留意事項 

２ 通信の確保 

(1) 平素からの備え 

○ 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民

保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、応急対策等重要通信の確

保に関する対策の推進を図るものとする。この場合において、自然災害

その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、

関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者等で構成された非常通

信協議会との連携にも十分配慮するものとする。 

(2) 武力攻撃事態等における通信の確保 

○ 総務省は、緊急時において重要通信を確保するため、通信システムの

被災状況等を迅速に把握し、活用可能な通信システムを重要通信に充て

るための調整を円滑に行うものとする。なお、この場合において、非常

通信協議会との連携に十分努めるものとする。 
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災害発生に備えるために、災害時における情報伝達の流れをあらかじめ十分に把握し

つつ、災害が実際に発生し公衆通信網が機能を停止しても活用できるシステムを把握す

ることが重要です。 

１ 災害時における情報の流れ 

 災害対策基本法や防災基本計画等において、災害時における情報の流れを以下のよう

に規定しています。 

 

(1) 発災直後の情報の収集及び連絡 [防災基本計画第２編第２章第１節等] 

災害が発生した場合、効果的に応急対策を実施する上で、災害情報、被害情報及

び関係機関が実施する応急対策の活動情報は不可欠です。 

このため、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材、情報シス

テムを用いて伝達し、情報の収集・連絡を迅速に行う必要があります。 

ア 災害情報の連絡（災害対策基本法第８条第２項） 

自然災害が発生した場合、まず気象庁が、地震情報、津波警報等の災害情報の

連絡を官邸、関係省庁、関係都道府県及び関係指定公共機関に行い、さらに都道

府県は市町村、関係機関等へ連絡します。 

連絡を受けた市町村は、住民及び関係機関へ災害情報を周知するとともに避難

場所、避難路等避難に資する情報の提供に努める必要があります。 

Ⅱ 災害時の情報の流れ

と防災用無線システム

の概要 
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イ 発災直後の被害の第１次情報等の収集・連絡（災害対策基本法第 53 条） 

市町村は、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、津波、土砂災害の発

生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握

できた範囲から直ちに都道府県へ連絡します。ただし、通信の途絶等により都道

府県に連絡できない場合は、消防庁へ連絡します。 

また、都道府県は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害

規模に関する概括的な情報を把握します。さらに、これらの情報を消防庁に報告

するとともに必要に応じ関係省庁にも連絡します。例えば、情報通信施設の障害

情報について総務省に連絡します。 

なお、大規模地震が発生した場合には、内閣府、警察庁、消防庁等の関係省庁

及び指定公共機関等は、被害の第１次情報を速やかに官邸に連絡します。 

 

都道府県 

市町村 

気象庁 

住民等 

官邸 

関係機関等 

関係機関等 

指定公共機関 

関係省庁 

（内閣府等） 
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ウ 応急対策活動情報の連絡 

 

 

 

 

都道府県 

市町村 

官邸 

内閣府 

（防災担当）
消防庁 

指定公共機関等 

関係省庁 

（警察庁等） 

都道府県 

市町村 

官邸 

内閣府 

非常本部等 

指定行政機関 

指定公共機関 

市町村は、都道府県に応急対策の活動状況、対策本部設

置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡します。 

また、都道府県は、自ら実施する応急対策の活動状況等

を市町村に連絡するとともに、指定行政機関を通じ、非常

本部等に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を随時

連絡します。 
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(2) 被災者等への的確な情報伝達活動  

［防災基本計画第２編第２章第 10 節等］ 

 

発災後時間が経過した段階において、地方公共団体、非常本部等、指定行政機関

及び公共機関は、流言、飛語等による社会的混乱を防止及び被災地の住民等の適切

な判断と行動を助け、安全を確保するための被害情報、安否情報、交通情報、救援

物資の取扱い等に関する正確な情報を速やかに伝達する必要があります。 

 

 

 

 

地方公共団体 非常本部等 

被  災  者  等 

指定行政機関 公共機関 
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２ 国民の保護のための措置における情報の流れ 

国民保護法第８条の規定に基づき、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地

方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インタ

ーネットその他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努める必要があります。 

 

警報の通知及び伝達について［国民の保護に関する基本指針第４章第１節等］ 

警報の通知・伝達を全国に迅速かつ確実に通知・伝達するため、中央防災無線、

消防防災無線、都道府県防災行政無線及び市町村防災行政無線を中心に、霞が関

WAN、総合行政ネットワーク（LGWAN）、地域衛星通信ネットワーク等、これらの情

報通信手段を効果的に活用して、国から地方公共団体及び放送事業者等の指定公共

機関へ通知・伝達します。 

被災情報の公表

武力攻撃等の状況等
の公表

警報の発令

緊急通報の発令

・ 武力攻撃事態等の現状及び

予測

・ 武力攻撃が迫り、又は現に

武力攻撃が発生したと認めら

れる地域
・ 住民及び公私の団体に対し

周知させるべき事項

避難措置の指示

・ 死者・負傷者や被災家屋の

状況
・ 交通機関、公共的施設等の

障害の状況

国 都道府県

国

民

指
定
行
政
機
関
の
長

・ 武力攻撃及び武力攻撃災害

の状況

・ 住民の避難、救援

・ その他の国民の保護のため

の措置の実施の状況

市町村

総
務
大
臣

事
態
の
推
移
に
応
じ
た
情
報
提
供

安
否
情
報
の
収
集
・
提
供

指 定 公 共 機 関

（放送事業者）

安
否
情
報
の
収
集
・
提
供

安
否
情
報
の
収
集
・
提
供

指定地方公共機関

（放送事業者）

避

難

施

設

・
病

院

等

警報の伝達

避難の指示
・ 避難の経路
・ 避難の方法

（避難の指示、警戒区域の

設定、応急措置の実施）

・ 武力攻撃災害の現状及び

予測
・ 住民及び公私の団体に対

し、周知させるべき事項

・ 防災行政無線等

による警報の伝
達

・ 避 難 の 指 示 の
伝達

都
道
府
県
知
事

市町村長

対

策

本

部

長

総
務
大
臣
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３ 防災用無線システム等の概要 

非常時における重要通信の確保を目的として整備されている自営通信システム

の中で、特に都道府県や市町村の災害対策に関係が深いものとして次の防災用無線

システムがあります。 
(1) 中央防災無線 

(2) 消防防災無線 

(3) 都道府県防災行政無線 

(4) 地域衛星通信ネットワーク 

(5) 市町村防災行政無線 

(6) 消防・救急無線 

(7) 防災相互通信用無線 

 

 上記の防災用無線システムのほか、地方公共団体でよく利用されている非常通信シス

テムとして電気通信事業者が運営するシステムがあります。 

(8) 電気通信事業者の運営する非常通信システム 

ア 災害時優先電話 

イ 非常扱い通話・緊急扱い通話 

ウ 孤立防止対策用衛星電話 

エ ポータブル衛星装置、ポータブル衛星車載車 

(9) 霞ヶ関ＷＡＮ 

(10) 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 
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防災用無線システムの全体構成 
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(1) 中央防災無線 

ア 概要 

国の災害対策を円滑に実施するため、内閣府を中心に指定行政機関等（中央省

庁等28機関）、指定公共機関（ＮＴＴ、ＮＨＫ、電力等52機関）及び立川広域防

災基地内の防災関係機関（東京都防災センター等11機関）を結ぶ無線通信網です。 

大地震等の災害時には、内閣府に設置される非常災害対策本部等を中心に、機

関相互間で災害情報の収集・伝達が行われるほか、平常時には災害関係事務の調

整等の情報交換及び災害時に備えた訓練に活用されています。 

イ ネットワーク構成 

中央防災無線は、大地震等にも対応した専用の無線通信網であり、固定通信系、

移動通信系、画像伝送系及び衛星通信系によって構成されています。  

(ｱ) 固定通信系  

内閣府を中心に、立川を含めた在京の防災関係機関との間を電話・ファック

ス及び画像で結ぶ通信系であり、中央防災無線網の中核に位置づけられていま

す。回線は、庁舎が近接している一部の機関間を有線で接続しているほかは、

40GHz 帯等の周波数帯による多重回線の構成となっています。 

(ｲ) 移動通信系 

首都圏における災害を想定した通信系で、災害対策車両及び防災ヘリコプタ

ー等の災害対策要員との通信のためのものであり、150MHz 帯と400MHz 帯の周

波数を使用しています。 

このシステムの方式は、150MHz 帯は単信方式、400MHz 帯はマルチ・チャネ

ル・アクセス（ＭＣＡ）方式による複信方式となっています。 

(ｳ) 衛星通信系 

地方の指定公共機関との間、固定通信系のバックアップ等の通信のため内閣

府、立川災害対策本部予備施設、地方の指定公共機関等に民間衛星（JC-SAT）

の Ku 帯を利用した衛星地球局を設置しています。 
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中 央 防 災 無 線 網 の 概 要

官邸・中央省庁
（指定行政機関等）

通信衛星

移動通信

災害現地

災害映像の撮影

日赤、電力、ガス等
指定公共機関

首都直下型地震対応衛星地球局

立川災害対策本部
予備施設

東京災害医療センター等

固定通信系
内閣府を中心とした防災関
係機関を電話、ＦＡＸ及び画
像（関係省庁及び立川広域
防災基地内機関）で結ぶ基
幹回線。

移動通信系
公用車や非常災害対策要
員自宅等に配備された無
線機により連絡通信を行う
通信回線。

衛星通信系
地方に所在する等固定通
信系での接続が困難な指
定公共機関等を電話及びＦ
ＡＸで結ぶ回線。

首都直下型地震対応
衛星通信回線
大規模地震により固定通信
系が使用不能になったとき
に備えたバックアップ回線。

緊急連絡用回線
緊急時において、都道府県
の災害対策本部と国の災害
対策本部等との連絡を確保
するホットライン。

＝基地局＝
内閣府のほか内閣総理大臣官
邸、防衛省及び気象庁に設置。

＝移動局＝
指定行政機関、指定公共機関、
都道府県等に配備。

現地災害対策本部用
衛星地球局（移動局）

通信衛星

警察庁、防衛省等の
ヘリコプター等

ヘリ画像等受信機関
警察庁、防衛省、消防庁、
国土交通省、海上保安庁

内閣府
政策統括官（防災担当）

４７都道府県
（災害対策本部等）

固 定 通 信 系 （ 在 京 機 関 ）
又は衛星通信系（在京外機
関）のいずれかで接続。

首都直下型地震対応
衛星地球局

基地局（シェルター型）

基地局（立川局）

移動局（組立型）

首都直下型地震対
応衛星通信回線

固定通信回線

衛星通信回線

画像伝送衛星回線

移動通信回線

他省庁衛星回線

他省庁地上回線

凡 例

画像伝送地上回線

画像伝送回線
災害現地からの画像を、内
閣総理大臣官邸を含む関
係省庁間で交換したり、テ
レビ会議を行う回線。
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(2) 消防防災無線 

ア 概要 

総務省消防庁と全都道府県の間を結ぶ無線通信網です。消防庁からの各種一斉

通報や被災地からの災害情報の収集に利用されます。 

イ ネットワーク構成 

消防防災無線は、地上系マイクロ無線通信網と、地域衛星通信ネットワークを

活用した衛星通信系で構成されています。 

(ｱ) 地上通信系 

地上系マイクロ無線通信網は国土交通省の水防道路用マイクロ無線を共用

し、消防庁と全国47都道府県との間に、電話とファクシミリの切替え運用の回

線が１回線（東京都のみ２回線）確保されています。電話及びファクシミリに

よる相互通信と、消防庁からの一斉通報に利用されています。 

(ｲ) 衛星通信系 

衛星通信系は、通信需要が増大する被災地との通信を確保するため、また、

地上通信系のバックアップ回線として利用されます。個別通信、一斉通報及び

被災地への優先的回線割当てができます（詳細は地域衛星通信ネットワークの項

を参照。）。 

消防防災無線概念図 
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(3) 都道府県防災行政無線 

ア 概要 

地域防災計画に基づき、都道府県、出先機関、市町村等との間で災害情報の収

集・伝達を行うために整備されている無線通信網です。 

災害対策本部の置かれる都道府県庁とその出先機関、指定地方行政機関、指定

地方公共機関、市町村との間でネットワークが構成され、地域防災上の重要なシ

ステムになっています。 

現在では、衛星通信系を含めると、すべての都道府県で整備を完了しています。

東京都など一部都道府県の固定通信系（端末系）では、マルチ・チャネル・アク

セス（ＭＣＡ）方式を採用して周波数利用の効率化を図っています。また、地域

衛星通信ネットワークを都道府県防災行政無線に活用している例もあります。 

イ ネットワーク構成 

都道府県防災行政無線は、固定通信系、移動通信系、テレメーター系、衛星通

信系により構成されています。また、平成16年(2004年)から、同報系と移動系の

機能を併せ持つ260MHz 帯デジタル総合通信システムが導入され、同時双方向の

音声に加え、データ及び静止画像等のマルチメディアに対応するなど、災害時の

情報伝達についてより的確な対応が可能となるほか、市町村との相互応援のため

の通信システムの構築が今後一層容易となります。260MHz 帯デジタル総合通信

システムについては、平成18年(2006年)から三重県にて運用が開始されました

（システムの詳細は付属資料編Ⅰにて参照願います。）。 

 

(ｱ) 固定通信系 

都道府県庁（災害対策本部）と支部（災害対策地方本部）、市町村役場、気

象台等の防災関係機関を地上固定通信網で結ぶシステムです。主に都道府県庁

と支部、また支部と土木事務所等の間を多重通信回線により結んでおり、支部

と市町村等の端末機関との間（端末系）はＶＨＦ／ＵＨＦ帯を使った通信路に

よって結んでいます。災害時には通信統制や一斉情報伝達機能も利用できます。 

また、災害多発地域では伝送路の信頼性の向上のため幹線系をループ状とし

ている都道府県もあります。平常時には通常の電話と同じように利用可能です。 

(ｲ) 移動通信系 
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都道府県庁又は都道府県の出先機関と移動局間及び移動局相互間を結ぶ全

県移動系、都道府県の出先機関と移動局間及び移動局相互間を結ぶ地区移動系

に分かれています。 

(ｳ) テレメーター系 

河川の水位、流量、降水量等の観測データを伝達するため、これを監視する

観測所と管理事務所等の間を無線通信回線で結ぶシステムです。70MHz 帯又は

400MHz 帯を使った無線回線で構成されています。 

(ｴ) 衛星通信系 

地域衛星通信ネットワークを利用し、都道府県庁と市町村役場、防災関係機

関等との通信のほか、衛星通信系を整備する他の都道府県等との通信可能なシ

ステムです（詳細は地域衛星通信ネットワークの項を参照。）。 

 

都道府県防災行政無線概念図 
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(4) 地域衛星通信ネットワーク 

ア 概要 

防災情報の伝達及び地域の情報化等を目的として、各地方公共団体及び防災関

係機関間を通信衛星で結ぶ財団法人自治体衛星通信機構が管理・運営している通

信ネットワークです。 

災害時には、防災行政無線の拡充・強化・補完（緊急時の回線数不足への対応、

非常時のバックアップ、都道府県間の通信）が主な用途になります。平成20年

（2008年)3月末現在、47都道府県で運用されています。 

現在の地上系の都道府県防災行政無線は都道府県単位の通信網であり、都道府

県の区域を越える通信はできませんが、地域衛星通信ネットワークを導入するこ

とで都道府県を越える全国的なネットワークを構築することが可能になります。  

通信衛星を利用することで、耐災性、広域性、同報性、広帯域性、回線設定の

柔軟性・迅速性に優れたシステムが構築できます。 

イ ネットワーク構成  

地域衛星通信ネットワークは、通信衛星スーパーバードＢ２号機を使用して、

国、都道府県、政令指定都市、市町村、防災関係機関等の地球局を結んでいます。

地球局には車載型や可搬型地球局もあり、柔軟かつ迅速な回線設定が可能です。  

また、電話・ファクシミリだけではなく、一斉通報やアナログ・デジタル画像

伝送、データ伝送が利用可能です。  

なお、平成15年(2003年)4月から、第二世代システム（デジタル）による運用

を開始し、ＩＰ型高速データ伝送、デジタル映像伝送等のより高度なサービスを

提供しています。 
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地域衛星通信ネットワーク概念図 

山口管制局

美唄管制局

通信衛星

(ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｰﾄ)

音声・ファクシミリ・データ交換

全地球局の管理制御

国の一斉通報

デジタル方式の画像伝送

アナログ方式の画像伝送

県内一斉通報

パケット型データ伝送

デジタル方式の画像伝送

アナログ方式の画像伝送

東京局
都道府県庁局

政令指定市局

支部局

市町村局 ・出先機関局等
 

 

(5) 市町村防災行政無線  

ア 概要  

災害が発生した場合、市町村が災害情報の収集を行うほか、地域住民に対して

直接情報伝達を行うことを目的として設置される無線通信網です。政令指定都市

については、市役所と区役所との間の通信も可能となっています。 

平成20年（2008年）3月末現在で、同報系を整備している市町村が1,373(75.6%)、

移動系を整備している市町村が1,629(89.7%)となっており、全体の94.1％が何ら

かの防災行政無線を導入しています。 

イ ネットワーク構成 

市町村庁舎（災害対策本部）に設置された統制局（親局）を中心に、市町村内

の子局を結ぶ固定通信系、車載型・可搬型・携帯型無線機との移動通信が可能な

移動系、気象観測データを送信するテレメーター系により構成されています。 

(ｱ) 固定通信系（同報系） 

60MHz 帯を使用して、市町村庁舎（災害対策本部）と、屋外拡声器（可聴範
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囲300m 程度）や家庭内の戸別受信機を結び、市町村役場から地域住民への災

害情報の伝達に活用されます。これにより、災害の予報及び警報を一斉通報可

能です。 

総務省では、平成13年(2001年)４月に同報系システムの高度化を図るため、

これまでのアナログ方式に加えデジタル方式の市町村デジタル同報通信シス

テムの導入を行いました。これにより、従来よりも効率的に文字情報やファク

シミリなどのデータ伝送が可能になりました。 

また、平成15年(2003年)４月に、異メーカー機器間の相互接続ができるよう

総務省推奨規格「市町村デジタル同報通信システム」を公表しました。 

(ｲ) 移動通信系 

移動通信系の無線局は、主に150MHz 帯及び400MHz 帯の車載型・可搬型・携

帯型無線機を使用して、災害現場等から市町村役場に現地災害情報の伝達や連

絡等を行うものです。 

また、広報車による住民への広報活動を行う場合、市町村役場から広報車へ

の連絡にも利用されます。 

平成13年度に260MHz帯を使用したデジタル移動通信システムの導入を行い、

これにより、多様な情報ニーズに対応できて、マルチ・チャネル・アクセス（Ｍ

ＣＡ）方式を用いることで、周波数利用効率の高い、高度な移動通信システム

が実現されました。 

基地局（市町村役場）から、陸上移動局への個別/グループ/一斉通信等がで

きる上、基地局の電波の届かない範囲では、陸上移動局同士で通信可能です。

また、他市町村からの相互応援が容易になるほか、音声、ファクシミリ伝送、

静止画伝送等ができます。 

(ｳ) テレメーター系 

河川の水位、流量、降水量等の観測データを伝送するため、各観測所と管理

事務所等間を遠隔監視測定回線として接続しています。 
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市町村防災行政無線概念図 

（車載）移動局（車載）移動局

同

報

系

移

動

系

テ レ メ ー タ 系

屋上設置型屋外拡声器屋上設置型屋外拡声器

（市町村災害対策本部）
移動系基地局
同報系親局

（市町村災害対策本部）
移動系基地局
同報系親局

路上設置型屋外拡声器路上設置型屋外拡声器

テレメータテレメータ
戸別受信機戸別受信機戸別受信機

（携帯・可搬）移動局

 

※ 同報系親局（市町村災害対策本部）から屋上設置型屋外拡声器及び路上設置型屋

外拡声器への矢印が一方向となるのは、これまでの（アナログ）システムの場合。

市町村デジタル同報通信システムに関しては次ページを参照。 
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(6) 消防・救急無線 

ア 概要 

消防本部や消防署などに基地局を設置し、消防車・救急車に搭載した移動局との

間で、消火・救急活動の情報伝達、指揮・連絡等を行うために活用されている無線

網です。 

イ ネットワーク構成 

主に 150MHz 帯や 400MHz 帯の周波数を利用して通信回線が構成されています。

400MHz 帯の通信回線は、音声通話だけでなく、データ通信及びファクシミリの伝

送にも使われています。また、150MHz 帯には、全国共通波や県内共通波があり、

広域応援時に消防機関相互の通信に用いられます。 

なお、一部消防機関では、映像による情報収集を行うヘリコプターテレビ伝送シ

ステムを導入しています。 

260MHz 帯を使用した消防用デジタル移動通信システムは平成 15 年 10 月に導入

され、音声及びデータ通信の秘匿性の向上、各種データ伝送ができるようになりま

した。 

(7) 防災相互通信用無線 

ア 概要 

地震災害、コンビナート災害等の大規模災害に備え、災害現場において消防、

警察、海上保安庁等の各防災関係機関の間で、被害情報等を迅速に交換し、防災

活動を円滑に進めることを目的としたものです。 

国、地方公共団体、電力会社、鉄道会社等の防災関係機関で導入されています。

防災相互通信用無線の無線局数は、平成19年度(2007年度)末現在、全国で67,518

局となっています。 

防災相互通信用無線を利用するためには、専用の無線設備を整備するか、自営

の無線設備の中に150MHz 帯又は400MHz 帯の防災相互波で通信できるように組み

込む必要があります。 

イ ネットワーク構成 

150MHz 帯又は400MHz 帯の周波数を利用した単信方式の無線通信で、通信距離

は数 km から数十 km と近距離通信に限られます。周波数が２波あることから、両
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方の周波数に対応した無線設備の整備が有効です。また、災害時に適切な運用が

できるように、防災関係機関相互間で運用協定を締結しておく必要もあります。 

 

(8) 電気通信事業者の運営する非常通信システム 

ア 災害時優先電話 

国、地方公共団体等の防災関係機関からの申請により、災害の救援、復旧や公

共の秩序を維持するため電気通信事業法第８条に基づき、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ

西日本からあらかじめ指定されている電話です。 

災害等の発生により電話が輻輳した場合、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本は災害

の復旧や救援等に必要な重要通信の確保を図るため、一般通話の規制を行うこと

があります。このような規制時においても、災害時優先電話は規制されずに優先

的に利用することができます。 

また、公衆電話も災害時優先電話に準じた取扱いになっており、輻輳時でも他

の一般電話よりつながりやすくなっています。 

イ 非常扱い通話・緊急扱い通話  

災害等発生時の非常・緊急事態の時に、国、地方公共団体等の防災関係機関に

対して行うオペレータ扱いの通話で、優先して取り扱います。 

非常扱い通話とは、地震・集中豪雨・台風などの非常事態が発生又は発生のお

それがある場合の災害予防若しくは、救援・交通・通信・電力の確保又は秩序維

持のため必要な事項を内容とする通話です。 

また、緊急扱い通話とは、前述の非常事態のほか、緊急事態が発生した場合、

救援・復旧などのために必要な事項を内容とする通話です。 

この電話を利用する場合は、市外局番なしの「102番」をダイヤルします。 

ウ 孤立防止対策用衛星電話  

地域的な通信の孤立防止対策として、ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本が市町村役

場等に設置している衛星電話設備です。 

災害発生に伴う電気通信設備（交換機、伝送路等）の被災などによる通信途絶

が発生した場合、非常扱い通話・緊急扱い通話（オペレータ扱い）により通信の

孤立を防止し、市町村等からの重要通信を確保します。 

また、特設公衆電話として使用することもあります。 
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エ ポータブル衛星装置、ポータブル衛星車載車  

災害等の発生により、電気通信設備（交換機、伝送路等）が被災した場合、通

信の孤立防止を図るため設置する通信衛星を利用したＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日

本の災害対策機器です。 

ポータブル衛星装置は、人が持ち運べるタイプで機動性があり、山中や交通遮

断などの災害時における臨時電話回線の設定、避難所などへの特設公衆電話の設

置に利用します。 

ポータブル衛星車載車は、災害発生時に緊急出動できるように車両に搭載して

おり、通信衛星を経由してデジタル伝送路の設定、広域避難所などへの特設公衆

電話の設置に利用します。 

このほか、通信衛星を利用した電話では、ＫＤＤＩ、ＫＤＤＩ－ＮＳＬ及びＮ

ＴＴドコモから提供されている、端末自体の持ち運びが可能な衛星携帯電話が、

一般の携帯電話では電波の届かない山間部や海上などで、災害発生時の通信手段

の一つとして利用することが可能です。 

【孤立防止対策用衛星電話】 
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【ポータブル衛星装置】 

【ポータブル衛星車載車】
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(9) 霞ヶ関ＷＡＮ 

ア 概要 

省庁間のコミュニケーションの円滑化や情報共有を目的に設置されたもので、

電子メールシステムや電子文書交換システム、法令・白書などのデータベースな

どが運用されており、平素から防災情報等の収集、伝達、共有化等に活用されて

います。 

イ ネットワーク構成 

電気通信回線により各省庁のLAN（庁舎内ネットワーク）を相互接続しており、

現在、中央省庁を中心に28機関によって構成されています。  

また、平成14年（2002年）4月からは、地方公共団体間の相互接続ネットワー

クである LGWAN(行政総合ネットワーク)とも接続されています。 

 

(10) 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

ア 概要 

地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度情報流通を可能にす

る通信ネットワークとして整備した行政専用のネットワークで、地方公共団体の

コミュニケーションの円滑化、情報の共有による高度利用を図ることを目的とし

ています。 

また、災害等発生時においては、国から地方公共団体へ住民の避難に関する警

報の通知・伝達などに適切かつ効果的に活用されることが望まれます。 

イ ネットワーク構成 

電気通信回線により都道府県、市区町村の庁内ネットワークが相互接続されて

おり、平成14年（2002年）4月には中央省庁の相互接続ネットワークである霞ヶ

関 WAN にも接続されています。
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 災害大国である我が国において、高齢化、都市化、過疎化、情報化など社会変化に伴

い、災害の態様が変化しております。 

その中で、災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、様々な手段を用いて

迅速かつ的確な防災情報の提供を行うための防災用無線システム整備を行う必要があ

ります。 

 防災用無線システムの導入、高度化及び新しいシステムの導入を行うに当たっては、

その運用方法を定め、それに従って運用する必要があります。具体的には、非常通信計

画の作成、運用体制の整備、非常通信訓練の実施等があげられます。 

１ 非常通信計画の作成 

(1) 非常通信計画とは 

非常通信計画とは、電波法第 74 条第１項に規定する通信及びその他非常時にお

ける通信の円滑な運用を図ることを目的として作成される計画のことです。 

都道府県及び市町村は、災害対策基本法第 40 条及び第 42 条に基づき、情報の収

集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達に関する計画を地域防災計

画の中で定める必要があります。 

 

(2) 非常通信計画の作成 

はじめに、公衆回線網の途絶又は輻輳が発生し、公衆回線網による通信が困難な

場合を想定して、自機関の非常通信システムを利用した非常通信計画を作成します。 

次に、公衆回線網及び自機関の非常通信システムが途絶又は輻輳の発生により通

信困難な場合を想定して、他機関の非常通信システムを利用した非常通信計画を作

成します。 

ア 自機関の防災用無線システムを利用する非常通信計画 

都道府県防災行政無線、市町村防災行政無線、防災相互通信用無線など、自機

Ⅲ 防災用無線システム

の運用 
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関が保有している非常通信システムの種類、その設置場所及び情報伝達経路につ

いて、商用電源停電を考慮しつつ計画を策定します。 

 

○情報伝達経路想定例 

(ｱ) ○○町     △△県     消防庁     非常本部等 

      県防  (非電)  消防  (非電)   中防    (非電) 

(ｲ) ××村     △△県     消防庁     非常本部等 

      相互  (非電)  消防  (非電)   中防    (非電) 

 

 県防 ：都道府県防災行政無線網 

消防 ：消防防災無線網 

中防 ：中央防災無線網 

相互 ：防災相互通信用回線 

（非電）：非常用電源での稼働が可能な機関 

 

イ 他機関の非常通信システムを利用する非常通信計画 

非常時に利用可能な非常通信協議会構成員等他機関の保有する自営通信シス

テムの種類、設置機関、場所及び情報伝達経路について計画を策定します。 

なお、非常時に利用可能な非常通信協議会の通信施設は、地区非常通信協議会

又は地方非常通信協議会の事務局へお問い合わせ下さい。 

 

○ 都道府県における他機関の非常通信システムを利用した非常通信計画例 

 

＜○○県＞ 

○○県災害対策本部     国土交通省    消防庁    非常本部等 

(非電)     水防       中防     中防 

 

＜△△県＞ 

△△県災害対策本部      △△県警察本部      警察庁 

(非電)     使送    (非電）    警察  (非電) 中防 

消防庁     非常本部等 

(非電)   中防   (非電) 

 

水防：水防道路用通信回線 

警察：警察用通信回線 

 

※ 都道府県と市町村を結ぶ通信ルートである「地方通信ルート」の策定に当たって

は、「地方通信ルート策定のための指針」を参考に、各地方非常通信協議会と御相

談の上、策定願います。 
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地方通信ルート策定のための指針 

 

１ はじめに 

我が国は地震・台風・火山噴火等災害に見舞われやすい自然環境下にあるが、こ

れら災害の被害を 小限に食い止めるには、災害発生後の迅速かつ的確な情報収

集・伝達が大変重要になる。 

これまで非常通信協議会を中心に、通信計画の作成や通信訓練等を通じて通信ル

ートの策定に取り組んできたが、非常時の情報伝達ルートとして国と都道府県を結

ぶ通信ルート（以下「中央通信ルート」という。）は策定されているものの、都道

府県と市町村を結ぶ通信ルート（以下「地方通信ルート」という。）は未だ多くの

地域で未策定であり、通信訓練時の地方通信ルートもその都度設定しているのが現

状である。さらには、地方通信ルートが非常時、住民に直結するものであることを

考えると、早急に策定することが望まれる。 

 

２ 地方通信ルート策定の目的・根拠について 

（１）策定の目的 

中央通信ルートに併せ地方通信ルートを策定し、被災市町村から都道府県、国

までの通信経路を確立した上で、非常通信協議会の作成する非常通信計画等に掲

載し、非常時において国及び地方公共団体が迅速かつ的確に災害情報等の収集・

伝達を行うことを目的とする。 

なお、地方通信ルートには、公衆回線の途絶又は輻輳の発生により公衆網によ

る通信が困難な場合を想定した通信ルート（以下「通常通信ルート」という。）

と、通常通信ルートが使用できない場合を想定し、他団体・他機関（隣接する市

町村など）の自営通信システムを利用する通信ルート（以下「非常通信ルート」

という。）があるが、本指針においては「非常通信ルート」の策定を主な目的と

する。 
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（２）策定の根拠 

都道府県及び市町村は、災害対策基本法第４０条及び第４２条に基づき、地域

防災計画の中で「情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝

達」に関する計画を定めなければならない。 

また、防災基本計画（平成７年７月中央防災会議決定）の中には災害時の情報

収集・連絡体制の整備として、「国、公共機関及び地方公共団体は、市町村、都

道府県、国その他防災機関との連絡が、相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝

達ルートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確立

に努めるものとする」とあり、国及び地方公共団体等が災害時の重要通信の確保

に関する対策の推進を図る場合、電波法７４条の２の規定により非常通信の確保

を目的に活動する「非常通信協議会との連携にも十分配慮すること」とある。 

なお、本指針において策定を求めている「非常通信ルート」とは、電波法第７

４条第１項に規定する通信及びその他非常時において用いられる必要な通信を円

滑に実施するためのものである。 

さらに、近年の国際情勢の緊張の度合の高まりや弾道ミサイルの発射、大規模

なテロリズムの発生等、取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、武力攻撃災害及び緊急

対処事態における災害への対応も想定した計画作成等の必要性も求められてい

る。このことから、策定に当たっては自主防災組織や災害発生地域以外の要避難

地域、避難先地域の避難拠点など地域・住民等に対する警報の伝達等が的確かつ

迅速に行われるよう、非常通信の円滑な実施の確保についても十分な配慮が必要

である。 

以上のことから、非常時の通信の円滑な実施を確保するための体制の整備に備

え、各機関は相互に協力して通信ルートの策定に努める必要がある。 

３ 地方通信ルートの策定方法について 

地方通信ルートは都道府県、市町村及び地方非常通信協議会が連携し、以下の条

件等により策定する。 

（１）策定における条件 

① 無線局等の選定に当たっては、商用電源の停電を想定して非常用電源の運用
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許容時間等を考慮すること。 

② 自主防災組織や避難拠点など地域・住民と市町村役場間の情報収集・伝達手

段について考慮すること。 

③ 地域防災計画における通信ルート等との整合性を図ること。 

 

■地方通信ルート想定例（非常通信事務必携＜平成１６年８月近畿版＞抜粋） 

 

 

宇

治

市 

 

 

宇治市 ①――京都府（消防防災課） 

役所  ②――宇治警察署――府警察本部――京都府（消防防災課） 

③……ＪＲ宇治駅～～ＪＲ二条駅……京都府（消防防災課） 

④……関電宇治営業所～～関電京都支店――京都府（消防防災課） 

⑤（宇治市消防本部）――京都市消防局――京都府（消防防災課） 

⑥――国土交通省天ヶ瀬ダム管理支所――京都府（消防防災課） 

        ◇記号  ――無線区間  ～～有線区間  ……使送区間 

        ①は通常通信ルート  ②～⑥は非常通信ルート 

 

（２）策定の手順 

策定手順の一例として、以下の様な手順が考えられる。 

① 地域防災計画等で設定している既存の通信ルートのうち、都道府県防災行政

無線などの自営の通信ルート（公衆回線を除く）を通常通信ルートとして設定

する。 

② 既存の通常通信ルートの使用不可に備えて、他団体・他機関の自営通信シス

テムを利用する非常通信ルートを選定する。 

③ 非常通信ルートを選定できない場合、地方非常通信協議会に当該地域の自営通

信システムの保有団体・機関についての情報提供を求める。 

④ 提供された情報をもとに、市町村から自営通信システムの保有団体・機関まで

の距離等を考慮して、非常通信ルートを選定する。 

⑤ 自営通信システムの保有団体・機関との調整等については、必要に応じ地方非
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常通信協議会に協力を要請し、非常通信ルートとして設定する。 

⑥ 策定した非常通信ルートを地域防災計画等に反映させる。 

⑦ 防災・通信訓練等を通じて非常通信ルートの確認や機器の点検を定期的に実施

する。 

 

（３）策定における体制等について 

① 都道府県、市町村及び地方非常通信協議会は実務担当者会議等を開催するなど

連携して、地方通信ルート策定のための体制整備に努めること。 

② 地域の特性や実情等に応じた地方通信ルートの策定計画を立て、実施するこ

と。 

③  都道府県と地方非常通信協議会は円滑なルート策定を図るために、各市町村と

自営通信システムを保有する団体・機関との間の調整を積極的に行うこと。 

④ 地方通信ルート策定後は、各地方非常通信協議会が作成する非常通信事務必携

等に通信ルートを掲載し、都道府県、市町村及び地方非常通信協議会との間で定

期的な情報交換を行うなど、情報の共有化を行い、密接な連携に努めること。 

⑤ 中央非常通信協議会構成員は、本指針に基づく地方通信ルート策定に関して 

それぞれの支社・出先機関等に対し指示又は助言を行うこと。 
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２ 運用体制の整備 

(1) 運用体制の確保 

いざという時の通信体制を確保するため、勤務時間外（夜間・休日など）でも、

要員が速やかに配置できる体制を確立しておく必要があります。 

考えられる休日の防災体制は、以下のとおりです。 

ア 非常通信担当者を交代制で配置し対応 

イ 他機関の要員を配置し対応 

ウ 宿直している要員で対応 

エ 要員を近隣に居住させ、連絡後すぐに駆けつけることで対応 

アの場合は、防災行政無線等の通信機器を取扱いに慣れた非常通信担当者が速や

かに対応可能で も望ましい体制です。 

イ及びウの場合は、非常通信担当者以外が通信機器を操作するので、その取扱方

法の研修及び操作マニュアルの整備が必要です。それ以外にも、各機器の名称（例：

県防災行政無線、同報系、災害時優先電話）並びにスイッチ類の名称及び操作手順

を記したシールをはるなど細かな工夫も有効です。 

エの場合は、対応可能な体制が整備されるまで時間がかかるので望ましい体制で

はありません。 

ア～エ、いずれの場合においても、しっかりとした要員の非常参集・連絡体制を

整備が必要ですが、エはア～ウよりそれを強く求められます。 

 

(2) 非常通信行動マニュアルの作成 

災害発生時には、短時間に多くのことを処理するので、的確かつ円滑に行動でき

ないおそれがあります。それを防ぐため、災害発生時に非常通信担当者の行動をあ

らかじめマニュアルとして作成し、整理する必要があります。 

マニュアルを作成することで、災害発生時においてとるべき行動の確認及び見直

しができ、効果的に行動できます。 

参考として、勤務時間外に大地震が発生した場合の市町村を例に、発災直後の非

常通信行動マニュアルとして必要な項目を以下のとおり示します。 
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（参考例） 

１ 担当職員の非常参集 

あらかじめ災害の程度に応じて非常参集職員、連絡方法を決めておく。 

２ 災害に関する情報の迅速かつ的確な収集・伝達 

(1) 津波警報・避難情報等の災害情報の収集・伝達 

ア 都道府県防災行政無線による都道府県からの情報収集のための通信確保状況の

確認、停電の場合には、非常用電源の稼働。 

イ 市町村防災行政無線同報系による住民への周知のための通信確保状況の確認、

停電の場合には、非常用電源の稼働。 

ウ 市町村防災行政無線移動系（車載局を配備した広報車）との通信確保状況の確認、

停電の場合には、非常用電源の稼働。 

(2) 発災直後の被害の第１次情報等の収集・伝達 

ア 市町村防災行政無線移動系（携帯・可搬型）による情報収集のための通信確保

状況の確認、停電の場合には、非常用電源の稼働。 

イ 都道府県との通信の確保 

(ｱ) 都道府県防災行政無線による被害情報等の伝達のための通信確保状況の確

認、停電の場合には、非常用電源の稼働。 

(ｲ) 衛星通信系が導入されている場合には衛星通信系による通信確保状況の確

認、停電の場合には、非常用電源の稼働。 

(ｳ) 都道府県防災行政無線による伝達が困難な場合には、 

Ａ あらかじめ作成してある通信計画に沿って災害時優先電話、災害応急復旧

用無線、孤立防止用無線、公衆電話等により都道府県との通信を確保。 

なお、通信の確保ができない場合、他の機関の通信網を利用。 

Ｂ さらに通信の確保ができない場合には、地方又は地区非常通信協議会に非

常通信の取扱い要請の依頼を行う。 

３ 通信設備の使用に際し異常が認められた場合には、障害復旧に努めるとともに、保

守委託業者に連絡をとり、迅速な通信機能の回復を図る。 

４ 都道府県に対して、防災行政無線の被害状況等について報告を行う。 
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(3) システムの自動化 

いち早く伝達が必要な災害に対応するため、自動的に起動し伝達できるシステム

を構築することが重要です。 

例えば、地震発生後の津波は、数分以内に来襲するケースもあり、１秒でも早く

付近の住民に対して津波予報を伝達する必要があります。気象庁や管区気象台から

の津波予報が、都道府県→市町村→住民と、それぞれ人手を介して伝達され、住民

に到達した時には既に津波が来襲していたというケースが過去にありました。 

そこで、なるべく人手を介さずに津波予報を伝達するシステムの整備が、北海道

や東京都（島嶼部）、和歌山県などで行われています。 

○北海道：札幌管区気象台の津波予報を地上系及び衛星系（気象衛星ひまわ

り）で道庁が受信後、地上系及び衛星系（スーパーバード）で支庁及び

市町村へ自動伝送。市町村の同報系が自動起動し、住民に避難警報等の

情報を自動的に通報する。 

○東京都：気象庁本庁の津波予報を、気象衛星ひまわりで直接区町村が受信。

区町村の同報無線装置が自動起動し、住民に津波予報が自動的に通報さ

れる。 

○和歌山県：大阪管区気象台の津波予報を、地上系及び衛星系（気象衛星ひ

まわり）で県庁が受信後、市町村の同報無線装置が起動し、津波情報が

直接屋外拡声器から流れる。 

また、以上のシステムと、職員の呼出システム（無線呼出し等）とを連動したシ

ステムを導入している例もあります。 

 

(4) システムの停電対策 

大地震などの災害発生直後には、商用電源が停電することがあります。通信シス

テムが稼働するためには電力が必要ですが、停電時においても通信システムを稼働

させるには、非常用電源を設置する必要があります。 

あわせて、非常用電源を稼働させるための燃料と冷却水（水冷式の場合）も備蓄

します。 

商用電源ではなく、バッテリーで稼働する携帯型の無線端末でも、停電中のバッ

テリー切れに備えて、予備のバッテリーを用意します。さらに、これらのシステム
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を稼働させる備品類の定期的なチェック体制を確立します。 

特に、非常時のみ使用する端末については、バッテリー容量の確認等保守を怠ら

ないよう注意が必要です。 

 

３ 非常通信訓練の実施 

(1) 非常通信訓練の目的 

通信機器取扱いの習熟を図るとともに実施、非常通信計画の実効性を高めるため、

平常時から非常通信訓練に、そのノウハウを活用します。 

非常通信訓練の実施結果を踏まえて、非常通信計画の改善や自機関の防災用無線

システムの今後の整備・高度化に活用可能します。 

 

(2) 非常通信訓練実施上の留意点 

非常通信訓練を効果的にするための留意点は以下のとおりです。 

ア 非常通信計画に定められた情報伝達経路の活用 

非常通信計画に従い、自機関の防災用無線システム及び他機関の非常通信シス

テムを利用する情報伝達経路で非常通信訓練を実施します。 

イ 災害想定の明確化 

実践的な訓練を実施するため、災害想定を明確にします。 

(ｱ) 災害の日時、規模及び被害想定の明確化 

（例：○月○日○時、○○で震度○の地震発生。公衆回線の途絶） 

(ｲ) 地域の実情に応じた災害想定 

（例：海岸沿いの地方公共団体における津波災害の想定） 

(ｳ) 非常用電源の使用 

商用電源の停電を想定して、非常用電源を使用する訓練を行います。これは、

非常用電源の点検にも役立ちます。 

ウ 訓練方法 

非常通信訓練は、あらかじめ日時及び訓練ルートを指定して訓練を行いますが、

その他以下のような方法があります。 

(ｱ) 実施日時をあらかじめ指定しない訓練 

複数の日や一定の期間を設定し、そのいずれかの日時で訓練を実施します。
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これにより緊張感が生み出され、一層の訓練効果が期待できます。 

(ｲ) 情報伝達経路をあらかじめ指定しない訓練 

訓練で使用する情報伝達経路を事前に指定せず、訓練当日に発信者が非常通

信計画で定められた情報伝達経路の中から任意の経路を選択して訓練を実施

します。 

(ｳ) 他機関との広域合同訓練 

広域災害に備え、周辺の他機関と連携する合同訓練を実施します。 

 

４ 平常時からの利用 

 阪神・淡路大震災をはじめ、過去の我が国の災害時における非常通信の実態から、次

のことが教訓として言えます。 

  

平常時から使っていないシステムは、 

いざという時に活用できない 

 

被災という切迫した状況において、普段使っていないシステムを活用することは困難

です。これを防ぐには、平常業務において非常通信システムを利用することが効果的で

す。 

これにより、機器の取扱いの習熟及び設置場所の把握ができ、非常通信システムの利

用を確認できるので、システムの点検にもつながります。 
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１ システムと運用方法 

 防災用無線システムの整備には、新たな防災用無線システムの導入や機能の追加など

システム面の検討のほか、前に述べた非常通信計画の作成、運用体制の整備、非常通信

訓練の実施などその運用方法の検討も必要です。 

防災用無線システムの整備を計画する場合は、次の３点について考慮します。 

(1) 現状のシステムで対応できない場合は、短期間で対応可能なシステムの補強で

対応します。その際には、防災用無線システム以外の電気通信事業者の提供する

非常通信システムの活用も検討します。  

(2) システムを補強しても対応できない場合は、新たな防災用無線システム導入を

検討します。 

(3) 運用方法の整備は、大規模なシステムの導入時のほか、移動無線機の増配備な

どシステムの補強及び整備に応じて逐次行います。 

以上の考え方をまとめたのが、以下の図です。

Ⅳ 防災用無線システム

の整備 

現状のシステム 当面のシステム 次期システム 

現状の運用体制

における非常通

信計画 

当面の運用体制

における非常通

信計画 

新しい運用体制

における非常通

信計画 

システム

の補強 
システム

の整備 

運用方法

の補強 

運用方法

の整備 

電気通信サービスの 

利用や停電対策 等 
防災用無線シス 

テムの整備 

現在 暫定 将来 

シ
ス
テ
ム

運
用
方
法
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２ 地域特性に合わせたシステム整備 

 自然環境や都市化の進展等、地域特性によって想定される災害の種類や規模が異なる

ので、地域特性に適合したシステム整備が必要です。 

 したがって、その地域にどのような災害が発生する可能性や被害の大きさを把握する

必要があります。 

 例えば、地震による津波の危険性が高く、津波警報を１秒でも早く伝達する必要があ

る地域は、同報性、速報性が高いシステムを導入する必要があります。 

また、地形特性として、山間部を抱え起伏の多い地域では、起伏がない平坦な地域に

比べ、無線設備の中継施設が多く必要となることは、システム設計の際に考慮すべき事

項です。 

 

３ 防災行政用無線局の開設 

防災行政用無線局は、地方公共団体又は地方自治法第 252 条の２の規定により設けら

れた協議会が、災害対策基本法等の諸法令に基づき、それぞれの地域における防災、応

急救助、災害復旧等に関する業務及び地方行政に関する業務の遂行上必要な無線通信を

行うために開設するものです。 

すなわち、防災行政用無線は、非常災害時において、防災、救助、復旧等業務を遂行

する上で必要な重要通信の確保を主な目的として、公共機関を中心に構成された無線通

信ネットワークであるといえます。 

 防災行政用無線局の開設には、総務大臣から無線局免許を受けなければなりません。

無線局の開設に当たっては、整備するシステムの構成や使いたい周波数等の技術的な検

討を踏まえた設計が必要です。通信できるエリアは、周波数や地形等の影響を大きく受

けますので、実地の調査等も必要となります。さらに、その機能が災害時に十分発揮さ

れるよう、運用体制等を各機関の防災業務計画や各地方公共団体の地域防災計画に明確

にしておくことが必要です。 

 無線局を開設するまでの手続は、電波法令により定められていますが、市町村が防災

行政用無線局を開設する場合の具体的な手順の流れの概要は、次のとおりです。 
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防災用無線システム導入決定の流れ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各総合通信局及び沖縄総合通信事務所では、

無線局の開設に関する相談に応じています。 

総合通信局等の連絡先は、別表１を参照してく

ださい。

無線局免許申請 

 

 

システム

設計 

 

無線従事者資

格の取得 ※１ ※２

予備免許の付与 

無線設備設置工事 

技術的な設計と併せて運用時の体制も

含めた計画を作成します。総合通信局

等と周波数使用の可能性や詳細な内

容について相談する際に必要です。 

総合通信局長等に無線局申請書及び

添付資料（無線局事項書（※４）、工事

設計書（※５）、技術基準適合証明（※

６）を受けた設備を用いるときはそれを

証明する書面）を提出します。 

計画の作成 ※３

工事設計が電波法令に定める技術基準

に適合すること、周波数割当てが可能で

あること、無線局の開設の根本的基準

（総務省令）に合致することが審査されま

す。審査に際し、資料の提出を求められ

ることがあります。 

審査の結果、条

件に適合する場

合、工事落成の

期限（通常６か月

以内で指定され

ます。）、電波の

型 式 及 び 周 波

数、識別信号、空

中線電力、運用

許容時間を指定

して予備免許が

与えられます。こ

れに基づき設備

の詳細を決定し、

試験電波が発射

できます。 

技術基準適合証

明を受け又型式

検定に合格した

設備を使用する

移動局や同報子

局等は、予備免

許から落成後の

検査までの一連

の手続きが省略

され、免許が与え

られます。 

工事設計を変更する必要が生じた場合、

あらかじめ許可等が必要です。ただし、

指定された周波数、電波の型式及び空

中線電力は変更できません。 

なお、技術基準適合証明を受けた設備

を同じ証明を受けた別の設備に変更す

る場合等の総務省令で定められた軽微

な変更の場合は、事前の許可は不要で

すが、事後遅滞なく届け出る必要があり

ます。

防災用無線システム導入決定

（次ページへ続く） 
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（前ページから続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［解説］ 

※１ それぞれの市町村にあった防災行政無線システムとするために、無線施設の実施

設計や設計監理等を行います。 

※２ 

(1) 無線局の運用（無線設備の操作）は、原則として資格を持った無線従事者が行

うか、主任無線従事者（無線設備の操作の監督を行う者として選任された無線従

事者）の監督の下に行わなければなりません。例えば、市町村の防災用無線の場

合、第３級陸上特殊無線技士以上の資格が必要です。 

したがって、運用する無線局の数や配置に応じて、また、夜間や休日の対応も

考慮し、複数の無線従事者を選任する必要があります。 

落成届の提出 

落成検査日時の通知 

落成後の検査 

免許の付与 

指定された工事落成期限から２週間以

内に届出がない場合、免許は拒否され

ますので、ご注意ください。 

落成月の翌々月までに検査が行われま

す。 

具体的な日時については、各総合通信

局と事前に調整します。 

無線設備、無線従事者の資格及び員数、時

計及び書類（無線検査簿、無線業務日誌、

電波法令集、無線局申請書の添付書類の

写し）について検査を受けます。移動局等で

は書類等の一部備え付けが省略できます。

登録点検事業者（※７）の点検結果を記載し

た書類を提出した場合は、一部の検査が省

略されます。 

落成後の検査に合格することにより免許状

が交付され、無線局が開局されます。以

後、運用ができるようになります。 

（工事終了） 

運 用 開 始 
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(2) 無線従事者の資格を取得するには、国家試験に合格するか、養成課程を受講し

て修了試験に合格することが必要です。この養成課程については、個人受講のた

めに定期的に開催されているほか、地方公共団体の要望により、個別に開催され

ることもあります。国家試験及び養成課程の詳細については、（財）日本無線協

会にお尋ねください（別表２参照）。 

(3) 通信操作や基地局の無線従事者に管理される移動局の技術操作（電源の投入等）

は、無線従事者の有資格者以外でもできます。また、非常通信を行うための無線

従事者を操作に充てることができない場合にも、無線従事者の責任の下で無線従

事者の有資格者以外でも設備の操作ができます。  

※３ 《計画の作成内容》 

各総合通信局等と相談する際は、無線局を開設する必要性（その役割や配備の考

え方）、運用、管理の体制、工事設計の概要、スケジュールなど、無線局申請に関

係する次の項目を内容とする計画を用意する必要があります。 

ア 市町村の沿革、地勢 

過去における災害状況と今後予想される災害の態様等も整理しておくとよい

でしょう。 

イ 地域防災計画における無線システムの位置付け 

ウ 関係する組織、業務の概要、無線局の管理担当部門など 

エ 無線従事者の配置計画 

 所属、氏名、資格、員数及び将来の養成計画 

オ 無線局の管理体制 

カ 無線局の整備計画 

(ｱ) システム構成図 

(ｲ) 主な諸元等 

電波の型式、周波数、空中線電力等の無線局の工事設計 

(ｳ) カバーエリア 

行政区域全域を示すなるべく精度の高い地図（縮尺及び等高線の入った２万

５千分の１）に空中線の位置、避難場所等を明示します。 

(ｴ) 完成予定年月及び工程 
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キ その他 

(ｱ) 添付資料 

地域防災計画、他の市町村との応援協定 

(ｲ) 回線設計書 

(ｳ) 電波伝搬実験の結果 等 

※４ 無線局事項書 

 無線局の免許申請書に添付する書類の一つ。申請に必要な事項（開設を必要とす

る理由、電波の型式、希望する周波数の範囲及び空中線電力、通信の相手方、通信

事項等）を記載します。 

※５ 工事設計書 

 無線局の免許申請書に添付する書類の一つ。無線設備の工事設計に係る事項（通

信の方式、送信機及び受信機の特性、電源設備、空中線系等）を記載します。 

※６ 技術基準適合証明 

 無線設備が電波法に定める技術基準に適合していることを事前に確認し、証明す

る制度。この証明を受けた無線設備のみを使用する無線局の免許申請には、予備免

許や落成後の検査が省略されるなどの簡易な免許手続が適用されます。 

 市町村の防災用無線で使われる移動局や同報子局（デジタル方式を含む。）の設

備は、この証明の対象になっていますので、これらの設備の多くは、製造業者があ

らかじめ証明を受けています。 

※７ 登録点検事業者制度 

 登録点検事業者（無線設備等の点検の事業を行うことについて総務大臣の登録を

受けた者）により行われた無線設備等の点検結果を記載した書類が提出された場合

は、当該無線局（国が開設する無線局を除く。）の検査（臨時検査を除く。）の一

部を省略することができる制度です。 

 なお、この方法で検査を受けることとするかどうかは、申請者の選択によります。
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【別表１】各総合通信局等の連絡先 
 

○北海道総合通信局【管轄都道府県：北海道】 

〒０６０−８７９５ 北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 札幌第１合同庁舎 

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０１１−７０９−２３１１（内４６５４） 

 

○東北総合通信局【管轄都道府県：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県】 

〒９８０－８７９５ 宮城県仙台市青葉区本町３−２−２３ 仙台第２合同庁舎 

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０２２−２２１−０６８４ 

 

○関東総合通信局【管轄都道府県：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈

川県・山梨県】 

〒１００−８７９５ 東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎 

無線通信部陸上第二課地方公共団体担当 電話０３－６２３８－１７７４ 

 

○信越総合通信局【管轄都道府県：新潟県・長野県】  

〒３８０−８７９５ 長野県長野市旭町１１０８ 長野第１合同庁舎  

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０２６−２３４−９９８６  

 

○北陸総合通信局【管轄都道府県：富山県・石川県・福井県】 

〒９２０−８７９５ 石川県金沢市広坂２−２−６０ 金沢広坂合同庁舎内  

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０７６−２３３−４４８１  

 

○東海総合通信局【管轄都道府県：岐阜県・静岡県・愛知県・三重県】  

〒４６１−８７９５ 愛知県名古屋市東区白壁１−１５−１ 名古屋合同庁舎第３号館 

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０５２−９７１−９６２０  

 

○近畿総合通信局【管轄都道府県：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県】 

〒５４０−８７９５ 大阪府大阪市中央区大手前１−５−４４ 大阪合同庁舎第１号館 

無線通信部陸上第二課第二公共団体担当  電話０６−６９４２−８５５８  

 

○中国総合通信局【管轄都道府県：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県】 

〒７３０−８７９５ 広島県広島市中区東白島町１９−３６ 

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０８２−２２２−３３６８  

 

○四国総合通信局【管轄都道府県：徳島県・香川県・愛媛県・高知県】 

〒７９０−８７９５ 松山市宮田町８−５ 

無線通信部陸上課公共団体担当 電話０８９−９３６−５０３６ 

 

○九州総合通信局【管轄都道府県：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県】 

〒８６０−８７９５ 熊本市二の丸１−４ 

無線通信部陸上課自治体担当 電話０９６−３２６−７８６０  

 

○沖縄総合通信事務所【管轄都道府県：沖縄県】 

〒９００−８７９７ 那覇市東町２６−２９ 

無線通信課陸上担当 電話０９８−８６５−２３０６  
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【別表２】（財）日本無線協会の事務所 
 

○本部 

〒１０４－００５３ 東京都中央区晴海３−３−３ 

電話０３−３５３３−６８２１ 

 

○北海道支部 

〒０６０－０００２ 北海道札幌市中央区北２条西２－２６ 道特会館４階 

電話０１１−２７１−６０６０ 

 

○東北支部 

〒９８０－００１４ 宮城県仙台市青葉区本町３－２－２６コンヤスビル 

電話０２２−２２１−４１４６ 

 

○信越支部 

〒３８０－０８３６ 長野県長野市南県町６９３－４共栄火災ビル 

電話０２６−２３４−１３７７ 

 

○北陸支部 

〒９２０－０８６４ 石川県金沢市高岡町１−３９ 住友生命金沢高岡町ビル８階 

電話０７６−２２２−７１２１ 

 

○東海支部 

〒４６０－８５５９ 愛知県名古屋市中区丸の内３−５−１０住友商事丸の内ビル 

電話０５２−９５１−２５８９ 

 

○近畿支部 

〒５４０－００１２ 大阪府大阪市中央区谷町１－３－５オグラ天満橋ビル 

電話０６−６９４２−０４２０ 

 

○中国支部 

〒７３０－０００４ 広島県広島市中区東白島町２０−８ 川端ビル 

電話０８２−２２７−５２５３ 

 

○四国支部 

〒７９０－０８１４ 愛媛県松山市味酒町１−１０−２ ゴールドビル味酒 

電話０８９−９４６−４４３１  

 

○九州支部 

〒８６０－８５２４ 熊本県熊本市辛島町５−１ 日本生命熊本ビル 

電話０９６−３５６−７９０２  

 

○沖縄支部 

〒９００－００２７ 沖縄県那覇市山下町１８－２６ 山下市街地住宅 

電話０９８−８４０−１８１６  
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３ 無線設備の停電・耐震対策についての考え方 

地震等の災害発生時において無線設備の運用に障害が生じる場合の原因は、多くが電

力の供給停止であるので、現実の災害発生に際しては、その機能を十分発揮するための

対策を日ごろから講じておくことが重要です。 

そこで、総務省（当時の郵政省）では、発電機メーカー、無線通信機器メーカー、電

気通信事業者、電力会社、地方公共団体の防災担当者等からの御協力いただき、平成７

年（1995年）３月に防災無線設備の停電・耐震対策について改めて検討し、以下の対策

をとりまとめました。 

そのほか、新潟県中越地震等における自家発電装置の設置の重要性にかんがみ、総務

省では、電波法関係審査基準において、自家発電装置の設置等十分な運用を確保するた

めの対策を講ずることについての関係規程改正を行いました。 

 

(1) 電源設備 

ア 非常用電源設備 

(ｱ) 原動機の方式 

原動機の方式は、燃料の違いからディーゼル方式とガスタービン方式に大き

く分けられます。 

Ａ ディーゼル方式 

ディーゼル方式は、冷却方式の違いから以下の３方式に分けられます。 

(A) ラジエター方式 

冷却に水を用いず風を用いて冷却します。これにより安定した運転が可

能となります。ただし、ファンの騒音及び換気対策が必要となります。 

【ラジエター方式 配管系統図】 
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(B) 流下方式 

使い捨ての冷却水を用いて冷却します。換気が 小限なので密室に設置

することも可能、かつ、大きな出力を得ることができます。 

ただし、冷却水が大量にあり、その排水を処理できる環境でしか設置で

きません。 

 

(C) クーリングタワー方式 

使用済み冷却水を冷却するためのクーリングタワーを屋外に設置して、

使用済み冷却水の再利用を図る方式です。 

これによって流下方式のように冷却水の廃棄が不要となり、冷却する際

に発生する蒸発分のみの水の補給で冷却でき、消費する冷却水の量を 小

限に抑えて稼働することが可能です。 

屋外設備であるクーリングタワーの設置場所及び冷却水の水質管理が

必要となります。 

 

【流下方式 配管系統図】 
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【クーリングタワー方式 配管系統図】 

 

 

 

 

Ｂ ガスタービン方式 

ガスタービン方式の原動機は、圧縮機、燃焼器、タービンから構成され、

圧縮機で昇圧された空気を燃焼器で高温の燃焼ガスとなってタービンへ送
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り、その回転動力で発電します。ガスタービン方式の種類は、圧縮機とタ

ービンが全く同一軸を成している一軸形と、タービンが圧縮機駆動用と出

力用との２つに分かれている二軸形とに大別されます。 

ガスタービン方式は、大容量機として主に利用されており、ディーゼル

方式に比べて多くの電力を得ることができますが、燃費の点で劣っていま

す。 

(ｳ) 性能比較 

 ガスタービン ラジエター一体型ディーゼル

（高速ディーゼル） 

要始動時間 30～40 秒 10～40 秒以内 

発電容量 100kVA～ 10kVA～750kVA 

燃料消費量 

熱効率が低く、 

燃料消費量が多い。 

420～500 l/h 

(1000kVA) 

熱効率が高く、 

燃料消費量が少ない。 

200～220 l/h 

(1000kVA) 

耐震性 新の耐震基準により対策すれば特に差はない。 

使用燃料の 

種別 

Ａ重油、軽油、灯油 Ａ重油、軽油 

 

(ｴ) 建設・維持比較 

 ガスタービン ラジエター一体型ディーゼル

据付け面積 
差がない 

据付け重量 

吸気・排気 

設備 

大型設備 小型設備 

騒音・防音設

備 

発生騒音が高周波であるた

め、低騒音化が容易 

発生騒音が低周波であり、低

騒音化は場合によっては不要

振動 
小 

場合によって防振対策 

大 

防振対策が必要であるが、防

振ゴム等により低振動化は容

易 

排気ガス

(NOx) 
～120ppm 500～950ppm 

保守 

(全ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ) 
原則工場持込み 原則設置場所 
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(ｵ) 発電容量 

無線設備の負荷の容量別に適合する原動機タイプの例を下表のとおりです。 

表 ガスタービン方式とラジエター一体型のディーゼル方式の推奨タイプ 

用  途 所要発電機出力容量 適合する原動機タイプ例 

庁舎用(大) 

 

(小) 

庁舎と共用の場合 

750kVA～ 

 

200kVA～750kVA 

ガスタービン、ラジエター一体型の

ディーゼル方式 

ガスタービン、ラジエター一体型の

ディーゼル方式 

県庁局（地上系） 

 

   （衛星系） 

75kVA～200kVA 

 

15kVA～20kVA 

ガスタービン、ラジエター一体型の

ディーゼル方式 

ラジエター一体型のディーゼル方式

支部局（地上系） 

   （衛星系） 

20kVA 前後 

10kVA～15kVA 

ラジエター一体型のディーゼル方式

ラジエター一体型のディーゼル方式

中継局（※１） 

中継局（※２） 

7.5kVA～20kVA 

１kVA～３kVA 

ラジエター一体型のディーゼル方式

空冷式のディーゼルエンジン 

同報親局 ３kVA～５kVA 空冷式のディーゼルエンジン 

※１ マイクロ無線局 

※２ 市町村防災行政無線（固定通信系、移動通信系（地域防災無線を含む。）） 

 

イ 蓄電設備 

発電せず電気を蓄え、停電時にそれを放出することによって停電時の電力を賄

います。非常用発電機が始動するまでの停電時間の電力を賄うために設置する場

合もあります。 

(ｱ) 直流蓄電池装置 

直流蓄電池装置は、停電補償時間３時間以上の装置が一般的です。交流無停

電電源設備より容量が大きいので、非常用発電機未設置の無人無線局に適して

います。 

表２ 直流蓄電池装置の容量 

非常用発電設備の 

有無 
運用体制 

直流蓄電池装置 

保持時間の目安 

設置局 

有人 

夜間休日無人 

無人 

約15分 

約３時間（注１） 

約８時間（注１） 

非設置局 無人 約48時間（注２） 
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（注１） 非常用発電設備が正常に動作しなかった場合に職員が庁舎に到着に要

する時間を勘案したものです。 

（注２） 商用電源が断となった場合に電源が回復するまでに要する時間を勘案

したものです。 

 

(ｲ) 交流無停電電源設備 

一般的には停電補償時間は１０分程度ですが、通常電力と同じ交流なので瞬

断がなく、電気機器を使用できるのが大きな特徴です。そのため、非常用発電

設備が稼働する前の電力を賄うため、設置されることが多いです。 

構成としては、バッテリーとインバータ装置（直流を交流に変換する装置）

からなり、商用電源と同じ周波数の電源を持ち、商用電源が断になったときに、

無瞬断で電力を送る装置です。 

 

(2) 管理・運用体制 

ア 燃料 

(ｱ) 原動機用燃料等の確保 

停電時間が数日などの長時間にわたる場合に備えて、日ごろから燃料等の確

保について十分な検討が必要です。消防法の規定を踏まえつつ、燃料等の種別

ごとの備蓄量やこのためのスペースの確保、燃料店との契約、燃料等運搬のた

めの交通の確保（緊急車両の指定等）など燃料等の補給に係る課題を整理し、

対策を講じておく必要があります。 

(ｲ) 燃料等の保存及び保持時間 

地震等の災害による商用電源の停電を想定した場合、商用電源の回復までの

間、無線設備の機能を維持しなければなりません。 

このため、停電時における無線設備、通信用空調設備、さらに非常用電源設

備を庁舎用と共用する場合には法定負荷等の電力給電対象をあらかじめ明ら

かにし、これら負荷への電力供給を一定時間可能とする必要があります。 

燃料等の保持時間としては、一つの目安として、無保守で 低24時間連続運

転ができるよう、燃料タンクの容量を設計することが望まれますが、発注して
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から給油までに必要な時間を十分考慮し、保有量を決めておく必要があります。 

停電を想定した運転時間は、無線局の目的及び重要性並びに無線局の設置場

所及び有人か無人かなどの運用体制により異なりますが、無線設備の燃料等の

保持時間の目安を下表のとおりです。 

表３ 非常用発電機の燃料等の容量 

【標準時間】 

地域 燃料等の保持時間 

都市部 24時間 

上記以外の地域 48時間 

（注）燃料等とは原動機燃料、潤滑油のこと。 

 

なお、燃料の保存方法及び保有量に関する消防法等の関係法令は以下のとおり

です。  

Ａ 消防法（昭和 23 年７月法律第 186 号抜粋） 

第 10 条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両に固定されたタンクに

おいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を含む。）以外の場所でこれ

を貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱って

はならない。（以下略） 

Ｂ 消防法第９条の３に基づく危険物の規制に関する政令（昭和 34 年９月政

令第 306 号抜粋）で定める指定数量 

 

種
別

品 名 性 状 主な種類 指定数量 

第 

四 

類 

第一石油類 引火点２１℃未満
ガソリン、アセ

トン、その他 

２００ 

リットル 

第二石油類 
引火点２１℃以上

７０℃未満 

軽油、灯油、そ

の他 

１０００ 

リットル 

第三石油類 
引火点７０℃以上

２００℃未満 

重油、ｸﾚｵｿｰﾄ油、

その他 

２０００ 

リットル 

第四石油類 
引火点２００℃以

上 

シリンダ湯、 

ｷﾞｬｰ油、その他

６０００ 

リットル 
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(ｳ) 非常用発電機の始動 

非常用発電機の始動が円滑に行うため、地震等による停電の発生時に、非常

用発電機の自動始動化（負荷への給電切替えを含む。）が望まれます。 

停電を感知して非常用発電機を自動始動する方式には、電気始動方式及び圧

縮空気始動方式があり、いずれの場合にも、確実な始動の確保を図る必要があ

りますが、始動に失敗した際の再始動までの時間や再始動が可能な回数にも十

分配慮して設計・施工する必要があります。 

また、始動の信頼性を高めるため、非常用発電機に設置される保護装置をな

るべく簡素にするとともに、始動や制御の手順の単純化を図ることが必要です。

法令に定まっている以上の保護は、かえって災害のときに機能しなくなる恐れ

があります。 

イ 要員の確保 

災害時を想定した要員確保のマニュアルを作成・周知し、無線従事者等を含む

災害時の要員の確保、応急修復のための人員の派遣体制に関して平常時から備え

ます。  

ウ 定期保守点検 

定期保守点検の間隔・項目、外部保守委託の範囲、災害発生を想定した始動試

験方法、原動機や無線局用蓄電池の定期交換等を内容とする無線局の保守管理規

程等を作成するとともに、これに基づく保守点検を定期的に行います。 

 

(3) 非常用発電設備の信頼性の向上 

無線局の非常用発電設備が庁舎の非常用発電装置と共通の場合には、当該非常用

発電設備に障害が生じると、無線設備に影響が及びます。 

したがって、無線設備専用の非常用発電設備を設置し、さらに、庁舎用非常発電

設備からも受電可能な方式であることが、非常用発電設備の信頼性の向上に役立ち

ます。いっそうの信頼性の向上を図るため、非常用発電機２台の並列運転や非常用

電源車の配備について検討する必要があります。 

なお、給排気・換気設備、燃料設備、冷却水用設備、始動用直流電源設備など付

属設備に障害も無線設備に影響が及ぶので、それぞれの設備の信頼性向上を図るこ

とが必要です。 
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(4) 耐震対策の強化 

障害が発生した場合に重大な影響を及ぼすおそれのある無線設備や電力を供給

する非常用電源設備については、 近における 大規模の地震である阪神・淡路大

震災と同程度の規模を想定した対策が必要です。 

ア 耐震工事 

(ｱ) 想定した震度に耐え得るよう、基礎ボルト（下からのアンカー）、ストッパ

ーなどにより、非常用電源設備、端末を含む無線設備を固定します。また、

新の耐震設計基準にしたがってより地震動に強い工事方法を採用する必要が

あります。 

(ｲ) 庁舎等の損壊から無線設備を保護するための収納構造物の耐震性の強化、冷

却水配管、燃料配管の工事におけるフレキシブル継手の採用など工事方法の改

善を推進します。 

イ 非常用電源設備の設置場所 

(ｱ) 非常用電源設備の設置場所の選定に当たっては、設備の重量、予想される地

震動、落下物等を考慮しつつ、設置階、設置場所の選定を行います。 非常用

発電設備は重量物であるため、１階、地階等の低層階への設置されることが多

いのですが、その際には地階設置の場合には入り口に堰を設けるなど、防水扉

の設置などの浸水対策が重要となります。 

(ｲ) 給排気・換気設備、燃料設備、冷却水用設備、始動用直流電源設備などの付

属設備は、非常用発電機と同室に設置が耐震対策上有効です。 

さらに、情報伝達手段の多ルート化を図るため、無線設備の障害を想定し、

可搬型・車載型地球局を常備するなどの対策を講じます。 

(5) 商用電源 

ア 信頼性向上対策 

商用電源の利用に当たっては、本線・予備線受電、ループ受電、スポットネッ

トワーク受電の採用など受電方式の改善、庁舎内の主変圧器の冗長構成の採用な

ど商用電源の信頼性の向上を検討します。 

イ 電力会社への事前説明 

電力会社に、復旧をできるだけ優先すべき設備について平常時から十分説明し、

理解を得ておく必要があります。 
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ウ 特殊電源方式 

同報子局など極めて小規模の無線設備では、太陽電池発電方式（１平方メート

ルで100Ｗ程度の発電能力）と蓄電設備を併せて採用し、商用電源の停電による

影響を極力小さくする方策を検討する必要があります。 

 

 

【参考文献】 
『JIS 用語辞典』 日本規格協会 

『電子情報通信ハンドブック②』 電子情報通信学会編 オーム社 等 
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４ 無線設備の停電・耐震対策のための指針 

(1) 目的 

本指針は、地震等の災害の発生に伴う停電や大きな地震動の発生に際して、無線

設備の機能を維持するために、それぞれの防災機関において講ずべき対策を具体的

に示すことにより、災害に関する情報の伝達を可能とし、もって被害の軽減に資す

ることを目的とします。 

なお、それぞれの防災機関においては本指針を原則として、設備ごとに もふさ

わしい具体的基準を整備し、対策を講じていくことが望まれます。 

 

(2) 対象設備 

防災用途に使用する無線設備を広く対象としていますが、特に都道府県及び市町

村が整備する固定系無線設備、衛星地球局設備、移動系無線設備及び中継用無線設

備を対象とします。 

 

【主に対象とするシステム】 

ア 都道府県：都道府県防災行政無線 

(ｱ) 地上系無線設備（統制局、支部局等、中継局） 

(ｲ) 地球局設備（統制局、支部局等） 

(ｳ) 移動系無線設備（統制局、中継局） 

イ 市町村：市町村防災行政無線 

(ｱ) 同報系無線設備（統制局、中継局、同報子局） 

(ｲ) 移動系無線設備（統制局、中継局） 
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(3) 対策  都道府県及び市町村防災無線設備（統制局、中継局） 

 

 

(凡例) ◎実施すべき事項 

    ○できるだけ実施すべき事項 

    △経済的、物理的等の面を考慮し、可能

であれば実施すべき事項 
 

都道府県防災

行 政 無 線

（含：地球局

設備）注 1 

市町村防災行

政無線 

 注 3 

統

制

局

端

末

局 

注2 

中

継

局 

統

制

局 

同

報

子

局

中

継

局

１ 停電対策について 

 1-1 基本的事項 

  ① 非常用発電設備を設置すること 

  ② 非常用蓄電設備を設置すること 

  ③ 防災用無線設備専用の非常用発電設備を設置すること 

  ④ 防災用無線設備専用の非常用発電設備を設置した場合、庁舎用非常

用発電設備によるバックアップや非常用発電設備２台による並列運

転などにより信頼性向上を図ること 

  ⑤ 非常用発電設備の実負荷運転等の実際の災害の発生を想定した保

守、点検整備を行うこと（少なくとも年２回） 

 

 

 

◎

◎

○

△

 

 

◎

 

 

◎ 

◎ 

○ 

－ 

 

 

◎ 

 

 

◎ 

◎ 

○ 
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◎ 

 

 

◎ 

◎ 

○ 

△ 

 

 

◎ 

 

 

－

◎

－

－

 

 

◎

 

 

○

◎

○

－

 

 

◎

 1-2 非常用電源設備 

 ア 原動機方式 

  ① ガスタービン方式又はディーゼル方式のラジエター一体型のもの

を採用すること 

  ② 小規模（５kVA 以下）のものについては空冷式のディーゼルエンジ

ンを採用すること 

 イ 蓄電池・燃料等の保持時間 

  ① 災害時による停電時において、非常用電源設備から供給を受ける負

荷の対象機器を平常時より明確にしておくこと 

  ② 直流蓄電池装置の保持時間 

   ○非常用発電設備が設置されており、 

    ・運用体制が夜間休日無人の場合は３時間以上の容量があること 

    ・運用体制が終日無人の場合は８時間以上の容量があること 

   ○非常用発電設備が未設置であり、運用体制が終日無人の場合は 48

時間以上の容量があること 

  ③ 交流無停電電源装置の非常用蓄電池容量は、原則 30 分以上の容量

があることが望ましい 

  ④ 非常用発電設備の運転時間は、法令上可能であれば 24 時間以上で

あること 

 ウ 非常用発電機の始動 

   非常用発電機の自動始動化が可能であること 
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◎ 

注4 

◎ 
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△

 

◎

 

 

◎

 

 

 

－

○

○

 

－

 

○

 

 

◎

 1-3 管理・運用体制について 

  ① 無線従事者等を含む非常時の要員の確保のためのマニュアルの整

備や定期的な訓練を実施すること 

  ② 原動機用燃料・潤滑油（以下「燃料等」という。）の備蓄、燃料店

との契約、燃料運搬方法の確保等の措置を平常時から講じておくこと

  ③ 平常時より、災害の発生を念頭においた保守管理点検を実施するこ

と 

 

 

◎

 

◎

 

◎

 

◎ 

 

◎ 

 

◎ 
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◎ 

 

◎ 

 

◎ 

 

◎

 

－

 

◎

 

◎

 

◎

 

◎

 1-4 商用電源関連 

  ① 本線・予備線受電、ループ受電、スポットネットワーク受電などを

採用すること 

② 電力会社に復旧をできるだけ優先すべき設備について平常時から

十分説明し、理解を得ておくこと 
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◎

 

△ 
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△ 
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－
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△

 

◎
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 1-5 その他 

  ① 小規模の無線設備（同報子局、中継局等）では、太陽電池発電方式

を非常用蓄電設備と併用するなど、停電対策について考慮すること 

  ② 停電時の電力供給が機動的に行えるよう非常用電源車等の移動電

源設備を配備することが望ましい 

 

 

－

 

△

 

△ 

 

－ 

 

△ 

 

－ 

 

－ 

 

△ 

 

△

 

－

 

△

 

－

２ 耐震対策について 

 2-1 基本的事項 

  ① 重要な設備（非常用電源設備を含む。）については、既往 大規模

の地震（阪神・淡路大震災規模の地震）を考慮した対策を講ずること

  ② 基礎ボルト、ストッパーなどにより非常用電源設備、無線設備を固

定する 

  ③ ラジエター一体型以外のディーゼル方式を採用する場合には冷却

水配管にフレキシブル継手を採用するなど、付属設備についても耐震

対策を十分施すこと 
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◎

 

－

 

 

◎

 

◎

 

－

 2-2 非常用電源設備の設置場所 

 設置場所は、低層階への設置が望ましいが、地階の場合には防水扉

の設置等の浸水対策を講ずること 

 

 

○

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

－

 

－

３ その他 

 無線設備の障害を想定し、可搬型又は車載型衛星地球局を常備するなどの

対策を講じておくことが望ましい 

 

 

△

 

△ 

 

△ 

 

△ 

 

△

 

△

注１：都道府県防災行政無線には、政令指定都市を含み、その対象設備は、地上系無線設備（統制局、支

部局等、中継局）、地球局設備（統制局、支部局等）及び移動系無線設備（統制局、中継局）とする。 

注２：支部局、市町村局を示す。 

注３：市町村防災行政無線の対象設備は、同報系無線設備（統制局、中継局、同報子局）、移動系無線設

備（統制局、中継局）、地域防災無線設備（統制局、中継局）とする。 

注４：市町村庁舎に都道府県防災行政無線の端末局があり、同一庁舎内に市町村防災行政無線の統制局を

設置する場合で共通の非常用電源設備を使用する場合には、①を適用することとするが、市町村防災

行政無線統制局単独設置の小規模の場合には、②の空冷式ディーゼルエンジンを採用することとする。 
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● 本シートは、貴自治体が災害時における情報の収集・伝達のた

めに日ごろどの程度準備されているかを自己診断し、今後の非常

通信体制の整備に役立てていただくために掲載するものです。 

● 以下の質問について、貴自治体の現在の状況を回答欄に記入し

てください。なお、全国の自治体の整備状況については、参考欄

に示しましたので、貴自治体の水準を図る指標として参考にして

ください。 

 

 

【Ａ．非常通信に対する取組状況】 

１ 
は い いいえ

 □   □ 
災害時における情報連絡の経路について明確にしている 

２  □   □ 
災害時における通信手段の確保について、通信路の多ルート化

等、通信途絶時のバックアップ体制の検討を行っている 

３  □   □ 
夜間、休日を含めた非常時の情報連絡要員の確保体制が明確にな

っている 

４ □   □ 非常通信計画を作成している 

解説： 

① 災害時に迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うためには、日ごろからの備

えが大切です。 

② 非常通信システムの整備はそのための有効な対策です。しかし、システムが

効果を発揮するには、通信連絡の経路の明確化、多ルート化、バックアップ体

制の整備、夜間・休日を含めた要員の確保及び非常通信計画を作成することが

前提となります。 

Ⅴ 非常通信整備状況 

診断シート 
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【Ｂ．災害時に備えた通信システムの確保状況】 

 〈参考〉 

１ 

は い いいえ 

□    □ 

□    □ 

都道府県防災行政無線を整備している 

 地上系 

 衛星系 
 

２ 

 

 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

 

□   □ 

 

市町村防災行政無線を整備している 

 屋外拡声器（同報系） 

 戸別受信機（同報系） 

 携帯・可搬・車載型無線機 

（移動系） 

地域防災無線を整備している 

全国市町村の整備状況 

同報系：75.2% 

移動系：85.2% 

いずれか ：94.1% 

(平成 19 年 3 月末現在) 

３ □   □ 防災相互通信用無線を整備している 

全国の整備状況 

約 6万 7000 局 

(平成 18 年末現在) 

４ □   □ 災害時優先電話を利用している 
 

５ □   □ 非常通信協議会に加入している 

全国加入数 

2,059 機関 

(平成 19 年 1 月現在) 

解説： 

① 市町村防災行政無線の屋外拡声器は、災害警報等を住民に伝達するための重

要な手段であり、全市町村への早期導入が望まれます。屋外拡声器のほか、戸

別受信機を地域の防災拠点等に配備することも有効です。 

② 地域防災無線は、市町村、防災関係機関、生活関連機関の間の相互通信手段

として非常に有効です。 

③ 現在、非常通信協議会では、住民に も身近な防災関係機関である市町村の

加入促進に努めています。協議会への加入については、地方非常通信協議会事

務局までお気軽に御相談ください。 

④ その他、携帯・自動車電話やアマチュア無線を非常災害時の通信手段として

確保しておくことも有効です。 
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【Ｃ．市町村内主要施設等との通信手段の確保状況】 

●貴市町村では、災害発生後、公衆回線の使用が困難な場合に備え

て、主要施設等との連絡に、無線等を用いた通信手段を確保して

いますか。 

●下表の施設等についてお答えください。 

※「施設等数」については箇所数を記入してください。 
 施

設

数

等

通信手段 非常通信システム 

あ 
 

り 

な 
 

し 

市町村防災行政無線 地

域

防

災

無

線

防
災
相
互
通
信
無
線

災

害

時

優

先

電

話

そ

の

他

屋

外

拡

声

子

局

戸

別

受

信

機

携

帯

・

可

搬

・

車
載
型
無
線
機 

例） 災害時要援者世帯 100 ○   ○      

住

民 

1.災害時要援者世帯           

2.災害時要援者施設           

3.自主防災組織           

防

災

関

係

機

関

等 

4.出先機関           

5.警察機関           

6.消防機関           

7.交通機関           

8.電力会社           

9.ガス会社           

10.電気通信事業者           

11.報道機関           

12.病院           

13.学校           

解説： 

① 高齢者や身障者等の世帯や施設には、屋外拡声器による災害警報・避難勧告

だけでなく、戸別受信機による情報伝達などの配慮が必要です。 

② 市町村及び防災関係機関等の間で、救助・救急活動や応急復旧活動を効率よ

く行うために、地域防災無線の整備が有効です。 
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【Ｄ．いざという時活用するために】 

１ 
は い いいえ

 □   □ 

 

防災用通信機器を設置する建物、設置場所について耐震性等の

安全性の確保を図っている 

２  □   □ 防災用通信機器の総点検を定期的に実施している 

３  □   □ 
実際に災害が起きた場合を想定し、他機関と連携した実践的な

通信訓練を行っている 

４ □   □ 災害時における周辺地方公共団体との通信手段を確保している

解説： 

① いざという時に非常通信システムを有効に活用するためには、システム自体

の安全性の確保、定期的な総点検、これを利用する職員の習熟を図るための定

期的な訓練を実施する必要があります。 

② 非常通信協議会では、災害発生後の公衆回線や消防防災無線の輻輳、商用電

源の停電等により、被災想定地と非常本部等との情報伝達が円滑に行えない場

合を想定し、非常用電源の使用や非常通信協議会構成員の回線の活用による実

践的な通信訓練を毎年定期的に実施しています。 

③ 広域的な応援が必要な場合に備え、周辺の地方公共団体との通信手段を確保

しておく必要があります。 

 

 

 

●本診断の結果明らかになった貴機関の課題を、本ガイド・マニュ

アルを参考に、一つずつ解決願います。 

 



 

- 74 - 

地方非常通信協議会 連絡先一覧 

協 議 会 名 事務局所在地 

北海道地方非常
通信協議会 

北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒０６０－８７９５ 
北海道札幌市北区北８条西２－１－１ 札幌第１合同庁舎 
TEL(011)709-2311(内線 4653) FAX(011)709-5541 

東北地方非常通
信協議会 

東北総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒９８０－８７９５ 
宮城県仙台市青葉区本町３－２－２３ 仙台第２合同庁舎 
TEL(022)221-2566 FAX(022)221-0607  

関東地方非常通
信協議会 

関東総合通信局 無線通信部 陸上第二課 
〒１００－８７９５ 
東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎 
TEL(03)6238-1774 FAX(03)6238-1789 

信越地方非常通
信協議会 

信越総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒３８０－８７９５ 
長野県長野市旭町１１０８ 長野第１合同庁舎 
TEL(026)234-9978 FAX(026)234-9977 

北陸地方非常通
信協議会 

北陸総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒９２０－８７９５ 
石川県金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎 
TEL(076)233-4480 FAX(076)233-4434 

東海地方非常通
信協議会 

東海総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒４６１－８７９５ 
愛知県名古屋市東区白壁１－１５－１ 名古屋合同庁舎第３号館 
TEL(052)971-9197 FAX(052)971-3672 

近畿地方非常通
信協議会 

近畿総合通信局 無線通信部 陸上第二課 
〒５４０－８７９５ 
大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４ 大阪合同庁舎第１号館 
TEL(06)6942-8557 FAX(06)6942-9014 

中国地方非常通
信協議会 

中国総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒７３０－８７９５ 
広島県広島市中区東白島町１９―３６ 
TEL(082)222-3367 FAX(082)502-8082 

四国地方非常通
信協議会 

四国総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒７９０－８７９５ 
愛媛県松山市宮田町８－５ 
TEL(089)936-5066 FAX(089)936-5008 

九州地方非常通
信協議会 

九州総合通信局 無線通信部 陸上課 
〒８６０－８７９５ 
熊本県熊本市二の丸１－４ 
TEL(096)326-7858 FAX(096)326-4377 

沖縄地方非常通
信協議会 

沖縄総合通信事務所 無線通信課  
〒９００－８７９７ 
沖縄県那覇市東町２６－２９ 
TEL(098)865-2306 FAX(098)865-2321  

 



 

 

 

付属資料編 
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Ⅰ 自治体における防災用 

無線システム等の参考事例 
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三重県防災行政無線システム 

１ はじめに 

三重県は、日本列島のほぼ中央、太平洋側に位置し、東西約 80ｋｍ、南北約 170

ｋｍの南北に細長い県土を持っています。 

県土は、中央を流れる櫛田川に沿った中央構造線によって、大きく南北に二分さ

れており、北部は東に伊勢湾を望み、北西には養老、鈴鹿、笠置、布引等の 700～800

ｍ級の山地・山脈が連なっています。また、山麓には、丘陵、洪積台地、沖積平野や

海岸平野が階段状に広がり、海岸線も滑らかで、広く伊勢平野や伊賀盆地を形成して

います。 

一方、南部は、東にリアス式海岸の志摩半島から熊野灘に沿って南下、紀伊半島

東部を形成し、西には県内最高峰 1,695ｍの日出ヶ岳を中心とした紀伊山地が形成さ

れています。 

これら県土には、代表的な観光地である伊勢志摩地域や世界資産に登録された熊

野古道を擁する東紀州地域をはじめとする、豊かで美しい海や山河、古来から縦横に

発達した街道、歴史、文化など、誇るべき地域資源があります。 

平成 14 年４月に東海地震に係る地震防災対策強化地域として県内 18 市町村が指

定され、平成 15 年 12 月には、県内全市町村が東南海・南海地震に係る地震防災対策

推進地域の指定を受けるなど、安全で安心な三重づくりを進めていくために、地震対

策は喫緊の課題となっています。 

本県では、防災への危機管理として台風や地震等の自然の猛威、被害を予想する

「知る」、その現象に対して治山治水施設や海岸施設、緊急輸送路・緊急避難路、建

物の耐震化などの整備や、行政と県民の連携した防災力の向上などの「備える」、災

害が発生した時には被害情報の収集、防災関係機関・医療機関・県民との連携などを

迅速・的確な対応をする「行動する」の３点をキーワードに施策を展開しています。 

 

２ 防災通信ネットワークシステムについて 

(1) 整備計画 

地上系に使用している 60MHz 帯の周波数は、平成 19 年 11 月末までの有効期間
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となり、それ以降は現在の無線設備が使用できなくなることや、経年劣化、補修

部品の入手困難等により維持管理が困難となってきたことから、大規模なリプレ

ースを行うこととなりました。 

当初、400MHz 帯で計画しましたが、国から、市町村、消防本部との連携を容易

にするため 260MHz 帯都道府県デジタル総合通信システムの整備を行っていくとの

方針が示され（平成 16 年９月 22 日に電波法関係審査基準の改正）、当県でもこ

れに伴い、260MHz 帯の周波数を用いてシステムを構成することとしました。 

 

(2) システムの概要 

三重県防災通信ネットワークは、県と市町、消防本部、警察署、災害拠点病院

等の医療機関及び国等の防災関係機関の災害時における迅速かつ的確な情報の収

集連絡を行うため、地上系、有線系及び衛

星系の各通信網を併用したシステムです。 

そこで、使用される無線通信装置、非常

用発電機、直流電源装置などは、最良な状

態で運用するため、無人の中継所を含め、

県庁統制局で一元的に管理しています。 

 

三重県防災通信ネットワーク全体システム構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県防災通信ネットワーク 

移動系 

（三重県ブロードバンドネットワーク） 有線系 

無線系 

地上系 

衛星系 

固定系 

多重系 

（260MHz 帯 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ総合通信ｼｽﾃﾑ） 

単一系 

 （多重ﾏｲｸﾛ通信ｼｽﾃﾑ） 

（地域衛星通信ネットワーク） 

地上系 

県庁統制室 
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                           平成 19 年４月１日現在（移動系は除く） 

機 関 名 設置数 
内訳 

地上系 有線系 衛星系 

中継所 ２４ ２４   

県庁舎等 １５ １４ １４ １５ 

端末局 １４３ １１６ ７８ １１３ 

端 

末 

局 

内 

訳 

市 町 ７０ ５１ ５２ ７０ 

消防本部 １５ １５ １５ １５ 

警察署関係 １９ １９ ０ １ 

医療関係 １３ １２ ０ ７ 

報道関係 ３ ３ ０ ３ 

県地域機関、県関係 １０ １０ ９ ７ 

国、ﾗｲﾌﾗｲﾝ １３ ６ ２ １０ 

合計 １８２ １５４ ９２ １２８ 

 

 

(3) システムの特徴 

ア 地上系（多重マイクロ通信システム） 

・県庁統制局から7.5GHz 帯、12GHz 帯等の容量の多い多

重回線で、県内24中継所を経由して、県庁舎等の支部

局に接続。 

・中継所の建設には、用地や電源の確保などが必要とな

りましたが、10箇所の民間の無線中継所を賃借し、整

備コストの縮減。 

・多チャンネルの電話・ファクシミリ回線のほか、気象

情報気象情報や地震などの災害情報のデータ提供及

び260MHz 帯デジタル通信用回線などに利用。 

イ 地上系（260MHz 帯デジタル総合通信システム） 

・全国47都道府県に先がけて、導入された260MHz 帯デジ

タル総合通信システム。 長谷山中継所 
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・県庁に設置した統制局から県内23箇所の基地局を通じて市町、消防本部、県

機関、国、防災関係機関等の端末局に接続し、移動局も同じ260MHz 帯デジタ

ル総合通信システムで接続され、すべての局が携帯電話と同様に接続可能。 

・従来の１チャンネルを複数の局で共用する方式から、ＴＤＭＡ方式により複

数の通話が可能で、また市町・消防本部には同時に２通話が可能となる端末

局を整備。 

・標準規格 ARIB STD-T79「都道府県・市町村デジタル移動通信システム標準規

格」を採用したシステム。 

ウ 有線系（三重県ブロードバンドネットワーク） 

・防災情報、画像情報など大容量の高速データ通信が容易なブロードバンドネ

ットワーク（CATV、インターネット等）を活用し、県と支部局及び端末局を

結ぶ有線通信。 

・従来は、気象庁の注意報、警報を地上系一斉ファクシミリで、端末局等へ伝

達していたが、気象庁の「防災情報提供装置」から気象情報や地震などの災

害情報のデータ提供を受け、有線系を活用して、端末局等のパソコンにデー

タが一斉に伝達できる気象情報システム。 

・支部局とは、三重県行政ネットワークを利用し、ネットワークを構築。 

・県内に行き渡っているケーブルテレビ網を利用したインターネット VPN 等を

利用することで、安価な専用ネットワークを構築し、高速データ通信を実施。 

・地上系と組み合わせ、有線系が断線してもトラブルが起きないように冗長化

ネットワークを構成。 

エ 衛星系（地域衛星通信ネットワーク） 

・衛星系防災行政無線網は、財団法人自治体衛星通信機構が管理及び運営する

地域衛星通信ネットワークを使用しており、県庁統制局、第２統制局、支部

局、端末局を通信衛星「スーパーバード B2」で直接接続。 

・県庁統制局と同等の機能を備えた第２統制局を設置。 

 

３ 260MHz 帯のメリット、今後の市町村防災無線での活用につ

いて 

市町村防災行政無線（移動系）及び消防救急無線に今後割り当てられる周波数が、
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当県と同じ 260MHz 帯であることから、災害時における相互の連携が容易になること、

また、無線サービスエリアが重なることで、中継基地局の電源設備や建屋、鉄塔とい

った設備面の共用を行うことや、無線システム全体の共用を行い、無線基地局整備の

負担軽減を図ることなど、市町の整備コストの低減が図られる可能性が広がりました。 

平成 18 年度、鳥羽市が、地上系（260MHz 帯）無線システムを県とシステム共用を

行い、新たに市の災害対策本部等で活用する移動系無線網を構築しました。（平成

19 年３月 30 日開局） 

鳥羽市が独自で基地局を整備する場合に比べて、当県が整備した地上系無線システ

ムを共用することで、市では整備費用の大幅な低減が図れました。 

今後、大規模災害時には、県の地上系無線と市の移動系無線との相互通信ができる

ようになり、災害時の相互通信体制が確保できるため、迅速な災害応急復旧対策にも

非常に有益となります。 
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 総務省では、災害時における情報通信の重要性にかんがみ、総務省防災業務計画等に基

づき、災害予防及び災害応急対策における通信手段を確保するために、通信機器等の備蓄・

調達体制の整備を進めているところです。 

 平成 18 年度からの具体的な取組として、地域防災計画に基づき地方公共団体の整備して

いた無線機器のみによる連絡手段では非常災害時の通信集中などにより、通信の確保に支

障の生じるおそれのある場合などに際し、一時的に、総務省が地方公共団体、災害復旧関

係者等に移動通信機器を無償貸与し通信手段を補完することで、通信の輻輳及び途絶の回

避を図るための体制の整備を進めています。 

 
 
１．施策の概要 

  民間業者への請負の方法により移動通信機器（ＭＣＡ、簡易無線）の保守管理等を行

う基地を東京及び大阪の２カ所に設け、地震等の非常災害時に地方公共団体が地域防災

計画で計画していた通信連絡体制では災害時の通信に支障がある時に、総合通信局等、

災害対策本部等からの要請により、地方公共団体、災害復旧関係者等に移動通信機器を

無償貸与し、初動期における被災情報の収集伝達から応急復旧活動の迅速・円滑な遂行

までの一連の活動に必要不可欠な通信の確保を図る体制整備の補完をねらいとするもの

です（資料 1参照）。 

 
２．地方公共団体等からの要請と機器搬入 

  非常災害時に、災害対策本部等は、総務省(各総合通信局及び沖縄総合通信事務所を含

む。以下同じ。)に貸出要請を行い、総務省は委託した民間会社を通じて、48 時間以内に

被災地に移動通信機器を搬入します（貸出要請連絡先については、資料２のとおり。）。 

 
３．活用実績 

  平成７年に発生の阪神・淡路大震災被災地における、通信手段を確保するため、移動

通信機器を調達し、地方公共団体等に無償貸与して災害応急活動に利用したのがはじま

りです。 

阪神・淡路大地震以降、昨年７月の新潟県中越沖地震までに、豪雨災害、火山噴火等

の計 12 回の災害において無償貸与を実施し、現地災害対策本部と災害復旧作業員との間

で、避難所職員相互の被災状況、災害関連情報や被災者支援情報などの連絡手段として

活用されました（活用実績については、資料３のとおり。）。 

 

４．搬入訓練について 

  本施策が災害発生時に、確実にその効果を発揮するためには、平時の機器の保守点検

のみならず、仮想被災地を選定し、災害対策用移動通信機器を搬入し、搬入に係る手続

等を確認する訓練を行っています。 

  これまでに３回（第１回：静岡県伊豆市、第２回：岡山県岡山市、第３回：埼玉県川

口市）、搬入訓練を実施しました（訓練実施状況については、資料４のとおり。）。 

 

Ⅱ 災害対策用移動通信機器の配備 



５．今後の整備計画 

  首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震や風水害などの発生が懸念される中で、

これらに対応した体制を整備していきます。 
  具体的には、平成 23 年度を目途に、災害時に必要な通信構成や活用実績等を踏まえ、

400 台（ＭＣＡ200 台、簡易無線 200 台）を漸次調達・整備し、あわせて保守管理等を実

施していく計画です。 
なお、平成 24 年度以降は、災害復旧活動という厳しい条件下での使用による機器の故

障等を勘案し、順次機器を更新する計画としています。 
 

 
資料１ 

災害発生

関係機関等

ＭＣＡ

簡易無線
被災地

貸出指示

・ 現地災害対策本部等の要請により、総務省より速やかに無線機を貸し出す体制を構築
・ 災害復旧要員等へ移動通信機器を無償で貸与し、通信手段を確保することにより災害

復旧活動の迅速かつ円滑な遂行が可能となる

災害対策用移動通信機器の配備イメージ図

総務省
総合通信局等

被災地へ
運搬

災害対策本部等

貸出要請

備蓄基地

①

②
③

河川の
状況は？

氾濫して
ません。

準備完了
です。

了解。

簡易無線

生活物資の調達等の連絡手段として使用

MCA

災害復旧現場や現地災害対策本部との間
の連絡手段として使用（復旧状況把握、現場
作業連絡、被災者安否確認等）

 
 
資料２ 災害対策用移動通信機器に係る貸出要請連絡先一覧 

      

総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室   

  〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

 TEL 03-5253-5888（直通） 

【北海道地方】 

 北海道総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒060-8795 北海道札幌市北区北 8条西 2丁目 1-1 札幌第 1合同庁舎 

 TEL 011-709-2311（内 4654） 

【東北地方】 

 東北総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第 2合同庁舎 

 TEL 022-221-0684（直通） 



【関東地方】 

 関東総合通信局無線通信部陸上第二課 
  

  〒100-8795 東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第 3合同庁舎 

 TEL 03-6238-1774（直通） 

【信越地方】 

 信越総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒380-8795 長野県長野市旭町 1108 長野第 1合同庁舎 

 TEL 026-234-9985（直通） 

【北陸地方】 

 北陸総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒920-8795 石川県金沢市広坂 2-2-60 金沢広坂合同庁舎 

 TEL 076-233-4481（直通） 

【東海地方】 

 東海総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒461-8795 愛知県名古屋市東区白壁 1-15-1 名古屋合同庁舎第 3号館 

 TEL 052-971-9620（直通） 

【近畿地方】 

 近畿総合通信局無線通信部陸上第二課 
  

  〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第 1号館 

 TEL 06-6942-8558（直通） 

【中国地方】 

 中国総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒730-8795 広島県広島市中区東白島町 19-36 

 TEL 082-222-3368（直通） 

【四国地方】 

 四国総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒790-8795 愛媛県松山市宮田町 8-5 

 TEL 089-936-5036（直通） 

【九州地方】 

九州総合通信局無線通信部陸上課 
  

  〒860-8795 熊本県熊本市二の丸 1-4 熊本合同庁舎第 2号館 

 TEL 096-326-7860（直通） 

【沖縄地方】 

 沖縄総合通信事務所無線通信課   

  〒900-8795 沖縄県那覇市東町 26-29-4 階 

 TEL 098-865-2306（直通） 

 
 
資料３ 総務省所有無線機等の災害時における活用実績 

貸出年月 災害・事故名 貸出機器 

平成 ７年 ３月 阪神・淡路大震災 ・携帯電話     ４００台 

・ＭＣＡ無線機   ３００台 

・簡易無線機    ３００台 

・衛星携帯電話     ９台 

・可搬型ＶＳＡＴ局   ４台 

       計 １０１３台 



平成 ９年 １月 ナホトカ海難・流出油災害 ・携帯電話      ３３台 

・ＭＣＡ無線機    ６８台 

・簡易無線機     ６５台 

       計  １６６台 

平成１０年 ８月 新潟市等豪雨災害 ・ＭＣＡ無線機    １０台 

平成１０年 ８月 東北南部、関東北部地域豪雨 ・携帯電話      ６０台 

・簡易無線機     ２５台 

・衛星携帯電話     ９台 

       計   ９４台 

平成１０年 ９月 高知市等豪雨 ・携帯電話      ３８台 

・簡易無線機     ６０台 

       計   ９８台 

平成１０年１０月 台風１０号豪雨 ・携帯電話       １台 

平成１２年 ３月 有珠山噴火災害 ・簡易無線機     １０台 

平成１２年 ６月 三宅島噴火災害 ・衛星携帯電話     ８台 

平成１２年 ９月 鳥取県西部地震 ・衛星携帯電話     ４台 

平成１６年１０月 台風２３号豪雨 ・衛星携帯電話    １７台 

平成１６年１０月 新潟県中越地震 ・ＭＣＡ無線機    ７７台 

・簡易無線機     ７８台 

・衛星携帯電話    １２台 

       計  １６７台 

平成１９年 ７月 新潟県中越沖地震 ・簡易無線機     ２１台 

 

 

資料４ 訓練実施状況 

 訓練実施日 訓練地 貸出状況 

第１回 平成１９年 ２月１４日 静岡県伊豆市 静岡県 

 ＭＣＡ無線機：１台 

 簡 易無線機：０台 

伊豆市 

 ＭＣＡ無線機：５台 

 簡 易無線機：３台 

第２回 平成１９年１２月２０日 岡山県岡山市 岡山県 

 ＭＣＡ無線機：２台 

 簡 易無線機：０台 

岡山市 

 ＭＣＡ無線機：４台 

 簡 易無線機：４台 

第３回 平成２０年 ２月２０日 埼玉県川口市 埼玉県 

 ＭＣＡ無線機：１台 

 簡 易無線機：０台 

川口市 

 ＭＣＡ無線機：３台 

 簡 易無線機：３台 
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１．新潟県中越地震の概況

◆ 各地の主な震度（内閣府発表 17.3.18現在）

広神村1、守門村1、入広瀬村1震度６弱
10/27 
10:40頃

小千谷市震度６弱
10/23 
19:45頃

川西町、小千谷市、六日町[2]、松代町、堀
之内町1、広神村1、大和町2、安塚町、入広
瀬村1、中里村

震度６弱

川口町、十日町市、小国町震度６強

10/23 
18:34頃

越路町、小国町震度６弱

小千谷市震度６強10/23 
18:11頃

十日町市、堀之内町[1]、中里村、守門村1、
川西町、
越路町、刈羽村、長岡市、栃尾市、三島町
、広神村1、入広瀬村1

震度６弱

小千谷市、山古志村、小国町震度６強

川口町震度７

平成16年
10/23 
17:56頃

地域（いずれも新潟県内）震 度発生日時

[1] 平成１６年１１月１日から魚沼市 2] 平成１６年１１月１日から南魚沼市

◆ 発生 平成１６年１０月２３日（土） １７時５６分頃
◆ 新潟県中越地方の深さ１３ｋｍ（暫定値）、マグニチュード６．８（暫定値）

佐和田町

真野町

川口町

入広瀬村

山古志村

小千谷市

小国町

十日町市

中里村

栃尾市

川西町

長岡市

守門村

三島町
刈羽村

震度７の地域

震度６弱の地域

震度６強の地域

【平成16年10/23 17:56頃】  

Ⅲ 大震災における情報通信のあり

方に関する検討会 報告書概要 

（総務省信越総合通信局） 

＜一部抜粋＞ 
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２．新潟県中越地震における通信施設等の状況（１）

◆ 新潟県中越地震における情報通信施設の被害状況の概要（その１）

中継回線は寸断されたが、臨時中継回線の設置によ
りサービス提供を継続。

日本テレコム

中継回線は寸断されたが、他の中継回線への自動迂
回によりサービス提供を継続。

ＫＤＤＩ

小千谷、小出、十日町の各庁及び山本山、枡形、小
村の各中継局で停電が発生したが、非常電源により
稼働を継続。

－

地上系

（県庁－地域
振興局）

停電などにより、延べ６１局が停波。ＮＴＴドコモ携帯電話（基
地局）

通信事業

中継回線の寸断により、計４，４５０回線が不通。ＮＴＴ東日本固定電話

衛星系

（県庁－市町
村、消防本部、
県単独庁舎）

種類

停電や伝送路の寸断の影響により、最大２５局、延べ
３７局が停波。

ａｕ

停電や伝送路の寸断の影響により、最大７６局、延べ
９１局が停波。

ボーダフォン

停電等により１９自治体、２消防本部の計２１端末（地
球局）にて状態監視が不能となり、一部通信が途絶。

※通信途絶の主たる原因は、停電の他は建物害によ
る２件（商用電源の復旧に伴い、山古志村及び川口
町を除き翌２４日夕方復旧）

－

新潟県防
災行政無
線網

被害状況事業者名等
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２．新潟県中越地震における通信施設等の状況（２）

◆ 新潟県中越地震における情報通信施設の被害状況の概要（その２）

魚沼制御局（ＭＣＡ無線）の局舎の一部が被災し
たが、システム上の障害はなく、円滑な通信を確
保。

（財）信越移動無線セン
ター

伝送路（ケーブル）断及び停電による障害が施
設に発生したが、心臓部（ヘッドエンド）の被害は
少なく、放送は継続。

エヌ・シイ・
ティ

ＣＡＴＶ

線路、トンネルの崩壊により、通信設備に甚大な
被害発生。

ＪＲ東日本自営通信網

震源地に近い河川系のマイクロ回線網中継無線
局に局舎倒壊のおそれがあったため、無線設備
を撤去。

国土交通省

地上波テレ
ビ放送局

種類

２４局所８５局が停波。停波の原因は、鉄塔倒壊
１局、機器故障の局２局以外は、すべて停電又
はバッテリー放電等、電源関係。

ＮＨＫ、新潟
放送、新潟
総合テレビ、
テレビ新潟
放送網、新
潟テレビ２１

放 送

被害状況事業者名等
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２．新潟県中越地震における通信施設等の状況（３）

◆ 新潟県中越地震における発災後の通信量の増大

新潟県

全国

約
５０倍

（Ｎ
ＴＴ固

定
電

話
）

約
４５倍

（Ｎ
ＴＴドコモ

携
帯

電
話

）

通
常

時
の

【発災前後の通信量の増大（ＮＴＴドコモ）】
Ｈ１６年１０月２３日
１７：５６ 地震発生

10/23(土） 10/24(日） 10/25(月）

最大約４５倍

新潟着信（１０／１６－１８）

新潟着信（１０／２３－２５）
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２．新潟県中越地震における通信施設等の状況（４）

◆ 初動期における新潟県の対応
１． 市町村との通信確保の状況

２６日

ＮＴＴ衛星携帯電話２台（信越総合通信局保有）を村対策本部に
設置

２５日

全町停電、役場庁舎機能喪失、無線設備点検不能１０月２４日川口町

商用電源復旧、衛星系システム復旧２９日

１０月２４日

月日

ＮＴＴ衛星携帯電話３台（信越総合通信局保有）、

ＮＴＴ衛星系ＦＡＸ端末（災害対策車）を町対策本部に設置

ＭＣＡ無線機（信越移動無線センター保有）を配備

全村停電、役場庁舎機能喪失、無線設備点検不能

可搬型移動局を配備し、県災害対策本部と村災害対策本部間
の通信ルート確保

山古志村

内 容市町村

２． 新潟県が実施したその他の通信関係対応
・県庁統制局の機能及び防災行政無線設備の運用管理維持
・被災地域の情報収集、各種通信機器貸与の希望把握と調整等
・緊急消防援助隊のヘリコプター映像の消防庁への伝送
・政府現地支援対策室、信越総合通信局との情報交換と連携
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（１）

◆ 被災情報の把握（１）～災害発生直前の通信手段～

【大震災における情報通信のあり方に関

する検討会アンケート】

○新潟県中越地震における情報通信の

運用実態を把握することを目的に実施

○アンケート依頼先： 新潟県中越地震災

害対策基本法適用市町村・消防、事業

者等

○平成17年2月1日実施

○合計１０６団体 回答数 87件（回答

率：８２％）

自営回線

6%

インターネット

14%

防災行政無

線
18%

携帯電話

24%

固定電話
27%

消防無線

4%

業務用無線

2%
その他

3%

PHS
1%

衛星携帯電

話

1%

設問：災害発生直前、通常の連絡手段としては
何がありましたか。（いくつでも）

電話、特に携帯電話の定着
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（２）

◆ 被災情報の把握（２）～災害発生初動段階での情報収集手段～

自営回線
10% 防災行政無

線
21%

携帯電話
23%

固定電話
25%その他

5%

消防無線
7%

テレビ
2%

ケーブルテ
レビ
2%

MCA
1%

インターネッ
ト
2%業務用無線

2%

消防無線

3%
携帯電話

23%

固定電話

25%

防災行政無

線

43%

その他

3%
ＭＣＡ

3%

設問：災害発生初動段階で情報収集に何
を使用しましたか

防災行政無

線

10%

携帯電話

10%

固定電話

33%

消防無線

44%

その他

3%

固定電話・携帯電話など、被災時におい
ても普段使い慣れた通信手段 に依存

市町村の回答結果

消防の回答結果

全体の回答結果
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（３）

◆ 災害時における電話の問題点

① 通信規制

○新潟県中越地震においては、
通常の４５～５０倍（ＮＴＴドコモ・Ｎ
ＴＴ固定電話）もの呼び出しが新
潟県に集中し、各事業者は設備
管理と重要通信の確保を目的に、
通信規制を実施。

○アンケートにおいては、発災時
に固定電話・携帯電話を利用した
との回答者の多くが
「輻輳でつながらなかった」
「通信規制で連絡できなかった」
「何度も電話をかけた」
と有効に機能しなかったと回答

公衆通信網に頼りつつも、輻輳に
より対応に支障を感じている状況

② 電源障害

○ 携帯電話の基地局に
は、非常電源としてバッテ
リーが常備。停電の場合は
バッテリーの動作時間内に
発動発電機の持ち込みや
移動電源車によるバック
アップをとる体制。

○ 新潟県中越地震におい
ては、道路の崩落や陥没
等により、計画時間内に駆
けつけることのできない状
況が発生。停電が長引く中
で多くの携帯電話の基地局
がその機能を停止。

③ 災害時優先電話

○災害時優先電話は、発
信が優先であり、着信中は
発信できなくなることから、
「災害時優先電話の番号に
着信し、優先電話が活かせ
なかった」とのアンケートの
意見も多かった。

○災害時優先電話の活用
に当たっては、電話番号の
管理及び優先する通信の
基準を明確にするなどの注
意を要する。
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（４）

◆ 孤立集落の状況

○ 新潟県中越地震では、地盤の崩落によ
る道路の寸断、通信伝送路の障害等により
６１カ所にも及ぶ孤立集落が発生。

○日常生活の中で住民の通信メディアとし
ては、電話（固定・携帯）が一般的であり、
これらが不通になれば、中山間地域におい
ては他の通信手段の確保は困難。

○その結果が道路に書いたＳＯＳの救助要
請。翌日のヘリコプターによる上空からの
確認まで、被災地の状況把握が遅延。

○国土面積の７０％を占める中山間地域で
大地震が起きた場合は、多数の情報孤立
集落の発生が考えられる。有効な通信手
段の確立が求められる。

「ＳＯＳ、たべもの、ミルク、オムツ、くすり」
１０月25日 川口町和南津

写真提供 新潟日報社
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（５）

◆ 放送の状況

地上波テレビジョン放送地上波テレビジョン放送

中継局の障害のほとんど
が停電による障害。

①山間地にある小規模局
は非常電源設備を持たな
いものが多いことから、非
常電源を確保することが
必要。

②放送システムの障害状
況の把握に、依託監視、
携帯電話又は加入電話
回線による監視システム
を採っていたが、情報収
集に時間を要したことから
改善を検討すべき。

コミュニティＦＭ放送
（臨時災害用ＦＭ放送局）

コミュニティＦＭ放送
（臨時災害用ＦＭ放送局）

ＣＡＴＶＣＡＴＶ

○新潟県中越地震でも停波す
ることなく、地域に密着したメ
ディアとして詳細な災害対策情
報及び生活関連情報を放送。
○既存のコミュニティ放送事業
者は地元自治体に協力し、臨
時災害用ＦＭ放送局を立ち上
げ災害関連情報を放送。

【臨時災害用ＦＭ放送局開設に
伴う問題点】：
①免許主体（自治体）と協力者
（運用者）の役割分担
②放送設備調達等経費負担
③臨時災害対策用放送局の存

在とその周波数の周知広報
④運用マニュアルの策定

○地域のコミュニティチャンネ
ルとして、詳細な被災状況の
放送に併せて市の災害対策
本部会議を生放送し、リアル
タイムに変化する情報を映像
と音声で伝達。

【必要な障害対応】 :
①バッテリー切れの給電対策
②設備の免震対策
③伝送路断に伴う復旧対応
等
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（６）

◆ 避難住民への情報伝達

固定電話

2%

ケーブルテレビ

5%

衛星携帯電話

2%
インターネット（Ｈｐ）

2%

その他

1%

無線通信システム

4%

携帯電話（メールを含

む）

5%
テレビ

6%
ラジオ

14% コミュニティＦＭ

16%

防災行政無線

43%

設問：避難住民に対する広報手段として、
どのような方法が良いと思いますか。

災害発生時
市町村の回答 防災行政無線

広報車
消防の回答 広報車
事業者等の回答 ラジオ

コミュニティＦＭ
インターネット

災害復旧時
市町村の回答 防災行政無線

広報車
ケーブルテレビ

消防の回答 広報車
事業者等の回答 ラジオ

コミュニティＦＭ
テレビ
インターネット

設問：周知・広報に使用されたメディア

４１％
３１％ その他
５６％ その他
２０％
２０％
１８％ その他

３９％
２３％
１０％ その他
６０％ その他
２３％
１９％
１７％
１１％ その他
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３．新潟県中越地震における情報収集・伝達の課題（７）

◆ 災害時の情報の正確性と即時性～川口町長の見解～

－役場から避難住民に情報を伝えているうちに新たな情報

が出てくる。

－刻々と情報は変化するため、住民から行政当局に対する

不信感が出てしまう。

－不安の中で錯綜する情報、そのような中で流言飛語も出た。

－情報を出すのであれば正確な情報を即座に伝達するべき。

－情報通信ネットワークが整備されている中で、この災害に

対処できたらどんなに良かったか。
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◆ 災害に対する備え（１）

①情報把握の重要性←災害時にあっては情報の把握が行動の基本

②防災通信訓練の強化

－ あらゆる条件を最も過酷なものと想定した通信訓練を実施すべき。

例：停電、電話が使えない状況、孤立地域（想定）の発生、情報収集体制の確立、情
報発信の訓練（住民周知・ＨPへの掲載）

－ライフライン関係機関、報道機関などの災害復旧に関連する機関の参加を得

て実施すべき。

－その他の留意点

ア 複数の連絡ルート、複数の連絡手段を事前に検討しておく。

イ 通信システムは誰でも操作出来るようにしておく。（衛星系の通信システムの場合

はアンテナの角度合わせが必要となる。）

ウ 防災訓練は情報伝達訓練の他に住民からの情報収集の訓練をしておく。

エ 防災訓練は防災主管課のみでなく全庁を挙げた訓練とする。

オ 地元にコミュニティＦＭ局やＣＡＴＶ局がある場合は、住民への情報伝達メディアと

しての訓練参加を求めて行く。

４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（１）
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４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（２）

◆ 災害に対する備え（２）

③関係機関等との連携

－病院、自衛隊を含む防災機関、ライフライン関係機関、報道機関等とのネッ
トワークを平時から確立しておくとともに、連絡体制を明確にしておくことが
必要。

－地域住民と最も近い町内会との連携も重要。

④通信ルートの複数化の検討・確立
－市町村と県の担当部署との連絡手段として、電話に替わる通信手段の検討

が必要。

例：他団体・他機関(隣接する市町村など)の自営通信システムを利用する非常通信ルートを相互に確認してお

くなど。

－非常通信協議会の非常通信ルートの検討

「中央通信ルート」（国と都道府県を結ぶ非常時の情報伝達ルート)は策定済み。

一方、 「地方通信ルート」（都道府県と市町村を結ぶ）は未だ多くの地域で未策定。

信越地方非常通信協議会は、自営通信網を有する免許人の協力を得ながら、地方通
信ルートの策定作業を実施中。
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４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（３）

◆ 災害に対する備え（３）

⑤地域防災計画の整備

－新潟県は、中越地震の反省を踏まえ、新潟県地域防災計画を見直し、「地

域防災センター」を整備。

→災害時の情報収集と即応支援体制を確立する活動拠点

非常用通信設備を含めた防災機材を備蓄

－新潟県は、被災市町村の多くが、地域防災計画に地震編を策定しておらず、

非常時の通信手段も規定していなかったことから、各市町村における防災会

議での充実した論議と住民参画型の 地域防災計画の策定を急ぐよう指導。

⑥公衆通信網の有効活用

公衆通信網の疎通率を可能な限り高めるための取り組みは非常に重要。

ア 災害用伝言ダイヤル１７１・災害用伝言板の活用＆周知

イ 携帯電話のメール（パケット通信）機能の活用＆周知

ウ 災害時優先電話の活用(消防・警察・官公庁・公共機関・報道機関等)
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４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（４）

◆ 設備面での強化（１）

①防災行政無線の整備
－新潟県中越地震において、防災行政無線は、震災に対し有効に機能したもの

の、整備がなされていなかった自治体においては、速やかな情報伝達に支障
があったのではないかと考えられる。今後、災害時に備えた通信設備の整備
が急務。

②孤立集落との通信路確保
－検討すべき事項

ＭＣＡ無線

5%

携帯型無線機

4%

携帯電話

13%

無線通信システム

14%
防災行政無線

25%

衛星携帯電話

29%

コミュニティＦＭ

3%

ラジオ放送

3%

その他

4%

設問：孤立集落との情報連絡手段として、ど
のような方法が良いと思いますか。

ア 震災時に孤立が危惧される地域に、予
め通信設備を配備しておく事が可能か。

イ 配備先は耐震性があり停電に備えた非
常電源の確保が可能であるか。

ウ 設備の選定（防災行政無線・衛星携帯
電話・地域防災無線等）

エ 配備する場合は、災害時に地域住民が
使えるように通信機器の訓練が必要。

オ 機材のメンテナンスをどうするか。
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４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（５）

◆ 設備面での強化（２）

③対災性の向上

ア 非常電源の確保・強化

－重要度の高い無線局、放送局にあっては、商用電源の復旧までの間、余裕をみ

た時間をカバーできる非常用電源を確保しておくべき。

－遠方の基地局等の場合は、基地局までの到着時間の再検討を行い十分な電源容

量とするべき 。

イ 耐震補強、耐震性のある場所への通信設備の設置

－通信設備の免震ビルなどへの設置・移設

－河川の決壊や増水による浸水が考えられる場合は、非常電源設備を含め、２階に

設備を配置するなどの配慮が必要。

－小型のシステムは地震の際に、落下、飛び出し対策として、ベルト止め等設備の

耐震補強対策をとるべき。
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４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（６）

◆ 設備面での強化（３）

④避難所の情報化

ー避難所における安否情報・生活情報・市町村からの災害情報の円滑な流

通のため、市役所と学校等（避難所）を光ファイバーで結ぶ地域公共ネット

ワークの整備（※）は重要。

※全国で約６３％、新潟県で約５２％の自治体が整備完了（平成１６年７月現在）

－テレビやラジオ、文字放送受信機等の配備でより情報流通は円滑化

⑤高齢者対策

ー各種通信機器の配備あたり、高齢者や身障者に対する対策を検討するこ

とが必要。

－災害用として配備される機器についても、簡便な操作で目的が達成できる

ようわかりやすく、使いやすい機器の配備が望まれる。

 
 

 
 

 

 

19

４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（７）

◆ 設備面での強化（４）

⑥通信設備等の備蓄

通信設備については、目的、基準等十分検討の上整備、備蓄しておくことが

望まれる。

【備蓄が考えられる設備等】

(ｱ) 防災行政無線の端末（移動系及び戸別受信機）

(ｲ) 衛星携帯電話

(ｳ) MCA機器等携帯型の送受信機

【備蓄主体】：市町村の備蓄が望ましい。

【活用主体】：市町村（必要に応じて関係機関等への貸出）
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４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（８）

◆ 設備面での強化（５）

⑦通信機器貸与方策の整備
－新潟県中越地震においても、総務省総合通信局の他、電気通信事業者、通

信機器メーカー、ＭＣＡ事業者、また、コミュニティ放送事業者等の協力のもと、
通信、放送機材を貸与→市町村、ライフライン関係事業者、避難所、ボラン
ティア活動等々、災害救援活動、復旧活動に有効に活用。

－課題
ア 貸与を希望する市町村等に対し、一元的に調整を行う体制を速やかに確立するこ

とが望まれる。
イ 借り受けにより通信機材が活用できることを周知することが必要。

⑧防災相互用周波数の装備と活用
－災害時に隣接する自治体や防災関係機関相互間で通信が可能となる「防災

相互用の周波数」が用意されている。→専用の無線機器を装備している機関
が少ないので、応援協定等の締結の中で是非項目として盛り込みたい事
項。
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◆ 今後に活かすために

①個別点検表（チェックマニュアル）の作成
－災害時において、通信施設が確実に動作することを点検

○ 確認事項（いざというときに）

・通信設備の操作 誰でも操作できるように訓練をしているか。
・非常電源 通信設備への接続は大丈夫か

発動発電機のオイルは十分か（補給用の燃料確保は出来ているか）
・災害時の職員非常呼集の方法は
・電話が使えない場合の対策は
・情報収集・発信（連絡先一覧表の確認）
・職員は災害時優先電話を把握しているか

②点検システムの確立
－ 対応策については点検システムを確立し、

チェック体制を万全にすることで、風化さ
せることなく災害に備える体制を維持する
ことが重要。

－ 中越地震を教訓に自らチェックマニュアル
を確認、点検評価を第三者が行うことで
確実なものとすることが望ましい。

－ ＰＤＣＡサイクルの実施

訓練・整備・備蓄

計画の点検・評価
自己・第三者

地域防災計画
の策定・見直し

改善・措置

４．災害時の円滑な情報収集・伝達を確保するために（９）

PLAN

ＤＯ
AＣＴＩＯN

ＣＨＥＣＫ
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大震災における情報通信のあり方に関する検討会

新潟県中越地震における重要通信の運用実態及び通信システムの課題を整理するとともに、
被災住民に有効に機能した情報通信の実態を把握し、大震災において有効に機能する通信シ
ステム及び運用・管理のあり方を検討し、情報通信の円滑な流通に資することを目的として、
平成１７年１月～４月の間に開催。

新潟県中越地震における重要通信の運用実態及び通信システムの課題を整理するとともに、
被災住民に有効に機能した情報通信の実態を把握し、大震災において有効に機能する通信シ
ステム及び運用・管理のあり方を検討し、情報通信の円滑な流通に資することを目的として、
平成１７年１月～４月の間に開催。

（◎印 座長、五十音順敬称略）

犬塚 守光 （株）新潟放送 技術局長

大石 豊和 ＫＤＤＩ（株） 建設・運用統括本部

サービス 運用本部名古屋テクニカルセンター長

大口 弘人 新潟県 危機管理監兼防災局長

小田 敏三 （株）新潟日報社 編集局次長

恩田 敏元 長岡市消防署 署長

小林 幸一 ＮＨＫ新潟放送局 技術部長

斎藤 憲 東北電力（株）新潟支店（電力流通本部）

情報通信センター所長

笹川 信義 （財）信越移動無線センター 専務理事

関口 昭 （株）ＮＴＴドコモ新潟支店 企画・総務部長

◎仙石 正和 新潟大学 工学部長

平 正登三 東日本旅客鉄道（株）新潟支社設備部信号通信課長

土井 正幸 日本無線（株） 北陸支店長

星野 和久 川口町 町長

村山 公男 （株）エヌ・シィ・ティ 専務取締役

谷内田良弘 東日本電信電話（株）新潟支店 設備部長

山本 安幸 （株）エフエム雪国 放送局長

渡邊 俊介 松下電器産業（株） 新潟支店長

構成員構成員

(1) 新潟県中越地震における通信

実態の把握と課題の整理

(2) 大震災における円滑な情報流

通の確保方策

・中越地震における情報流通の課題
の把握と対応策の検討

・情報途絶対策・住民への確実な情
報伝達を確保する方策

４月に最終会合を開催。検討結果を
取りまとめ。

検討事項検討事項

報告書報告書
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  １ 非常通信協議会関係規程 
 

（１） 非 常 通 信 規 約 
 

第１章 総 則 
（目的） 

第１条 この規約は、電波法第74条第１項に規定する通信及びその他非常時において用いられ

る必要な通信（以下、合わせて「非常通信」という。）の円滑な運用を図ることを目的とする。 

第２条 非常通信の運用計画、実施及び訓練に関し電波法及びこれに基づく命令に規定がない

事項については、この規約の定めるところによる。 

 

第２章 非常通信協議会 
（協議会の構成） 

第３条 電波法第74条の２の規定に基づく総務大臣の要請によるほか、第１条の目的を達成す

るため、次に掲げる者のうち、非常通信に関係の深い者をもって非常通信協議会（以下、単

に「協議会」という。）を構成する。 

 一 無線局の免許（承認）を受けた者 

二 人命の救助、災害の救援、交通通信の確保及び秩序の維持に関する機関又は団体並びに生    

活関連機関 

 三 有線電気通信設備の設置者又は設置者の団体 

２ 協議会は、中央、地方及び地区協議会とする。 

 

（協議会の任務） 

第４条 中央協議会は次の事項について協議又は要請を行う。 

 一 非常通信の運用計画及び実施に関する協議 

 二 非常通信の訓練計画及び実施に関する協議 

 三 非常通信についての調査研究に関する協議 

 四 非常通信の取扱い要請 

 五 その他必要な事項に関する協議 

２ 地方協議会は、前項のうち当該地方に関係ある事項について協議又は要請を行う。 

３ 地区協議会は、前２項のうち当該地区に関係ある事項について協議又は要請を行う。 

 

（協議会の開催） 

第５条 協議会は毎年１回定期に開催する。 

２ 前項のほか、必要に応じ適宜に開催することができる。 

 

（要請会議） 

第５条の２ 協議会は、その内部に要請会議を設置する。 

２ 要請会議は、協議会からの委任を受け、非常通信の取扱い要請を行う。 

 

（要請の対象） 

第５条の３ 非常通信の取扱い要請は、次の場合を対象とする。 

 一 構成員等から非常通信の確保の協力を求められた場合 

 二 その他非常通信の取扱い要請を行うことが必要な場合 

 



（非常通信の取扱い要請の手順） 

第５条の４ 非常通信の取扱い要請は、次の手順により行う。 

一 中央協議会は、その構成員に対し独自に又は他の協議会からの依頼により非常通信の取    

扱い要請を行うことができる。 

二 地方協議会は、その構成員に対し独自に又は他の協議会からの依頼により非常通信の取

扱い要請を行うことができる。 

三 地区協議会は、他の協議会からの依頼又は地方協議会との協議により、その構成員に対

し非常通信の取扱い要請を行うことができる。ただし、協議が困難な場合は、地区協議会

独自に行うことができる。 

 

（要請への協力） 

第５条の５ 協議会及びその構成員から、非常通信の取扱い要請を受けた構成員は、自己の責任に

おいてこれに協力することとする。 

 

（総務省との協議） 

第６条 協議会は、第４条により決定した事項について、総務省と密接に連絡協議を行うもの

とする。 

 

（協議会の名称等） 

第７条 協議会の名称、所在地、結成区域及び第３条第１項の構成員は、別表に定める。 

 

第３章 計画及び実施 
（非常通信の計画） 

第８条 非常通信計画は、既往の事実及び将来起こり得べき非常事態を考慮し、非常通信が円

滑に行うことができるよう定めるものとする。 

２ 前項の計画を定めたとき、総務大臣に報告するものとする。 

 

（非常通信の実施） 

第９条 非常通信の実施は、前条の計画に基づいて行うものとする。 

 

（東京との連絡の確保） 

第１０条 東京との間に非常通信の実施を必要とするときは、すべての構成員はその連絡の確保に

協力しなければならない。 

 

第４章 訓 練 
（訓練） 

第１１条 災害（武力攻撃事態等又は緊急対処事態において、直接又は間接に生ずる人の死亡

又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害を含む。）が発生した場

合に、円滑な非常通信の実施が確保できるよう平素より第８条の計画に基づいて訓練を行わ

なければならない。 

 

（訓練の実施） 

第１２条 訓練は、協議会の計画に基づいて、国及び地方公共団体等と連携した実践的通信訓

練を実施するものとする。 

 

 

 



 

第５章 表 彰 
（表彰） 

第１３条 協議会は、非常通信の実施及び協議会の運営に関し、特に功績のあった者に対して

表彰を行うことができる。 

 

（表彰の実施） 

第１４条 表彰の実施については、別に定める非常通信協議会表彰規則により行うこととする。 

 

第６章 雑 則 
（細則） 

第１５条 協議会は、協議会の運営並びに非常通信の実施及び訓練に関し、必要な細則を定め

ることができる。 

 

（規約の改廃） 

第１６条 この規約の改廃は、中央協議会でこれを行う。 

 

附 則  

この規約は昭和２６年７月１９日より実施する。 

 

附 則  

この規約は昭和５３年３月１７日より実施する。 

 

附 則  

この規約は平成元年３月１４日より実施する。 

 

附 則  

この規約は平成５年４月９日より実施する。 

 

附 則  

この規約は平成７年４月１日から実施する。 

 

附 則  

この規約は平成７年４月１１日から実施する。 

 

附 則  

この規約は平成８年４月９日から実施する。 

 

附 則  

この規約は平成１１年４月２８日から実施する。 

 

附 則  

この規約は平成１３年４月２３日から実施する。 

 

附 則  

この規約は平成１５年４月２４日から実施する。 

 

 



附 則  

この規約は平成１６年４月２３日から実施する。 

 

附 則  

この規約は平成１６年９月１７日から実施する。 

 

附 則 

この規約は平成１９年３月２０日から実施する。 



 

別 表（第７条関係）                     （平成19年３月現在） 

協議会の名称 所 在 地 結 成 区 域 構 成 員 

中央非常通信協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方非常通信協議会 

 

 

 

地区非常通信協議会 

東京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合通信局等所在地 

 

 

 

都道府県内所在地 

ただし、地方協議会所

在地など地方協議会が地

区協議会の任務を行う場

合については、地区協議

会の設置は任意とする。

全国一円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各総合通信局等の所轄する

区域 

 

 

都道府県内 

ただし、事情によっては

２都府県以上をもって１結

成区域とし、また１結成区

域内に適宜支部をおくこと

ができる。 

総務省 

消防庁 

内閣府 

警察庁 

防衛省 

法務省 

林野庁 

水産庁 

国土交通省 

気象庁 

海上保安庁 

宇宙通信株式会社 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 

ＫＤＤＩ株式会社 

ＪＳＡＴ株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社

財団法人自治体衛星通信機構 

全国移動無線ｾﾝﾀｰ協議会 

社団法人全国漁業無線協会 

社団法人全国自動車無線連合会

全国消防長会 

中央電力協議会 

電源開発株式会社 

西日本電信電話株式会社 

社団法人日本ｱﾏﾁｭｱ無線連盟 

財団法人日本移動通信ｼｽﾃﾑ協会

社団法人日本ｶﾞｽ協会 

社団法人日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟 

日本赤十字社 

日本通運株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社

日本電信電話株式会社 

社団法人日本農村情報ｼｽﾃﾑ協会

日本放送協会 

社団法人日本民間放送連盟 

東日本電信電話株式会社 

独立行政法人水資源機構 

 

中央に準ずる 

（電力会社、新聞者等を含む。）

 

 

地方に準ずる 

 

 



（２）非常通信協議会の経緯 

年 活動内容（総会開催等） 備 考 

昭和 

２６ 

(1951) 

 

 

２７ 

(1952) 

 

 

 

 

 

２８ 

(1953) 

３０ 

(1955) 

３８ 

(1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０ 

(1965) 

 

４１ 

(1966) 

 

４２ 

(1967) 

 

４４ 

(1969) 

 

５０ 

(1975) 

 

 

 

○協議会設立 

○非常無線通信規約制定(26.7.19) 

○非常無線通信運用細則制定(26.10.17) 

 

○第１回総会開催（構成員１８） 

電波監理総局、電気通信省、運輸省、航空庁、建設省、法

務府、国家地方警察本部、全国地方自治体警察長連合協議

会、海上保安庁、水産庁、林野庁、国家消防庁、全国都市

消防長連絡協議会、中央気象台、中央災害救助対策協議会、

日本国有鉄道、全国水産電気通信協会、日本赤十字社 

 

○第１回全国非常無線通信訓練( 中止 ) 

 

○非常無線通信用周波数移換 

4,630kHzの使用開始(従来は4,200kHz) 

○電源開発株式会社の加入（構成員１９） 

郵政省、運輸省、建設省、法務省、警察庁、海上保安庁、

防衛庁、水産庁、林野庁、消防庁、気象庁、日本国有鉄道、

日本電信電話公社、日本放送協会、 全国漁業無線協会、

日本アマチュア無線連盟、全国消防長会、日本赤十字社 

 

○A1 4630kHzの感度交換訓練を異免許人間で開始 

（同波の取扱の習熟を図るため実施し、以降、昭和５６年度

まで毎年実施） 

 

 

○中央防災会議の加入（構成員２０） 

 

 

○非常無線通信規約及び同運用細則の一部改正 

（電波法第７４条の２の条項の追加規程による改正） 

 

○中央非常無線通信協議会会則制定(42.3.2) 

 

 

○4630kHz 電信中心の訓練を電話中心の訓練に移行するに伴

い、非常通報に文書形式を取り入れる 

 

○構成員名簿の「中央防災会議」を国土庁に改める 

 

 

 

電波法公布 

(25.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電波法改正 

 (40.6.2) 
 
 



 

年 活動内容（総会開催等） 備 考 

５２ 

(1977) 

 

 

５３ 

(1978) 

 

５６ 

(1981) 

 

５７ 

(1982) 

 

 

 

５８ 

(1983) 

 

 

 

 

５９ 

(1984) 

 

６０ 

(1985) 

 

 

６１ 

(1986) 

 

６２ 

(1987) 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

元 

(1989) 

 

 

○非常無線通信規約等の改正委員会の設置 

委員：建設省、警察庁、海上保安庁、消防庁、気象庁、国土

庁、日本赤十字社、郵政省 

 

○非常無線通信規約及び同運用細則の一部改正(53.3.17) 

（移動する無線局を活用するなどの施設面等の充実を図る） 

 

○全国自動車無線連合会の加入（構成員２１） 

 

 

○中央防災会議主催の総合防災訓練に非常無線通信協議会と

して初めて参加 

○中央非常無線通信協議会会則の一部改正(57.3.19) 

（常任幹事に関する規定を削除し協議会運営の能率化を図る） 

 

○地区非常無線通信協議会への指導強化 

鹿島コンビナート爆発事故を教訓とし地域防災関係団体等

に対し地区非常協への加入、通信訓練充実等指導強化を図

る 

○日本通運株式会社の加入（構成員２２） 

 

○世田谷区内の電話障害に伴う緊急通報の確保の協力を依頼

(59.11.20) 

 

○非常無線通信協議会の改革に関する検討委員会の設置 

委員：建設省、警察庁、海上保安庁、消防庁、気象庁、国

土庁、ＮＴＴ、日本アマチュア無線連盟、郵政省 

 

○臨時総会開催(61.12.19) 

参加者（東京都、関東非常協、中央非常協構成員） 

 

○伊豆大島噴火災害対策に係る非常無線通信訓練実施

(62.2.10) 

参加機関：海上保安庁、東京都、神奈川県、東京電力㈱、東

海汽船㈱、全国漁業無線協会 

○水資源開発公団加入（構成員２３） 

○非常無線通信協議会の改革の基本方針策定 

○構成員名簿の「日本国有鉄道」を「鉄道通信株式会社」に 改

める 

 

○非常無線通信規約等の一部改正 

・組織体制：有線メディアの所有機関等の加入(構成員２８)
日本ＣＡＴＶ連盟、日本有線放送電話協会、日本高速通信㈱、日本テレコム㈱、

第二電電㈱ 

・活動体制：要請会議を設置し、構成員に対し、非常無線

通信体制の取扱い要請を行うことができることとした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿島コンビナート爆

発(57.3.31) 

 

 

 

防災相互無線局 

 免許方針等策定 

 (58.2.24) 

 

 

 

世田谷洞道火災 

(59.11.16) 

 

 

 

 

 

伊豆大島大噴火 

(61.11.15) 

 

 

 

 



年 活動内容（総会開催等） 備 考 

２ 

(1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

(1991) 

 

 

４ 

(1992) 

 

 

 

５ 

(1993) 

 

 

 

 

 

６ 

(1994) 

 

７ 

(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

(1996) 

 

○中央非常無線通信協議会会則の改正、中央非常無線通信協

議会表彰規程の制定(分担金制度、表彰制度の導入) 

 (2.3.15 ) 

・分担金制度を導入し、非常協の活性化及び各協議会間相

互の連携の強化を図る 

・表彰制度を導入し、中央非常協において非常通信等に貢

献のあった団体・個人に対し表彰を行う 

○日本通信衛星㈱（後の㈱日本サテライトシステムズ）、宇宙

通信㈱加入（構成員３０） 

○第１回全国非常無線通信協議会実務担当者打合せ会の開催

○国際電信電話株式会社の加入（構成員３１） 

 

○雲仙普賢岳の火山活動に伴う要請会議の開催(3.6.4) 

雲仙岳の火山活動に対し、各構成員に対し、無線通信体制

確保のための要請を行う 

 

○非常通信に関する検討委員会開催 

電気通信網の高度化・多様化の進展に伴い、より充実した

非常通信体制の整備強化を図るため、非常無線通信の在り

方、組織体制、活動体制等について検討を行う 

 

○非常無線通信規約の一部改正(地方協所在地でも地区協の

設置を認める )                         

 

 

 

 

 

○非常通信に関する検討委員会報告書「我が国におけるこれ

からの非常通信の在り方」が取りまとめられる 

 

○臨時幹事会開催(2.23) 

兵庫県南部地震の教訓を踏まえ、今後の非常災害時の活動

体制について検討 

○非常通信協議会と名称を変更（4.1） 

○非常通信規約等の一部改正 

規約の目的に有線系を含めた非常時において用いられる

必要な通信を追加、協議会の構成に生活関連機関を追加な

ど 

○中央電力協議会及び(社)日本ガス協会加入(構成員３３) 

○第５回表彰で兵庫県南部地震等での功績者等を表彰(5.25)

○全国非常通信訓練を初めて年２回実施（６月、11月） 

○全国移動無線センター協議会、㈳日本民間放送連盟、日本

移動通信株式会社及びＮＴＴ移動通信網株式会社加入（構

成員３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲仙岳火砕流発生

(3.6.3) 

台風第 17.18.19 号

(3.9.12～ 9.28) 

 

 

 

 

 

北海道釧路沖地震

(5.1.15) 

北海道南西沖地震

(5.7.12) 

九州・鹿児島集中豪

雨(5.8～9) 

 

 

 

 

兵庫県南部地震 

(7.1.17) 

 

防災基本計画の改訂

(7.7.18) 

 

 

 

 

 

 



 

年 活動内容（総会開催等） 備 考 

１０ 

(1998) 

１１ 

(1999) 

 

１２ 

(2000) 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 

(2001) 

 

 

 

１４ 

(2002) 

 

 

 

 

１５ 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

(2004) 

 

 

 

 

 

１７ 

(2005) 

 

 

○非常通信リーダー研修を実施 

 

○専門委員会を設置し、非常通信分野におけるコンピュータ

西暦２０００年問題対策などを調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○非常通信規約等の一部改正(13.4.23) 

中央省庁再編等に伴う組織の見直し及び分担金制度を廃止 

 

 

 

○非常時の通信確保の在り方に関する調査検討会の開催

(11.29) 

近年の通信技術の発達や通信機器の機能向上を踏まえ、現

状にあった非常通信ルートの計画及び非常通信の円滑な実

施の確保等について調査検討を行う 

 

○ジェイフォン株式会社（現ソフトバンクモバイル株式会社）

加入（構成員３８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「非常時の通信確保の在り方に関する調査検討報告書」が

要請会議の設置、地方通信ルートの確立等について取りま

とめられる 

○非常通信規約等の一部改正(16.9.17) 

 国民保護法の施行に伴い、災害も含めた幅広い事態に対応

 できるよう一部改正。 

 

○国連防災世界会議への参加(17.1.18-22) 

総合防災展に参加し、パネル等を用いて、非常通信協議会

の紹介を行う。 

 

 

 

東海村臨界事故 

(11.9.30) 

 

有珠山噴火 

(12.3.31) 

三宅島噴火 

(12.7.8) 

東海地区集中豪雨 

(12.9.8～12) 

鳥取県西部地震 

(12.10.6) 

 

芸予地震 

(13.3.24) 

米国同時多発テロ 

(13.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県沖地震 

(15.5.26) 

九州地区集中豪雨 

(15.7.19～21) 

宮城県北部地震 

(15.7.26) 

十勝沖地震及び苫小

牧石油コンビナート

火災(15.9.26) 

 

新潟・福島豪雨 

(16.7) 

福井豪雨 

(16.7.17-18) 

新潟県中越地震 

(16.10.23) 

スマトラ島沖大地震

及びインド洋津波 

(16.12.26) 

福岡県西方沖地震 

(17.3.20) 



 

 

 

 

１８ 

(2006) 

 

 

 

 

１９ 

(2007) 

 

 

 

 

 

２０ 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

○中央非常通信協議会の施設見学会を警察庁にて開催

(18.1.17) 

 

○中央非常通信協議会の施設見学会を東京電力株式会社に

て開催(18.11.29) 

 

 

 

 

 

○中央非常通信協議会の施設見学会を東京ガス株式会社に

て開催(19.11.26) 

 

宮城県西方沖地震 

(17.8.22) 

台風14号 

(17.9.5～8) 

平成18年豪雪 

(17.12～18.2) 

 

 

 

 

 

能登半島地震 

(19.3.25) 

新潟県中越沖地震 

(19.7.16) 

 



 

２ 非常通信関係法令等（抜すい） 
 

＜非常通信に関する主な項目と関係法等＞ 

① 非常( 重要 )通信 

・非常の場合の無線通信 …………… 電波法第74条 

・重要通信の確保 …………………… 電気通信事業法第８条 

・非常事態における通信の確保 …… 有線電気通信法第８条 

② 通知・通報・報告 

・国民に対する情報の提供 ………… 武力攻撃事態等における国民の保護のための

                    措置に関する法律第８条、46条、47条及び4

                    8条 

・被害状況等の報告 ………………… 災害対策基本法第53条 

・気象状況の通報 …………………… 消防法第22条 

・洪水予報等 ………………………… 水防法第10条 

・予報及び警報 ……………………… 気象業務法第15条 

・火山現象に関する情報の伝達等 … 活動火山対策特別措置法第21条 

・異常現象の通報義務 ……………… 石油コンビナート等災害防止法第23条 

③ 通信設備の利用 

・目的外使用の禁止等 ……………… 電波法第52条 

・目的外通信等 ……………………… 電波法施行規則第37条 

・通信設備の設置に関する協力 …… 武力攻撃事態等における国民の保護のための措 

                  置に関する法律第78条 

・通信設備の優先利用等 …………… 武力攻撃事態等における国民の保護のための措 

                  置に関する法律第156条、 

                  災害対策基本法第57条 

                  災害救助法第28条 

・水防通信 …………………………… 水防法第27条 

・警察通信施設の使用 ……………… 消防組織法第41条 

・運送及び通信に関する便宜供与 … 日本赤十字社法第34条 

・電気通信設備の利用等 …………… 自衛隊法第104条 

 

 



④ 料金の減免 

・総務省令で定める基準 …………… 電気通信事業法第19条、第20条及び第21条 

⑤ その他 

・発災直後の情報の収集・連絡及 … 防災基本計画第２編第２章 

び通信の確保等 

・災害時における通信計画等 ……… 防災基本計画第15編第１章、第２章 



 

（１）電波法(昭和25年法律第131号) 
(無線局の開設) 

第４条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 

(後略) 

(無線設備の操作) 

第39条 第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船

舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の２第１項の船

舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無

線局(アマチユア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う

者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第４項の規定によりその

選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作

であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が

航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合

は、この限りでない。 

(目的外使用の禁止等) 

第52条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする

無線局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）については放送事項)の範囲を

超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 

 （中略） 

四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又

は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを

利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩

序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。) 

  （後略） 

第55条 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。た

だし、第52条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。 

(混信等の防止) 

第56条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天

文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定

める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するよう

な混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第52条第１号から第

４号までに掲げる通信については、この限りでない。 

  （後略） 

(時計、業務書類等の備付け) 

第60条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令で定める書類

を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これら

の全部又は一部の備付けを省略することができる。 

(非常の場合の無線通信) 

第74条 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は

秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。 

２ 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実

費を弁償しなければならない。 

(非常の場合の通信体制の整備) 

第74条の２ 総務大臣は、前条第１項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制

を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置

を講じておかなければならない。 



２ 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めること

ができる。 

 

(報告等) 

第80条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に

報告しなければならない。 

一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき。 

  （後略） 

 

（２）電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号) 
(具備すべき電波等) 

第12条 

  （前略） 

13 無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくＡ１Ａ電波4、630k㎐を送り、及び受

けることができるものでなければならない。 

(無線設備の操作の特例) 

第33条の２ 法第39条第１項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の

操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。 

（中略） 

二 非常通信業務を行う場合であつて、無線従事者を無線設備の操作に充てることができな

いとき、又は主任無線従事者を無線設備の操作の監督に充てることができないとき。 

（後略） 

(目的外通信等) 

第37条 次に掲げる通信は、法第52条第６号の通信とする。この場合において、第１号の通信

を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中

又は航行の準備中に限る。ただし、運用規則第40条第１号及び第３号並びに第142条１号の

規定の適用を妨げない。 

（中略） 

二十五 法第74条第１項に規定する通信の訓練のために行なう通信 

二十六 水防法(昭和24年法律第193号)第27条第２項の規定による通信 

二十七 消防組織法(昭和22年法律第226号)第41条の規定に基づき行う通信 

二十八 災害救助法(昭和22年法律第118号)第28条の規定による通信 

二十九 気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条の規定に基づき行う通信 

三十 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第57条又は第79条（大規模地震対策特別措置

法（昭和53年法律第73号）第20条又は第26条第１項において準用する場合を含む。)の規定

による通信 

三十一 携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次

に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信 

 (1) 消防組織法第１条の任務を遂行するために行う通信 

 (2) 消防法（昭和23年法律第186号）第２条第９項の業務を遂行するために行う通信 

 (3) 災害対策基本法第２条第10号に掲げる計画の定めるところに従い防災上必要な業務

を遂行するために行う通信（第26号から前号まで並びに(1)及び(2)に掲げる通信を除

く。） 

三十二 治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間で行う治安維持に関し急を

要する通信であつて、総務大臣が別に告示するもの 

三十三 人命の救助又は人の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査若し

くはこれらの犯罪の現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し急を要する通信(他の電気通信



 

系統によつては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) 

(無線業務日誌) 

第40条 法第60条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならな

い。ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一

部を省略することができる。 

一 海上移動業務、航空移動業務若しくは無線標識業務を行う無線局(船舶局又は航空機局

と交信しない無線局及び船上通信局を除く。)又は海上移動衛星業務若しくは航空移動衛星

業務を行う無線局（航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。） 

 （中略） 

(2) 通信のたびごとに次の事項(船舶局、航空機局、船舶地球局及び航空機地球局にあつ

ては、遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に関するものに

限る。) 

（中略） 

（七） 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第１項に規定する通信の概要(遭

難通信については、その全文)並びにこれに対する措置の内容 

（中略） 

二 放送局 

(8) 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第１項に規定する通信を行つたときは、

そのたびごとにその通信の概要及びこれに対する措置の内容 

（中略） 

三 前２号に掲げる無線局以外の無線局 

（中略） 

(3) 法第74条第１項に規定する通信の実施状況 

（後略） 

第42条の２ 免許人等は、法第80条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総

務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急

通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信に

あつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続きにより、当該通報の発信に関し、報告する

ものとする。 

 

（３）電気通信事業法(昭和59年法律第86号) 
(重要通信の確保) 

第８条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ

るときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持

のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益の

ため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様

とする。 

２ 前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従

い、電気通信業務の一部を停止することができる。 

３ 電気通信事業者は、第１項に規定する通信（以下「重要通信」という。）の円滑な実施を

他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信

設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱

いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。  

（基礎的電気通信役務の契約約款）  

第 19 条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役

務に関する料金その他の提供条件（第52条第１項又は第70条第１項第１号の規定により認

可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。）について契約約



款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、 

当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。  

（中略） 

五  重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。  

（後略） 

（指定電気通信役務の保障契約約款）  

第20条 指定電気通信役務（第33条第２項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電 

気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該

電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されない

ことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該

第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基

づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務

省令で定めるものをいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気

通信役務に関する料金その他の提供条件（第52条第１項又は第70条第１項第１号の規定に

より認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第５項及び

第25条第２項において同じ。）について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、

その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様

とする。  

２ 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項（第

４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は適用しない。  

３ 総務大臣は、第１項（次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により

届け出た契約約款（以下「保障契約約款」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、

当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。  

一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。  

二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事

その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。  

三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。  

四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。  

五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。  

六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的

事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。 

４ 第33条第１項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者

がその指定の日以後 初に第１項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款について

は、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。」とあるのは、「第33条第１項の規定により新たに指定をされた日から

三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。  

５ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と

料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金そ

の他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項

の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限

りでない。  

６ 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約

約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。 

（特定電気通信役務の料金）  



 

第 21 条 総務大臣は、毎年少なくとも１回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信

役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいもの

として総務省令で定めるもの（以下「特定電気通信役務」という。）に関する料金について、

総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及

び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を

料金指数（電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度

その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定

める方法により算出される数値をいう。以下同じ。）により定め、その料金指数（以下「基

準料金指数」という。）を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気

通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。 

２ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更し

ようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準

料金指数を超えるものであるときは、第 19 条第１項又は前条第１項（同条第４項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなけれ

ばならない。 

３ 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料

金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれに

も該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。 

一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。  

二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。  

三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的

事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。  

４ 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通

信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数

以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信

役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する

料金を変更すべきことを命ずるものとする。 

５ 第 33 条第２項に規定する第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している

電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務（基礎的電気通信役務に

限る。）に関する料金であつて同条第１項の規定による指定の解除の際現に第２項の規定に

より認可を受けているものは、第 19 条第１項の規定により届け出た契約約款に定める料金

とみなす。 

６ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第２項の規定により認可を受けるべき料

金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を

提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場

合は、この限りでない。  

７ 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第２項の

規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。 

 

（４）有線電気通信法(昭和28年法律第96号) 
(有線電気通信設備の届出) 

第３条 有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置

の工事の開始の日の２週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から２週間以内)に、そ

の旨を総務大臣に届け出なければならない。 

一 有線電気通信の方式の別 

二 設備の設置の場所 

三 設備の概要 



２ 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で

定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態

様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 

一 ２人以上の者が共同して設置するもの 

二 他人(電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第５号に規定する電

気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続さ

れるもの 

三 他人の通信の用に供されるもの 

３ 有線電気通信設備を設置した者は、第１項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変

更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変

更しようとするときは、変更の工事の開始の日の２週間前まで(工事を要しないときは、変

更の日から２週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 

４ 前３項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。 

一 電気通信事業法第44条第１項に規定する事業用電気通信設備 

二 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域

内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(第２項各号に掲げるもの(同項の総務

省令で定めるものを除く。)を除く。) 

三 警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、

軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第２項各号に

掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。) 

四 前３号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの 

(非常事態における通信の確保) 

第８条 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき

は、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは

電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行う

ためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接

続すべきことを命ずることができる。 

２ 総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備

を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に

要した実費を弁償しなければならない。 

３ 第１項の規定による処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服

申立てをすることができない。 

 

（５）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

   （平成16年法律第112号） 
（目的）  

第１条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護

し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が 小となるようにすることの重

要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避

難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その

他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国

及び国民の安全の確保に関する法律（平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。）

と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。 

（国民に対する情報の提供）  

第８条 国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、

国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。  



 

２ 国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置

に関する情報については、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に

国民に提供するよう努めなければならない。  

（国の実施する国民の保護のための措置）  

第10条 国は、対処基本方針及び第32条第１項の規定による国民の保護に関する基本指針に基

づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。  

一 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置  

二 救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する

措置  

三 武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措

置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚

染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他の武力攻撃災害への対処に関する

措置  

四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置  

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置  

２  指定行政機関の長（当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定

行政機関。以下同じ。）及び指定地方行政機関の長は、対処基本方針が定められたときは、

この法律その他法令の規定に基づき、第33条第１項の規定による指定行政機関の国民の保護

に関する計画で定めるところにより、前項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に係る国民

の保護のための措置を実施しなければならない。  

（都道府県の実施する国民の保護のための措置）  

第11条 都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基

づき、第34条第１項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところによ

り、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならな

い。 

一 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民

の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置 

二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 

三 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛

生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置 

四 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置  

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置  

２ 都道府県の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の

規定に基づき、前項の都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県

知事の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を実施しなければならない。  

３ 都道府県の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、都道府県の知事そ

の他の執行機関（以下「都道府県知事等」という。）が実施する国民の保護のための措置に

協力するよう努めるものとする。  

４ 第１項及び第２項の場合において、都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の

保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関

の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施

に関し必要な要請をすることができる。  

（市町村の実施する国民の保護のための措置） 

第16条 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、

第35条第１項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市

町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

一 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 

二 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 



三 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃

災害への対処に関する措置 

四 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置  

五 武力攻撃災害の復旧に関する措置  

 (後略) 

（基本指針）  

第32条 政府は、武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための措置の実施に関し、あらかじ

め、国民の保護に関する基本指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

（後略） 

（都道府県の国民の保護に関する計画）  

第34条 都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければなら

ない。  

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。  

一 当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項  

二 都道府県が実施する第11条第１項及び第２項に規定する国民の保護のための措置に関

する事項  

三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事

項  

（後略） 

（市町村の国民の保護に関する計画）  

第35条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画

を作成しなければならない。  

２ 前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。  

一 当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項  

二 市町村が実施する第16条第１項及び第２項に規定する国民の保護のための措置に関す

る事項  

三 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事

項  

（後略） 

（訓練） 

第42条 指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関す

る業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民

の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合において

は、災害対策基本法第48条第１項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するもの

とする。 

２ 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めると

きは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を

指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 

３ 地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体の住民に

対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる。 

（都道府県知事による警報の通知）  

第46条 都道府県知事は、前条第３項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関

する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、

当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関その他の関係

機関に通知しなければならない。  

（市町村長による警報の伝達等）  

第47条 市町村長は、前条の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で

定めるところにより、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公私の団体に伝達するとと



 

もに、当該市町村の他の執行機関その他の関係機関に通知しなければならない。  

２ 前項の場合において、市町村長は、サイレン、防災行政無線その他の手段を活用し、でき

る限り速やかに、同項の通知の内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達するよう努めな

ければならない。  

３ 都道府県警察は、市町村と協力し、第１項の通知の内容の伝達が的確かつ迅速に行われる

よう努めなければならない。  

（指定行政機関の長その他の者による警報の伝達）  

第48条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第45条又は第

46条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるとこ

ろにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理す

る者に伝達するよう努めなければならない。  

（通信設備の設置に関する協力）  

第78条 電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第５号の電気通信事

業者をいう。第135条第２項及び第156条において同じ。）である指定公共機関及び指定地方

公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設に

おける避難住民等のための電話その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行

う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。  

（運送、通信及び郵便等の確保）  

第135条 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、

それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客及び貨物の運送を確

保するため必要な措置を講じなければならない。  

２ 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、

それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び国民

の保護のための措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

（後略） 

（電気通信設備の優先利用等）  

第156条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、国民の

保護のための措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、電気通信事

業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法（昭和28

年法律第96号）第３条第４項第３号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設

備を使用することができる。  

 

（６）災害対策基本法(昭和36年法律第223号) 
(目的) 

第１条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に

関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を

明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関す

る財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災

行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目

的とする。 

(施策における防災上の配慮等) 

第８条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを

問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与する

こととなるように意を用いなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。 



（中略） 

四 交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項 

五 防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組

織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項 

六 災害の予報及び警報の改善に関する事項  

（中略） 

十六 被災者に対する的確な情報提供に関する事項 

（後略）  

(都道府県地域防災計画) 

第40条 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地

域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めると

きは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、

防災業務計画に抵触するものであつてはならない。 

２ 都道府県地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する

指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定

地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者

の処理すべき事務又は業務の大綱 

二 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び

訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、

避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項

別の計画 

三 当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、

物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

四 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の地域に係る防災に関し都道府県防災会議が

必要と認める事項 

（後略） 

(市町村地域防災計画) 

第42条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町

村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市

町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認め

るときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、

防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するもの

であつてはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体

その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓

練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、

避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項

別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物

資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

四 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要

と認める事項 

（後略） 

(防災訓練義務) 

第48条 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害



 

予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 

２ 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認め

るときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路

の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができ

る。 

３ 災害予防責任者の属する機関の職員その他の従業員又は災害予防責任者の使用人その他

の従業者は、防災計画及び災害予防責任者の定めるところにより、第１項の防災訓練に参加

しなければならない。 

４ 災害予防責任者は、第１項の防災訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私

の団体に協力を求めることができる。 

（防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務）  

第49条 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務

に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、

又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならな

い。  

(災害応急対策及びその実施責任) 

第50条 災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に災害の発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するため

に行なうものとする。 

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項  

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項  

四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項  

五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項  

六 清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項  

七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項  

八 緊急輸送の確保に関する事項  

九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事

項  

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定

公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有す

る者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施しなければならない。  

(情報の収集及び伝達) 

第51条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、

指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下第

58条において「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところによ

り、災害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。 

(被害状況等の報告) 

第53条 市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、

速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県（都道府県に報

告ができない場合にあつては、内閣総理大臣）に報告しなければならない。 

２ 都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、

速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しな

ければならない。 

３ 指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところに

より、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に

報告しなければならない。 

４ 指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところに



より、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に

報告しなければならない。 

５ 第１項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害であると認められるときは、

市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当該非常災害の規模の

把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、第１項から第４項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係

る事項を中央防災会議に通報するものとする。 

(都道府県知事の通知等) 

第55条 都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報

若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は地域

防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置につ

いて、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長その他の関係者に対し、必

要な通知又は要請をするものとする。 

(市町村長の警報の伝達及び警告) 

第56条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、

自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報

をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予

報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝

達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民

その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置

について、必要な通知又は警告をすることができる。 

(通信設備の優先利用等) 

第57条 前２条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合におい

て、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特

別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電気通信事業法(昭和59年法

律第86号)第２条第５号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を

優先的に利用し、若しくは有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第３条第４項第３号に掲げ

る者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送法(昭和25年法律第

132号)第２条第３号の２に規定する放送事業者(同条第３号の４に規定する受託放送事業者

(以下「受託放送事業者」という。）を除く。)に放送を行うこと(同条第３号の５に規定する

委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)を求めること

ができる。 

(通信設備の優先使用権) 

第79条 災害が発生した場合において、その応急措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別

の必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若

しくは市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、電気通信事業法第２条第

５号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又

は有線電気通信法第３条第４項第３号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無

線設備を使用することができる。 

 

（７）災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号) 
(被害状況等の報告) 

第21条 法第53条第１項から第４項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措

置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、

次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。 

一 災害の原因 

二 災害が発生した日時 



 

三 災害が発生した場所又は地域 

四 被害の程度 

五 災害に対しとられた措置 

六 その他必要な事項 

(通信設備の優先利用等) 

第22条 都道府県知事又は市町村長は、法第57条の規定により電気通信設備を優先的に利用

し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送事業者に放送を行うこ

と(委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)を求めると

きは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第３条

第４項第３号に掲げる者又は放送法(昭和25年法律第132号)第２条第３号の２に規定する放

送事業者(同条第３号の４に規定する受託放送事業者を除く。)と協議して定めた手続によ

り、これを行わなければならない。 

 

（８）防災基本計画(平成20年２月中央防災会議決定) 
第１編 総則 

第２章 防災の基本方針 

(前略) 

○周到かつ十分な災害予防 

・災害に強い国づくり、まちづくりを実現するための、主要交通・通信機能の強化、

国土保全事業及び市街地開発事業等による災害に強い国土とまちの形成、並びに住

宅、学校や病院等の公共施設等の構造物・施設、ライフライン機能の安全性の確保

等 

（後略） 

○迅速かつ円滑な災害応急対策 

・災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達、住民の避難誘導及び災害未然防止

活動 

・大規模な事故が発生した場合等における速やかな情報の連絡 

・発災直後の被害規模の早期把握、災害に関する情報の迅速なる収集及び伝達、並び

にそのための通信手段の確保 

（中略） 

・流言、飛語等による社会的混乱を防ぎ、適切な判断と行動を促す、被災者等への的

確な情報伝達 

（後略） 

第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応 

○近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等社会構造の変化により災害脆弱性の高まり

がみられるが、国、公共機関及び地方公共団体は、これらの変化に十分配慮しつつ防

災対策を推進するものとする。とりわけ、次に掲げるような変化については、十分な

対応を図ることとする。 
（中略） 
・ライフライン、コンピュータ、情報通信ネットワーク、交通ネットワーク等への依

存度の増大がみられるが、これらの災害発生時の被害は、日常生活、産業活動に深

刻な影響をもたらす。このため、これらの施設の耐災化を進めるとともに、補完的

機能の充実が必要である。 

（後略） 

第２編 震災対策編 

第１章 災害予防 

第１節 地震に強い国づくり、まちづくり 



１ 構造物・施設等の耐震性の確保についての基本的な考え方 

○地震に強い国づくり、まちづくりを行うに当たっては、建築物、土木構造物、通信施

設、ライフライン施設、防災関連施設など構造物、施設等の耐震性を確保する必要が

ある。その場合の耐震設計の方法は、それらの種類、目的等により異なるが、基本的

な考え方は以下によるものとする。 

（中略） 

○なお、耐震性の確保には、上述の個々の構造物・施設等の耐震設計のほか、代替性の

確保、多重化等により総合的にシステムの機能を確保することによる方策も含まれる

ものとする。 

２ 地震に強い国づくり 

(1) 主要交通・通信機能強化 

○国、公共機関及び地方公共団体は、主要な鉄道、道路、港湾、空港等の基幹的な交通・

通信施設等の整備に当たっては、各施設等の耐震設計やネットワークの充実などによ

り耐震性の確保に努めるものとする。 

(後略) 

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

１ 情報の収集・連絡関係 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

○地震による被害が被災地方公共団体等の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、

国、公共機関及び地方公共団体は、市町村、都道府県、国その他防災機関との連絡が、

相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収

集・連絡体制の明確化など体制の確立に努めるものする。 

○国、公共機関及び地方公共団体は、それぞれの機関及び機関相互間において情報の収

集・連絡体制の整備を図るとともに、その際の役割・責任等の明確化に努めるものと

する。また、夜間、休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする。 

○国、公共機関及び地方公共団体は、被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡

を行うため、情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるものとする。 

○国、公共機関及び地方公共団体は、情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有

すべき防災情報の形式を標準化し、共通のシステム（防災情報共有プラットフォーム）

に集約できるよう努めるものとする。 

○国、地方公共団体は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ航空機、巡視船、

車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテ

レビシステム、監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進するものと

する。 

○迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ、被災現場等において情報

の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど、国、地方公共団体は体制

の整備を推進するものとする。 

○国、地方公共団体は、衛星通信、インターネットメール、防災行政無線等の通信手段

を整備する等により、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情

報等の収集体制の整備に努めるものとする。また、国及び地方公共団体は、震度観測

点の減少等により、震度の分布状況の把握に支障をきたし、初動対応に遅れが生じる

こと等のないよう、迅速かつ円滑な初動体制等の確立のために必要な地震計等観測機

器の維持・整備に努めるとともに、地域衛星通信ネットワークや防災行政無線等を活

用すること等により、震度情報ネットワークその他の災害情報等を瞬時に伝達するシ

ステムを維持・整備するよう努めるものとする。 

     (後略) 

(3) 通信手段の確保 

○国、地方公共団体及び電気通信事業者等は、災害時における情報通信の重要性にかん



 

がみ、災害時の通信手段の確保のため、情報通信施設の耐震性の強化及び停電対策、

情報通信施設の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの

地中化の促進、無線を活用したバックアップ対策、デジタル化の促進等による防災対

策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図る

ものとする。 

○国及び地方公共団体等は、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用

及び応急対策等災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。この

場合、非常通信協議会との連携にも十分配慮すること。 

○国、地方公共団体等の災害時の情報通信手段については、平常時よりその確保に努め

るものとし、その運用・管理及び整備等に当たっては、次の点を十分考慮すること。 

・災害時における緊急情報連絡を確保するため、無線通信ネットワークの整備・拡充

の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図ること。 

・災害に強い伝送路を構築するため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の

多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること。 

・画像等の大容量データの通信を可能とするため、国、地方公共団体のネットワーク

のデジタル化を推進するとともに、全国的な大容量通信ネットワークの体系的な整

備を図ること。 

・非常災害時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総

点検を定期的に実施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け

他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること。 

(中略) 

・移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等の対策に十分留意しておくこと。

このため、あらかじめ非常時における運用計画を定めておくとともに関係機関の間

で運用方法についての十分な調整を図ること。この場合、周波数割当等による対策

を講じる必要が生じた時は、総務省と事前の調整を実施すること。 

・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入

れた実践的通信訓練を定期的に実施すること。 

・災害時に有効な、携帯電話・自動車電話等の電気通信事業用移動通信（以下「携帯

電話等」という。）、業務用移動通信、アマチュア無線等による移動通信系の活用体

制について整備しておくこと。なお、アマチュア無線の活用は、ボランティアとい

う性格に配慮すること。 

・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し、迅速かつ的確に災

害対策本部等の中枢機関に伝送する画像伝送無線システムの構築に努めること。ま

た、収集された画像情報を配信するための通信網の整備を図ること。 

・ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用

するよう努めること。また、災害用として配備されている無線電話等の機器につい

ては、その運用方法等について習熟しておくこと。また、IP電話を利用する場合は、

ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 

・情報通信手段の施設については、平常時より管理・運用体制を構築しておくこと。 

・内閣府は、災害情報が官邸（「内閣総理大臣官邸」をいう。以下同じ。）及び非常本

部等（「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう。以下同じ。）を含む防災

関係機関に伝達されるよう中央防災無線網の整備・拡充等伝送路の確保に努めるこ

と。 

(後略) 

３ 救助・救急、医療及び消火活動関係 
○国、地方公共団体及び医療機関等は、発災時における救助・救急、医療及び消火に係

る情報の収集・連絡・分析等の重要性にかんがみ、通信手段の確保等を図るものとす

る。 



(後略) 

４ 緊急輸送活動関係 
○地方公共団体は、施設の管理者と連携をとりつつ、あらかじめ、臨時ヘリポートの候

補地を関係機関と協議の上緊急輸送ネットワークにおける輸送施設として指定する

とともに、これらの場所を災害時に有効に利用し得るよう、関係機関及び住民等に対

する周知徹底を図るなどの所要の措置を講じるものとする。また、災害時の利用につ

いてあらかじめ協議しておくほか、通信機器等の必要な機材については、必要に応じ、

当該地に備蓄するよう努めるものとする。 

(後略) 

５ 避難収容活動関係 

   (前略) 

 (2) 避難場所 

(前略) 

○地方公共団体は、避難場所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、通信機器等

のほか、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者にも配慮した避難の実

施に必要な施設・設備の整備に努めるものとする。さらに、地方公共団体は、テレビ、

ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図るものとする。 

(後略) 

６ 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動関係 

(前略) 

○国〔農林水産省、厚生労働省、経済産業省、総務省〕は、食料、水及び医薬品等生活

必需品並びに通信機器等の物資の備蓄又は調達体制の整備を行うものとする。 

(後略) 

７ 施設、設備の応急復旧活動関係 
○国及び地方公共団体、公共機関は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握

及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制・資機材を整備するものとする。 

(中略) 

○ライフライン事業者は、地震発生時に円滑な対応が図られるよう、ライフラインの被

害状況の予測・把握及び緊急時の供給についてあらかじめ計画を作成しておくものと

する。また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広域的な応援を前提として、あ

らかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努めるものとする。 

８ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 

○地方公共団体は、被災者等への情報伝達手段として、特に市町村防災行政無線等の無

線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに、有線系や携帯電話も含め、災害

時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努めるものとする。 

○国、公共機関及び地方公共団体は、災害時要援護者、災害により孤立化する危険のあ

る地域の被災者、都市部における帰宅困難者等情報が入手困難な被災者等に対して

も、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

○国、地方公共団体は、被災者等に対して、必要な情報が確実に伝達され、かつ共有さ

れるように、その際の役割・責任等の明確化に努めるものとする。 

○国等は、発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくもの

とする。 

○国、地方公共団体及び放送事業者等は地震に関する情報及び被災者に対する生活情報

を常に伝達できるよう、その体制及び施設、設備の整備を図るものとする。 

○放送事業者、通信事業者等は、被害に関する情報、被災者の安否情報等について、情

報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとする。 

（中略） 

○国、地方公共団体は、住民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ



 

計画しておくものとする。 

（後略） 

11 防災関係機関の防災訓練の実施 

(1) 国における防災訓練の実施 

○国は、公共機関及び地方公共団体等と連携を強化し、大規模災害を想定した防災訓練

を積極的に実施するものとする。 

○国は、情報の収集、伝達訓練の充実を図るとともに、被災地方公共団体が国に対して

行う各種の救援要請に関し機動力を生かした広域的地震災害応急対策訓練、及び現地

本部設置訓練など、より実践的な防災訓練を実施するものとする。 

(2) 地方における防災訓練の実施 

○ 地方公共団体及び公共機関等は、自衛隊、海上保安庁等国の機関とも協力し、また、

自主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ボランティア団体及び災害時要援護者を

含めた地域住民等とも連携した訓練を実施するものとする。 

○地方公共団体は、地方公共団体間で密接に連携をとりながら広域訓練を実施するもの

とする。 

(3) 実践的な訓練の実施と事後評価 

○国、地方公共団体及び公共機関が訓練を行うに当たっては、地震及び被害の想定を明

らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定し、参加者自身の判断も

求められる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫すること。 

○訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うこと。 

（後略） 

第２章 災害応急対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

○地震が発生した場合、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震の状況等）や津

波警報、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報は効果的に応急対策を

実施する上で不可欠であり、このため、地震の規模や被害の程度に応じ関係機関は情

報の収集・連絡を迅速に行うこととするが、この場合、概括的な情報も含め多くの情

報を効果的な通信手段・機材、情報システムを用いて伝達・共有し、被害規模の早期

把握を行う必要がある。 

１ 災害情報の収集・連絡 
(1) 地震情報等の連絡 

○地震が発生した場合、まず気象庁が、地震情報及び津波予報等の連絡を官邸〔内閣官

房〕、関係省庁〔内閣府、警察庁、防衛省、海上保安庁、消防庁等〕、関係都道府県及

び関係指定公共機関に行う。 

○内閣府は気象庁から連絡を受けた地震が一定規模以上であった場合は、地震情報等に

ついて官邸〔内閣官房〕及び災害対策関係省庁に連絡を行う。 

○都道府県は、気象庁から連絡を受けた地震情報を、市町村、関係機関等へ連絡する。 

○気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、日本放送協

会に伝達するとともに、官邸、関係省庁、地方公共団体への提供に努める。また、放

送事業者の協力を得て、広く国民一般への緊急地震速報の提供に努める。 

○国〔消防庁〕、地方公共団体及び放送事業者等は、受信した緊急地震速報を地域衛星

通信ネットワーク、市町村防災行政無線等により住民等への伝達に努めるものとす

る。 

(2) 被害規模の早期把握のための活動 

○国、地方公共団体等は、災害発生直後において、概括的被害情報、ライフライン被害

の範囲、医療機関へ来ている負傷者の状況等、被害の規模を推定するための関連情報

の収集にあたる。 

○国〔警察庁、消防庁、防衛省、国土交通省、海上保安庁等〕及び地方公共団体は、必



要に応じ航空機による目視、撮影等による情報収集を行うものとする。 

○国〔警察庁、消防庁、防衛省、国土交通省、海上保安庁等〕及び地方公共団体は、必

要に応じ画像情報の利用による被害規模の把握を行うものとする。 

○被害規模を早期に把握するため、警察庁は現場と警察本部が行う交信情報を、消防庁

及び地方公共団体は１１９番通報が殺到する状況等の情報を積極的に収集するもの

とする。 

○国等は、地理情報システム及び地震のモニタリングシステム等を利用し、被害規模を

早期に評価するものとする。 

(3) 地震発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡 

○市町村は、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、津波、土砂災害の発生状況

等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲

から直ちに都道府県へ連絡するものとする。ただし、通信の途絶等により都道府県に

連絡できない場合は、消防庁へ連絡するものとする。 

○都道府県は、市町村等から情報を収集するとともに、自らも必要な被害規模に関する

概括的な情報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省

庁に連絡する。また、都道府県警察は被害に関する情報を把握し、これを警察庁に連

絡する。 

○警察庁、消防庁、防衛省、海上保安庁及び指定公共機関等は、被害規模に関する概括

的な情報等を内閣府（指定公共機関にあっては直接又は関係指定行政機関を通じ）に

連絡し、内閣府は被害規模を迅速に把握するとともに、これらを速やかに官邸〔内閣

官房〕及び関係機関に連絡する。 

○大規模地震が発生した場合には、関係省庁〔内閣府、警察庁、消防庁、防衛省、海上

保安庁等〕及び民間公共機関等は被害の第１次情報を速やかに官邸〔内閣官房〕に連

絡する。 

○大規模地震が発生した場合には、官邸において、関係省庁等幹部による緊急参集チー

ムが情報の集約を行う。この場合、必要に応じ、官邸から都道府県や市町村の被害状

況の確認を行う。 

(4) 一般被害情報等の収集・連絡 

○地方公共団体は、被害の情報を収集し、これを必要に応じ消防庁及び関係省庁に連絡

する。消防庁はこれを官邸〔内閣官房〕及び内閣府に連絡し、非常本部等の設置後は

これを非常本部等に連絡する。 

○指定公共機関は、その業務に係る被害情報を収集し、これを直接又は関係指定行政機

関等を通じて官邸〔内閣官房〕、内閣府、関係省庁に連絡する。また、非常本部等の

設置後は、これを非常本部等に連絡する。 

○指定行政機関は、その所掌事務に係る被害情報を収集し、これを必要に応じて官邸〔内

閣官房〕、内閣府、関係省庁に連絡する。また、非常本部等の設置後は、これを非常

本部等に連絡する。 

○内閣官房、内閣府又は非常本部等は、収集した被害情報を必要に応じ内閣総理大臣に

報告する。 

○内閣官房、内閣府又は非常本部等は、収集した被害情報を共有するために、指定行政

機関、指定公共機関に連絡する。 

○非常本部等は、収集した被害情報を都道府県に連絡する。 

(5) 応急対策活動情報の連絡 

○市町村は、都道府県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必

要性等を連絡する。また、都道府県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村

に連絡する。  

○都道府県及び公共機関は、指定行政機関を通じ、非常本部等に応急対策の活動状況、

対策本部設置状況等を随時連絡する。また、指定行政機関は、自ら実施する応急対策



 

の活動状況を非常本部等に連絡するとともに、必要に応じ都道府県、公共機関に連絡

する。 

○内閣官房、内閣府又は非常本部等は、収集した応急対策活動情報を、必要に応じ内閣

総理大臣に報告する。 

○非常本部等は、収集した応急対策活動情報や非常本部等において調整された応急対策

活動情報を、必要に応じ指定行政機関、指定公共機関及び都道府県等に連絡する。 

○関係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うも

のとする。 

２ 通信手段の確保 
○災害発生直後は直ちに、災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。この

ため、必要に応じ、 

・国、公共機関及び地方公共団体は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行

うとともに支障が生じた施設の復旧を行うこととし、そのための要員を直ちに現場

に配置する。また、直ちに総務省に連絡するものとし、総務省は通信の確保に必要

な措置を講ずる。 

・国、地方公共団体及び電気通信事業者は、携帯電話等、衛星通信等の移動通信回線

の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努める。 

○電気通信事業者は、災害時における国及び地方公共団体等の防災関係機関の重要通信

の確保を優先的に行う。 

○総務省は、緊急時において重要通信を確保するため、通信システムの被災状況等を迅

速に把握し、活用可能な通信システムを重要通信に充てるための調整を円滑に行うも

のとする。 

○国、地方公共団体等は、災害時の無線局運用時における通信輻輳により生じる混信等

の対策のため通信運用の指揮要員等を災害現地に配置し、通信統制を行う等により通

信の運用に支障をきたさないよう努めるものとする。 

(後略) 

第５節 避難収容活動 

１ 避難誘導の実施 

(前略) 

○避難誘導に当たっては、地方公共団体は、避難場所及び避難路や災害危険箇所等の所

在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めるものとする。 

(後略) 

第６節 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動 

    (前略) 

(3) 物資関係省庁の活動 

(前略) 

○総務省は、必要に応じ、又は非常本部等若しくは被災地方公共団体からの要請に基づ

き、通信機器について、関係業界団体の協力を得る等により、その供給の確保を図る

ものとする。 

(後略) 

第９節 施設、設備等の応急復旧活動 

○迅速かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等、及び二次災害を防止するため

の国土保全施設等に加え、被災者の生活確保のため、ライフライン及び公共施設の応

急復旧を迅速に行う。 

(1) 施設、設備の応急復旧活動 

○国及び地方公共団体等は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、それぞ

れの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握

し、二次災害の防止、被災者の生活確保を 優先に、ライフライン及び公共施設の応



急復旧を速やかに行うものとする。 

(2) ライフライン施設に関する非常災害対策本部等の関与 

○非常本部等は、災害の程度、施設の重要度等を勘案の上、特に必要と認められる場合

には、関係省庁〔厚生労働省、経済産業省、総務省、国土交通省〕を経由して、ライ

フライン事業者に対して応急対策活動を依頼するものとする。 

(後略) 

第10節 被災者等への的確な情報伝達活動 

○流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民

等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確かつわかりや

すい情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。また、住民等から、問い合

わせ、要望、意見などが数多く寄せられるため、適切な対応を行える体制を整備する。 

(1) 被災者への情報伝達活動 

○非常本部等、指定行政機関、公共機関及び地方公共団体は、被災者のニーズを十分把

握し、地震の被害、余震の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフ

ラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞ

れの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ

細やかな情報を適切に提供するものとする。なお、その際、高齢者、障害者、外国人

等災害時要援護者に配慮した伝達を行うこと。 

○非常本部等、指定行政機関、公共機関及び地方公共団体は、情報の公表、広報活動の

際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

○国民が総合的な情報の入手を可能とするポータルサイト等の情報提供窓口の設置に

努める。 

○情報伝達に当たっては、掲示板、広報誌、広報車等によるほか、放送事業者、通信社、

新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い

合わせ先等を随時入手したいというニーズに応えるため、インターネットポータル会

社等の協力を求めて、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。また、国は放

送事業者と協力して、緊急放送時にテレビ、ラジオが自動的に作動するシステムの普

及を図るものとする。 

○なお、国及び地方公共団体は、必要に応じ、公共機関、その他関係機関との連携を図

りつつ、広域のあらゆる情報やニーズを収集・管理し、関係機関や住民に情報を発信

する地元密着型の地域情報ステーションを、被災地近傍に設置するものとする。 

(2) 国民への的確な情報の伝達 

○非常本部等、指定行政機関、公共機関及び地方公共団体は、国民全体に対し地震の被

害、余震の状況、安否情報、交通施設等の復旧状況、義援物資の取扱い等、ニーズに

応じた情報を積極的に伝達するものとする。 

○非常本部等、指定行政機関、公共機関及び地方公共団体は、情報の公表、広報活動の

際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものとする。 

○情報伝達に当たっては、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るもの

とする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニ

ーズに答えるため、インターネットポータル会社等の協力を求めて、的確な情報を提

供できるよう努めるものとする。 

(後略) 

第４章 津波対策 

第１節 災害予防 

(前略) 

２ 津波警報等の迅速な実施と伝達のための備え 

○気象庁は、迅速な津波警報等の実施のため、地震及び津波観測、解析、通信等の体制

及び施設、設備の充実を図る。また、国及び地方公共団体は、迅速な津波警報等の伝



 

達のため、伝達体制及び通信施設、設備の充実を図るものとする。 

(後略) 

第２節 災害応急対策 

１ 災害発生直前の対策 

○気象庁は、地震の発生後迅速に津波の可能性を判定、津波警報等を実施するものとす

る。国、地方公共団体及び放送事業者等は、津波警報等を迅速かつ正確に住民、釣り

人、海水浴客などの観光客、船舶等に伝達するものとする。 

○地方公共団体は、強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感

じて避難の必要を認める場合若しくは津波警報を覚知した場合直ちに避難指示を行

うなど、速やかに的確な避難勧告・指示を行い、安全かつ効率的な避難誘導を行うも

のとする。その際、対象者に漏れなく、災害時要援護者にも配慮したわかりやすい伝

達を心がけるものとする。 

○地方公共団体は水防団等を出動させ、防潮水門を閉鎖するほか住民等を海浜から避難

させるなど、緊急対策を行うものとする。 

 

【第３編風水害対策編、第４編火山災害対策編、第５編雪害対策編、第６編海上災害対策編、

第７編航空災害対策編、第８編鉄道災害対策編、第９編道路災害対策編、第 10 編原子力災

害対策編、第 11 編危険物等災害対策編、第 12 編大規模な火事災害対策編、第 13 編林野火

災対策編及び第14編その他の災害に共通する対策編、に同趣旨】 

 

第15編 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項 

第１章 災害予防に関する事項 

(前略) 

35 被害情報の収集・連絡、防災情報の共有化等に関する事項 

   各種災害情報の収集連絡、提供及びこれら防災情報の防災関係機関間、住民等の間及

び住民等と行政間における共有化に資する観測・監視機器、通信施設及び設備、情報提

供装置、情報システム等の整備及び運用に関する計画 

(後略) 

第２章 災害応急対策に関する事項 

１ 災害に対する予報及び警報の伝達並びに警告の方法に関する事項 

  予警報及び警告を迅速、かつ、正確に伝達するため、全通信施設の一体的活動による

通信の確保等、伝達組織及び方法並びに警告の発令基準等に関する計画 
(中略) 

３ 災害時における災害に関する情報等の収集及び防災情報の共有化に関する事項 

 災害に関する状況や応急対策に関する状況を迅速、かつ、的確に把握し、報告する方

法及び組織並びに被害状況等の報告内容の基準、これら防災情報の関係機関間における

共有化及び活用等に関する計画 

(中略) 

５ 避難（小、中学校の児童、生徒等の集団避難を含む。）に関する事項 

避難の指示、警告、伝達、誘導及び収容並びに緊急輸送のための組織、方法等に関す

る計画 

(中略) 

15 災害時における通信計画に関する事項 

  非常通信協議会を中心とする非常通信体制の整備、有線、無線通信の一体的活動及び

郵便通信施設による応急対策通信等重要通信の確保に関する計画 

 (後略) 

 



（９）大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号) 
（地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用） 

第20条 災害対策基本法第51条の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警

戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの

規定は都道府県知事又は市町村長が警戒宣言が発せられたことを知つた場合について準用

する。この場合において、同法第51条中「、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者（以

下第58条において「災害応急対策責任者」という。）」とあるのは、「その他大規模地震対策

特別措置法第２条第14号の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と読み替えるものと

する。 

（地震防災応急対策及びその実施責任）  

第21条 地震防災応急対策は、次の事項について行うものとする。  

一 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項  

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項  

三 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項  

四 施設及び設備の整備及び点検に関する事項  

五 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある

地域における社会秩序の維持に関する事項  

六 緊急輸送の確保に関する事項  

七 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他

の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項  

八 前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する

事項  

(後略) 

（地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用） 
第26条 災害対策基本法第58条、第60条、第61条、第63条第１項及び第２項、第67条、第68条、

第74条並びに第79条の規定は、警戒宣言が発せられた場合に準用する。この場合において、

同法第58条中「災害応急対策責任者」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第２条第14号

の地震防災応急対策の実施の責任を有する者」と、同法第60条第３項中「報告」とあるのは

「報告し、及び管轄警察署長に通知」と読み替えるものとする。 

２ 災害対策基本法第72条の規定は、警戒宣言が発せられた場合に都道府県知事が市町村長に

対して行う指示について準用する。 

３ 災害対策基本法第86条の規定は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な国有

財産等の貸付け又は使用について準用する。 

 

（10）消防法(昭和23年法律第186号) 
第22条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状

況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県

知事に通報しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければな

らない。 

３ 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認める

ときは、火災に関する警報を発することができる。 

４ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区

域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。 

 

（11）水防法(昭和24年法律第193号) 
（国の機関が行う洪水予報） 



 

第10条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水又は高潮のおそれがあると認められるとき

は、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機

関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これ

を一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、２以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪

水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気

象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した

後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該

河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前２項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、

その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 

（水防通信） 
第27条 何人も、水防上緊急を要する通信が も迅速に行われるように協力しなければならな

い。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命

を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）

第２条第５号 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に

利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の

専用通信施設を使用することができる。 

 

（12）気象業務法(昭和27年法律第165号) 
第15条 気象庁は、第13条第１項、第14条第１項又は前条第１項から第３項までの規定により、

気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、

直ちにその警報事項を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会

社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の

警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。 

２ 前項の通知を受けた警察庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式

会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければな

らない。 

３ 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周

知させるように努めなければならない。 

４ 第１項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機

に周知させるように努めなければならない。 

５ 第１項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港

中の船舶に周知させるように努めなければならない。 

６ 第１項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなけ

ればならない。 

 

（13）活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号) 
(火山現象に関する情報の伝達等) 

第21条 国は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山現象による災害から国民

の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都

道府県知事に通報しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、予想

される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関



（災害対策基本法第２条第４号に規定する指定地方行政機関をいう。）の長、指定地方公共

機関（同条第６号に規定する指定地方公共機関をいう。）、市町村長その他の関係者に対し、

必要な通報又は要請をするものとする。 

３ 市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報

に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。こ

の場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団

体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警

告をすることができる。 

 

（14）石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号) 
(異常現象の通報義務) 

第23条 特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者は、当該特定事業所における出

火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、

直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市町村長

の指定する場所に通報しなければならない。 

２ 消防署長又は市町村長は、前項の通報を受けた場合には、直ちに、石油コンビナート等防

災計画の定めるところにより、その旨を石油コンビナート等防災本部、警察署、海上警備救

難機関その他の関係機関に通報しなければならない。 

(災害応急措置の概要等の報告) 

第26条 特定地方行政機関(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第９条に規定する国の行

政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)

の長、都道府県知事、市町村長、特定事業者その他法令の規定により特別防災区域に係る災

害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する責任を有する者は、発生した災害

の状況及びその実施した措置の概要について、石油コンビナート等防災計画の定めるところ

により、石油コンビナート等防災本部に逐次報告しなければならない。 

 

（15）消防組織法(昭和22年法律第226号) 
(警察通信施設の使用) 

第41条 消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することができ

る。 

 

（16）災害救助法(昭和22年法律第118号) 
第28条 厚生労働大臣、都道府県知事、第30条第１項の規定により救助の実施に関する都道府

県知事の権限に属する事務の一部を行う市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこ

れらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、現に応急的な救助を行う必要がある場合に

は、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気通信事業法（昭和59年法律第86号)第２

条第５号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用

し、又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第３条第４項第３号に掲げる者が設置する有

線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。 

  

（17）日本赤十字社法(昭和27年法律第305号) 
(運送及び通信に関する便宜供与) 

第34条 鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に

救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与

えるように努めなければならない。 

２ 総務大臣、電気通信事業者、日本放送協会又は一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132



 

号)第２条第３号の３に規定する一般放送事業者のうち同条第３号の４に規定する受託放送

事業者以外のものをいう。)は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務に実施することが

できるように、救護業務に関する通信に関し、便宜を与えるように努めなければならない。 

 

（18）自衛隊法(昭和29年法律第165号) 
(電気通信設備の利用等) 

第104条 防衛大臣は、第76条第１項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要

があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事

業法 （昭和59年法律第86号）第２条第５号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供

する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法（昭和28年法律第96号）第３条第

４項第３号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとるこ

とを求めることができる。 

２ 総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものと

する。 
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