
２ 非常通信関係法令等（抜粋） 
 

＜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 
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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 
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（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。 
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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条第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
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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 非常局 

（中略） 

(2) 法第 74条第１項に規定する通信の実施状況の詳細及びこれに対する措置の内容 

（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

－ 106 －



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最初に第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

３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）  
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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 
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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最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。  
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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 
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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
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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。 
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（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
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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
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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 
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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 
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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
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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。 
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(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
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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

波警報等、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
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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
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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最優先に、ライフライン及び公共施設の応
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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
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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 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) 
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（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） 
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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最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
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（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
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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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