
２ 移動電源車の貸与 

 平成 23 年に発生した東日本大震災では、商用電源の枯渇により通信ができない状況が発生

しました。このため、総務省では、非常時における電気通信設備の電源を確保すべく、平成 24

年度から一部の総合通信局に災害対策用移動電源車（以下「移動電源車」といいます。）を配

備し、地方公共団体及び電気通信事業者等（以下「地方公共団体等」といいます。）へ貸与す

る体制を整備しています。 

(1) 施策の概要

移動電源車（小型７台、中型３台）を全国９箇所※の各総合通信局に配備し、地震等の災害

が発生した際に、地方公共団体等からの要請により貸与し、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電源確保を図

るものです（資料１参照）。なお、地方公共団体へは無償、電気通信事業者等へは有償で貸与

します。 

※：関東と沖縄を除く９箇所の総合通信局 

(2)要請と移動電源車搬入

災害が発生した際には、地方公共団体等から各総合通信局に移動電源車の貸出要請があれば、

所定の申請書の内容に基づき、速やかに指定された場所へ移動電源車を搬入します。貸出要請

の連絡先は資料２のとおりです。 

(3) 災害発生を想定した訓練の実施

災害が発生した時に上記のような対応を円滑に行うためには、平時からの十分な準備や地方

公共団体等との連携が必要であることから、総務省では、平常時の移動電源車の保守点検だけ

でなく、地震等の災害を想定した貸出に係る手続及び移動電源車の搬入に関する訓練を行って

います。また、地方公共団体等からの要請に応じて、自治体で行われる防災訓練等にも参加し

ています。 

（４）貸出の手順について

貸出手順は、資料３のとおり。 

資料１ 



資料２ 移動電源車に係る貸出要請連絡先一覧 

 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課安全・信頼性対策室 

  〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

 TEL 03-5253-5858 

【北海道地方】 北海道総合通信局防災対策推進室 

  〒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 4671、4677） 

【東北地方】  東北総合通信局総務部総務課 

  〒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 022-221-0602 

【関東地方】  関東総合通信局防災対策推進室               ※配備なし 

  〒102-8795 東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第 3合同庁舎 

 TEL 03-6238-1790 

【信越地方】  信越総合通信局総務部総務課 

  〒380-8795 長野県長野市旭町 1108 長野第 1合同庁舎 

 TEL 026-234-9963 

【北陸地方】  北陸総合通信局総務部総務課財務室 

  〒920-8795 石川県金沢市広坂 2-2-60 金沢広坂合同庁舎 

 TEL 076-233-4408 

【東海地方】  東海総合通信局防災対策推進室 

  〒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 052-971-9112 

【近畿地方】  近畿総合通信局防災対策推進室 

  〒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 06-6942-8504 

【中国地方】  中国総合通信局総務部総務課 

  〒730-8795 広島県広島市中区東白島町 19-36 

 TEL 082-222-3302 

【四国地方】  四国総合通信局総務部総務課 

  〒790-8795 愛媛県松山市宮田町 8-5 

 TEL 089-936-5010 

【九州地方】  九州総合通信局防災対策推進室 

  〒860-8795 熊本県熊本市西区春日 2-10-1 

 TEL 096-326-7334 

【沖縄地方】  沖縄総合通信事務所総務課                ※配備なし 

  〒900-8795 沖縄県那覇市旭町 1-9 カフーナ旭橋Ｂ-1 街区５階 

 TEL 098-865-2300 



資料３ 移動電源車貸出手順書 
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第１章 移動電源車の貸出手順 

 

 第１ 借受申請書の提出 

    地方公共団体等は、災害時又は災害が発生するおそれがある時に、災害応急対策の実施に

必要な通信手段の電源確保を図るため移動電源車（付属品を含む。以下同じ。）の貸付申請

を受けようとする際、総合通信局等に貸出要請した上、借受申請書（様式１）を入手し、提

出する。 

     

  １ 記入事項 

   (1) 借受申請書 

    ア 申請書提出年月日 

    イ 移動電源車を借受する地方公共団体等において、移動電源車の運用に権限を有する者

の氏名 

    ウ 前項イの者の印（私印でも可） 

   (2) 別記 

    ア 申請者 

    イ 申請台数 

ウ 使用場所（広範囲にわたる場合はその旨記入） 

    エ 借受期間 

    オ 引渡場所 

 

  ２ 提出方法 

    原則、書面の送付によること。 

 

  ３ 提出先 

    総合通信局等 

      

第２ 貸付承認 

    総合通信局等は、申請者から提出された借受申請書を受理した時は、当該書類を審査し、

貸付の承認又は否認を申請者に通知する。 

 

１ 借受申請書の審査 

    総合通信局等は、申請者から提出された借受申請書又は電話等迅速な方法で報告された所

定事項及び次の各号の確認を行い、それらを総合的に判断し貸出の承認又は否認を決定する。 

    (1) 借受申請書の内容 

 (2) 申請者の被災状況 

 (3) 貸出に際して支障となる二次災害、交通事情、その他災害に係る情報 

    (4) 借受期間（１年を超えないものとし、必要最低限の期間とする。）  

    (5) 申請者以外からの貸出要請の有無 

 

 

 



  ２ 貸付の承認 

    前項１の審査の結果、移動電源車の貸付を承認することとした場合には、申請者に速やか

にその旨を連絡し、貸付承認通知書（様式２）を交付する。 

 

  ３ 貸付の否認 

    前項１の審査の結果、総合通信局等は通信機器の貸付を承認しない場合には、申請者に速

やかにその旨を連絡し、貸付否認通知書（様式４）を公布する。なお、申請者が通知書を不

要とする場合には、その限りではない。 

 

第３ 移動電源車の引渡 

総合通信局等（契約業者を含む。以下同じ。）は、借受者立会いのもと、以下の手順で引

き渡す。 

 

  １ 移動電源車の使用方法等の説明 

    総合通信局等は、借受者が申請者に相違ないことを確認し、引き渡す。その際、移動電源

車の使用方法等を、貸与仕様書（別添１）及び災害対策要移動電源車の性能諸元（別添２）

により説明する。 

 

  ２ 借受書の受取 

    契約業者は、申請者から、貸付承認通知書のコピーの借受書欄に、署名及び捺印された借

受書を受け取る。 

 

第４ 移動電源車の貸出に係る緊急的措置 

   移動電源車の貸出に際し、緊急性が高くやむを得ないと認められる場合の緊急的措置は、

次の各項により行うものとする。 

 

 １ 借受申請書授受困難時 

 借受申請書の授受を迅速に行うことが困難な場合には、申請者は、電話等迅速な方法で所

定事項を口頭により伝達する等の緊急的措置をとり、後刻速やかに借受申請書を書面で提出

する。 

 

  ２ 貸付承認通知書交付困難時 

          貸出要請があった申請者への貸付承認通知書の交付を迅速に行うことが困難な場合には、

総合通信局等は、電話等で承認の内容の通知を行う等の緊急的措置をとり、後刻速やかに貸

付承認通知書を交付する。 



第２章 移動電源車の返却手順 

 

 第１ 移動電源車の返却 

  １ 返却の申出 

    借受者は、総合通信局等が指示する返却場所において、総合通信局等が立ち会いのもと返

却できる日程を調整する。 

 

  ２ 返却の確認 

総合通信局等は、借受者の立会いのもと、移動電源車に損傷や亡失がないことを確認の上、

返却を受ける。 

 

 

第３章 注意事項 

 第１ 移動電源車の取扱 

    借受者は、移動電源車を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めるこ

と。 

 

 第２ 損傷又は亡失 

 移動電源車を損傷又は亡失したとき、借受者はその旨及び理由についての報告書を総合通

信局長等に提出し、その指示に従うこと。当該事故原因が災害又は盗難に係る場合には、関

係官公署の発行する証明書を報告書に添付すること。借受者が注意を怠ったことにより移動

電源車を損傷又は亡失させた場合及び第三者に損害を与えた場合には、その損害を弁償する

こと。 

 

 第３ 有償貸付 

    民間事業者が借り受ける場合には、総合通信局は、借受申請書の審査の際、有償となる旨

及び 1日当たりの有償貸与料金を申請者へ説明する。申請者は、１日当たりの有償貸与料金

から算出した料金を前納する。なお、年度をまたぐ有償貸付の場合には、年度末日をもって

一度貸付・返却手続を完了させ、年度初めの日に改めて貸付手続を行う。 

     



 

[参考] 災害対策用移動電源車の貸出の流れ 
 



別添１ 

災害対策用移動電源車の貸与仕様書 

 

 災害対策用移動電源車（以下「移動電源車」という。）の借受者は、以下に掲げる各項に

基づき、善良な管理者の注意をもって当該移動電源車の運用、管理を行わなければならな

い。 

１ 貸与の範囲 

  貸与する移動電源車の名称、台数、引渡し及び返却場所、使用目的及び貸与期間は、

借受申請書別記のとおりとする。 

２ 移動電源車の引渡し 

（１）借受者は、移動電源車の引渡しを受けるときには、総合通信局職員（総合通信局

の委託業者を含む。以下同じ。）立会いの下で当該移動電源車の整備状況を確認し、

借受書と引換えに引渡しを受けるものとする。 

（２）借受者は、前項の借受書の写しを保管する。 

３ 貸与期間中の移動電源車の運用、管理等 

  借受者は、借り受けた移動電源車を運用、管理するにあたっては、次の各号に留意す

るものとする。 

（１）原則として、申請書の使用目的以外に使用しないこと。 

（２）移動電源車の性能維持に資するため、日常的な点検整備を行うこと。 

（３）電気事業法、道路交通法をはじめとする関係法令等を遵守すること。 

（４）移動電源車を転貸し（使用目的として掲げた災害応急活動の一環として他の者に

利用させる場合を除く。）又は担保に供しないこと。 

（５）保険に加入するなど、不測の事故に備えること。 

（６）緊急走行（中型移動電源車に限る。）を行う際は、安全運転講習を受けた者が行う

こと。 

４ 貸与期間の変更 

借受者が移動電源車の貸与期間の延長を求めるときは、あらかじめ理由を付して総合

通信局に申し出を行い、新たな貸与期間を定めなければならない。 

５ 総合通信局の指示 

  借受者は、移動電源車の運用、管理に関する総合通信局の指示に従わなければならな

い。 

６ 監査の実施等 

（１）借受者は、総合通信局から移動電源車の使用及び整備状況等に係る監査を求めら

れたときは、直ちに応じなければならない。 

    なお、監査によって総合通信局から指摘された事項は、速やかに措置しなければ

ならない。 

（２）借受者は、移動電源車の返却後においても、総合通信局から求めがあったときは

関係書類の報告を行わなければならない。 

７ 移動電源車の返却 

  借受者は、次の場合には総合通信局が指示する場所に移動電源車を返却しなければな

らない。 

（１）貸与承認に係る貸与期間が満了するとき。 

（２）借受者が本仕様に規定する義務に著しく違反し、総合通信局から貸与承認が取消

されたとき。 



（３）総合通信局の特別の事由によって移動電源車の返却を求められたとき。 

８ 移動電源車の返却確認 

 借受者が移動電源車を返却するときは、破損等がないことを相互に確認した上で返却

完了とする。 

９ 有償貸与の料金請求 

  有償貸与の承認を受けた借受者は、総合通信局から貸与期間に応じて請求される料金

を支払わなければならない。 

１０ 借受者の負担 

以下に掲げる費用等については、借受者の負担とする。ただし、借受者の負担とする

ことが適切でないと認められる特別の事情があるときはこの限りではない。 

（１）移動電源車の引渡し（有償貸与の場合に限る。）及び返却に係る費用 

（２）貸与期間中における移動電源車の運用に係る費用 

（３）貸与期間中における移動電源車の性能維持に係る整備及び修理の費用 

１１ 借受者の責任 

（１）借受者が移動電源車を破損、亡失したときは、直ちに総合通信局へ報告し、速や

かに詳細を記した報告書を提出すること。 

（２）（１）の責任が借受者によることが明らかなときは、借受者の責任によって修理又

は賠償すること。 

（３）借受者が借り受けた移動電源車によって、第三者に損害を与えたときは、借受者

の責任によって賠償すること。 

１２ その他 

  本仕様書の定めにない事項については、総合通信局と借受者の協議により対処するも

のとする。 

 以上 

 



別添２ 

災害対策用移動電源車の性能諸元 

 小型移動電源車（７台） 
中型移動電源車（３台） 

６台 １台 

車両区分等 
特 種 用 途 自 動 車 

緊急通行車両 緊急自動車 

車両イメージ 

 

ベース車両 
エクストレイル 

（日産自動車） 

ランドクルーザー

（トヨタ自動車）
デュトロ（日野自動車） 

製 造 者 株式会社 アイティエス２１企画 株式会社 明電舎 

１ 主要な 

対象設備等 

小規模電気通信設備、放送用送受信設備等 携帯電話基地局など 

・電源の取り口は、一般的なコンセント

タイプ 

・圧着端子コネクタも用意（エクストレ

イルのみ。） 

・主要な携帯電話キャリア３社の局舎へ 

給電可能（ドコモ、ａｕ、ソフトバンク）

・カムロックコネクタケーブルによる接続

方式で、主要な変換コネクタケーブルを

装備 

・変換コネクタは、5種類用意 

①DDK 製 D/MS3106 B 36-4P(ﾋﾟﾝ)・②A 36-4S 

(ｿｹｯﾄ)、③七星科学 NWPC-603-P26(ﾒｽ)・④

R-754-PM(ｵｽ)、⑤圧着端子 

※方端はカムロックコネクタ（オス） 

２ 発電性能 

（１）定格出力 単相 5.5kVA 
三相３線式 80kVA（50Hz）、100kVA（60Hz）

単相３線式 15kVA、単相２線式 1.5kVA

（２）定格電圧 単相 100V 

三相 210V 

単相３線式 210V、単相２線式 105V 

（電圧変動） 

一定負荷 5 秒以内に±3%以内 

負荷急変 ±30％以内 

（３）周 波 数 50Hz/60Hz 共用 60Hz 専用 

50Hz / 60Hz 共用 

（周波数変動） 

一定負荷 8 秒以内に±5.0%以内 

負荷急変 ＋12/-15%以内 



（４）稼働時間 

※満タン時 

36 時間程度 

（1/2 負荷時） 
 

10 時間程度（1/2 負荷時） 

※最大負荷で 6時間 

（５）発電 

機燃料 

ガソリン 

（車両タンク共用） 

ガソリン 

（車両タンク共用） 
軽油（車両タンク共用） 

（６） 種  類 

交流同期発電機 

（HONDA 社製 

EU55iS ） 

交流同期発電機 

（Cummins 社製 

ONAN 5500EFI ） 

交流同期発電機 

（７）騒 音   車体から１ｍの距離かつ高さ 1.5m で 

75dB 以下 

（８）励磁方式   ブラシレス 

（９）調速方式   電子ガバナ 

（１０）その他 定格力率 80%以上 定格力率 80%以上

定格力率 80%以上、出力波形 正弦波

波形歪率 10%以下、 

等価逆相電流耐力 15%以上 

２ 車両仕様 

（１）ベース 

車両 

エクストレイル 

（日産） 

ランドクルーザー

（トヨタ） 
デュトロ（日野自動車） 

（２）寸 法 等 

※概算値 

全長 4,700mm 

全幅 1,800mm 

全高 1,900mm 

全長 4,970mm 

全幅 1,900mm 

全高 2,100mm 

全長 4,850mm 

全幅 1,800mm 

全高 2,400mm 

（３）車両総重

量等※概算値 

1,800kg 

（乗車定員 2名） 

2,600kg 

（乗車定員 2名）

4,600kg 

（乗車定員 3名） 

（４）車両燃料 
ガソリン 

（発電機タンク共用） 

ガソリン 

（発電機タンク共用） 
軽油（発電機タンク共用） 

３ 発電機制御盤 

（１）操 作 等 

発電機の起動及び

停止、計測器や故障

の表示 

発電機の起動及び

停止、計測器や故

障の表示 

発電機の起動及び停止、計測器や故障の表

示 

（２）保護装置 

  油圧低下、水温上昇、過回転、過電圧、過

電流、不足電圧、燃料油面低下の際に自動

で処置 

４ 付属品 

（１）車両用 

付属品 

発煙筒、停止表示

板、懐中電灯、カラ

ーコーン、消火器、

ロープ、自動車用標

準工具、車両カバー 

発煙筒、停止表示

板、懐中電灯、カ

ラーコーン、消火

器、ロープ、自動

車用標準工具、車

両カバー 

スペアタイヤ、スタットレスタイヤ、タイ

ヤチェーン、車輪止め、消火器、発煙筒、

停止表示板、懐中電灯、カラーコーン、梯

子、スコップ、スノーブレード、牽引ロー

プ、投光器、 

車両用急速充電器、自動車標準工具、トラ

ンシーバー、可搬型発電機2台（2kVA、5kVA）

（２）発電機用 

付属品 

出力ケーブル 30ｍ

（4式）、保守工具、

予備品（ヒューズ、

ランプ） 

出力ケーブル 30

ｍ、保守工具、予

備品（ヒューズ、

ランプ、）、出力変

換ケーブル（丸形

端子、ワニ口端子）

出力ケーブル 40ｍ、充電用ケーブル、接地

用ケーブル、ケーブル収納袋、保守工具、

予備品（ヒューズ、ランプ、燃料携行缶、）
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