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① 道路の落石危険箇所対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 災害発生時の道路の安全性を高めるため、道路防災点検結果に基づき、落石危険箇所の対策工

事を進めています。道路の法面対策は、平成 30（2018）年度から令和２（2020）年度にかけて、

集中的に取組を進めた結果、落石危険箇所の対策は着実に進みました。 

近年の大規模自然災害により、新たに法面崩落や土砂流出が多数発生しており、整備の優先順

位を見直しながら計画的に対策を進めていく必要があります。 

 また、緊急輸送道路をはじめとした防災上重要な路線においても、新たに対策が必要な箇所が

発生するとともに、落石危険箇所や法面修繕箇所が依然として多数残されており、引き続き対策

を進めていく必要があります。 

 【建設部道路管理課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 災害時の孤立集落の発生を防ぎ、道路利用者の安全を確保するため、落石や岩盤崩落などの道

路防災点検を継続するとともに、落石危険箇所の解消のため、落石防護柵の設置など道路防災対

策を実施します。 

 

 

 

利用している道路等に異常や損傷を発見した場合は、道路緊急ダイヤル（＃9910）などを活用

し、道路管理者（国や県、市町村）に情報提供をお願いします。 

 

② 緊急輸送道路の強靱化の推進 

 

〔脆弱性評価〕 

 災害発生時に、避難・救助、物資供給等の応急活動に重要な役割を果たす緊急輸送道路の機能

を確保するため、代替路線がない箇所、交通量が多く通行止めにより重大な支障が生じる箇所な

どにおいて道路の法面対策、橋梁の耐震補強や道路改築等を重点的に行っています。 

 しかし、依然として緊急輸送道路全区間の通行止めリスク解消には至っておらず、継続して整

備を推進する必要があります。 

 【建設部道路管理課、同道路建設課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 災害時における緊急輸送道路等の機能を確保するため、道路の維持管理と建設の両面から重点

第２節 負傷者に対し、迅速に救助・救急・医療
活動等が⾏われるとともに、被災者等の
健康、避難生活環境を確実に確保する 

 
２－１ 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、飲料水等の長

期にわたる不足 

起きてはならない最悪の事態 
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的に整備を実施し、安全で安心できる県民生活を実現します。 

 また、高速交通網や鉄道駅、生活圏を結ぶ幹線道路の整備を推進し、大規模災害時にスムーズ

な応援の受入れが可能となるように取り組みます。 

 

 

 

 緊急輸送道路等の沿道建築物で一定以上の高さ※の建物を所有する方は、輸送路の機能を確保

するため耐震化に協力をお願いします。 

※一定以上の高さ： 

         (1)道路幅員 12m を超える場合：「道路幅員の 1/2＋建築物と道路境界線までの距離」を超える高さ 

         (2)道路幅員 12m 以下の場合：「６m＋建築物と道路境界線までの距離」を超える高さ 

 

③ 道の駅の防災機能の強化 

 

〔脆弱性評価〕 

「道の駅」は、災害時の地域の防災拠点としての機能も期待されています。広域災害応急対策

拠点として、県内の 52 駅のうち 20 駅が「防災拠点自動車駐車場」に指定され、そのうち県が管

理する一体型の道の駅は 12 駅が指定されています。今後も道の駅が災害時の応急対策の拠点と

して貢献できるよう、防災機能の強化に取り組む必要があります。 

【建設部道路管理課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

市町村地域防災計画への位置付け状況等を踏まえ、「防災拠点自動車駐車場」などの機能制度を

活用し、地域の中心的な拠点として、市町村と連携して、防災機能を強化します。 

  

④ 大雪による孤立防止対策等の推進 

 

〔脆弱性評価〕 

大雪時には、隣接県・市町村との相互除雪に関する協定に基づき、速やかに除雪を行う体制を

整えています。 

 また、国、県や高速道路会社など道路管理者と警察で構成する長野県幹線道路連絡会議におい

て、大雪時の除雪体制を確認し、対応を強化するとともに、緊急時に確保する必要がある路線に

通行規制区間を設定し、車両の滞留を回避する集中除雪を行う体制を整えています。 

 集落の孤立や大規模な車両滞留を防ぐため、道路の除排雪をはじめとした冬期交通の確保対策

を推進する必要があります。 

 さらに、住宅については雪下ろし作業の身体的負担を軽減するとともに、作業中の転落事故を

未然に防ぐ必要があります。 

【建設部道路管理課、同建築住宅課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 大雪時の相互除雪体制や道路管理者、警察との連携体制を強化するとともに、建設事務所間の

除雪機械の支援体制を構築します。 

また、日本道路交通情報センターの「災害時情報提供サービス」やホームページ、ＳＮＳ等あ

らゆる媒体を活用して、適切な道路情報を提供します。 

さらに、住宅の屋根の雪下ろし作業中の死傷事故をなくすため、住宅の屋根の改修などにより
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克雪化を推進します。 

 

⑤ 水、食料等の不足対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

大規模自然災害が発生した場合は、断水や物流の途絶により水や食料等の物資の不足が懸念さ

れます。県では、災害時の物資不足に備え、松本防災備蓄倉庫や合同庁舎等に食料や飲料水等を

備蓄するとともに、災害の教訓や要望を踏まえて、生理用品や紙おむつ等の備蓄を進めています。 

また、断水への対応として「長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱」等に基づき、給

水車や技術者の派遣により応急復旧活動を支援しています。 

災害の発生に備え、適正量の物資を確保するとともに、供給体制を整備しておく必要がありま

す。 

さらに、すみやかに技術者や給水車を派遣するためには、水道事業者間の密接な連携が不可欠

であり、日ごろから非常連絡体制を確認しておく必要があります。 

【危機管理部危機管理防災課、環境部水大気環境課、企業局水道事業課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

市町村は、水、食料等を必要量確保し、迅速に提供する体制を整えます。県は、被災市町村だ

けでは物資の供給が困難な場合には市町村と連携して備蓄や協定による調達により食料等を供

給するとともに、水道等の早期復旧を支援します。 

 

 

 

 最低でも３日分、可能な限り１週間分は、ご自分やご家族のために必要な食料や飲料水などを

確保してください。 

 

⑥ 要配慮者入所施設の停電、断水対策 

 

〔脆弱性評価〕 

高齢者施設や障がい者福祉施設の入所者は、人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等の医療機器が

必要な場合があります。停電により医療機器が稼働せず生命を脅かす事態や、断水により施設機

能が維持できなくなる事態を防ぐため、非常用自家発電設備や給水設備の整備が必要です。 

【健康福祉部介護支援課、同障がい者支援課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

長時間の停電や断水に対応するため、入所施設における、非常用自家発電設備や給水設備

（受水槽や地下水利用給水設備）の整備等を支援します。 

 

⑦ ヘリコプターによる救急救助、救援物資搬送体制の充実 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模自然災害時に、道路の寸断などにより孤立集落が発生した場合は、ヘリコプターによる

救助活動や物資輸送が有効です。 

県は、運航を再開した消防防災ヘリコプター「アルプス」による救助活動を行うとともに、県

外からの支援拠点となる「拠点ヘリポート」を県内 10 広域に、また、場外離着陸場を 85 箇所確

保しています。 
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 市町村においても、支援物資の集積・運搬施設や救援部隊の活動拠点が隣接するなど総合的な

支援拠点となる場所を「物資輸送拠点及び災害対策用ヘリポート」として選定し、確保していま

す（拠点ヘリポート 143 箇所、物資輸送拠点 133 箇所、その他 394 箇所）。 

 引き続き、消防防災ヘリコプターの救助訓練や適切なヘリポートの管理に努める必要がありま

す。 

 【危機管理部消防課、同危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 消防防災ヘリコプターを活用した効率的な救急救助、救援物資搬送を実施するため、安全運航

を第一とした消防防災航空体制を維持するとともに、災害対策用ヘリポートの使用に住民の理解

が得られるよう、災害時のヘリコプター支援について住民に周知します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

② 

震災対策緊急輸送道路にある橋梁の耐
震補強の整備率 

道路管理課 

99.0％ 
（2020年度） 

98.9％ 
（2021年度） 

 

震災対策緊急輸送道路にある道路斜面
等の要対策箇所の対策率 

95.0％ 
（2020年度） 

90.0％ 
（2021年度） 

 

緊急輸送道路の供用延長 
うち（ ）は高規格幹線道路分 

道路建設課 

31.1
（7.6）km 
（2020年度） 

37.9 
(22.0) km 
（2021年度） 
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① 警察の災害時対応力の維持・向上 
 

〔脆弱性評価〕 

 長野県は広大な県土を有し、地震や噴火、風水害など様々な自然災害の発生が想定されます。 

災害が同時多発的に発生した場合や道路の寸断等により直ちに機動隊等が支援できない場合

は、警察署が当面の救出救助活動等に当たるため、各警察署の装備資機材の充実強化を図る必要

があります。 

また、長野県警察広域緊急援助隊、緊急災害警備隊、各警察署第二機動隊の対処能力を高める

ため、他機関との合同訓練及び警察独自訓練、舟艇訓練や冬季救助訓練、他県警察との広域緊急

援助隊合同訓練等を実施するとともに、各警察署では消防等との合同訓練等を実施し、連携強化

を図っています。 

 災害時に県民の生命、身体を守るため、災害装備資機材の充実を図るとともに、こうした訓練

を引き続き実施し、対処能力の向上に努める必要があります。 

 【警備部警備第二課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 機動隊や各警察署の救出救助活動に必要な装備資機材を充実し、県警察全体の災害対処能力の

向上を図ります。 

 また、近年の災害や過去の災害対応の教訓を踏まえ、より効果的な訓練を実施します。 

 

② 消防体制の充実・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

大規模自然災害発生時に迅速な救助活動等を行うためには、多数の応援を要請する必要があり

ます。県内では全ての消防本部が「長野県消防相互応援協定」に基づき、被災した消防本部を応

援する体制を整えています。また、県内の消防力で対応できない場合は、「緊急消防援助隊」によ

る全国的な応援体制により、被災地への応援が行われます。 

令和元年東日本台風災害の際には、県内相互応援隊延べ 91 隊 314 人、緊急消防援助隊延べ 151

隊 567 人が、県内で救助・救急活動を行いました。 

県では、毎年、県消防相互応援隊の訓練を開催するとともに、緊急消防援助隊の運用を実効性

のあるものにするため、様々な訓練の実施などにより受援計画や応援等実施計画を検証し、必要

な見直しを行っています。 

 引き続き、常備消防の設備や人員体制の充実・強化を進めるとともに、相互応援体制の確認や

緊急消防援助隊の応援、受援体制の整備に努める必要があります。 

 【危機管理部消防課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 各消防本部は、「消防力の整備指針」（消防庁告示）等に基づき、地域の実情に合った消防体制

を整備するとともに、広域応援体制の強化や連携・協力の促進などにより消防力の充実・強化に

取り組みます。 

 
２－２ 警察、消防、自衛隊等による救助･救急活動等の不足 

起きてはならない最悪の事態 
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 県では、消防力の充実・強化を図るため、消防防災航空体制の整備や消防学校の教育訓練、施

設の充実に取り組むとともに、緊急消防援助隊の一体的な後方支援体制の構築を検討します。 

また、消防救急デジタル無線の広域運用などにより、大規模自然災害発生時の県と消防本部と

の通信を確保します。 

 

③ 消防団の充実・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 消防団は、地域防災力の中核として、火災現場での消火活動や台風時等の水防・警戒活動、住

民の避難誘導や警戒区域の設定など、地域住民の安心と安全を守る重要な役割を担っています。 

 一方で、人口減少や少子化、若者の地元離れなどの社会情勢の変化により、県内の消防団員数

は減少傾向にあり、増加傾向にあった女性団員も近年は横ばいの状況です。 

県では、市町村と協力して処遇改善などを通じた団員の確保や女性団員の活性化、学生消防団

員認証制度の周知に取り組むとともに、消防団が活動しやすい環境を整備するため、消防団を応

援する企業等への支援などにも力を入れています。 

引き続き、より効果的な方法による団員の確保や災害現場等での対応力の強化、消防団活動へ

の理解促進に取り組んで行く必要があります。 

【危機管理部消防課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 長野県消防協会や市町村と連携して、地域や企業等の消防団活動への応援機運の醸成（消防団

協力事業所への優遇措置、信州消防団員応援ショップの拡充）や、女性団員の活動支援（女性消

防団員活性化大会の開催）、多様な人材（女性や学生等）の加入促進に取り組みます。 

また、資機材等の整備や県消防学校での教育訓練の充実（ドローン操縦訓練等）などにより、

消防団の災害対応力の強化を支援します。 

 

 

 

地域防災力の中核である消防団の活動を理解していただくとともに、消防団活動への積極

的な参加をお願いします。 

消防団活動に協力いただいている事業者の皆様は、市町村から消防団協力事業者の認定を

受けていただきますようお願いします。 

長野県内の消防団員やその家族を応援するために、割引等のサービスを提供していただけ

る事業者の皆様は、信州消防団員応援ショップへの登録をお願いします。 

 

④ 自衛隊による迅速な人命救助等の実施 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を満

たす場合、自衛隊法第 83 条第 1 項に基づき、知事は自衛隊の災害派遣を要請することとなって

います。 

 松本市に駐屯する第 13 普通科連隊及び第 306 施設隊等は、県内で発生する各種災害に対して

知事等からの派遣要請に基づき、被災者の人命救助等の任務にあたっています。上記の部隊のみ

では対応が困難な場合は、上級部隊である第 12 旅団により対処します。第 12 旅団は、航空機に

よる空中機動力が増強されており、航空偵察、捜索救助活動及び山林火災時においては大型ヘリ

コプター（ＣＨ）による空中からの消火を実施する能力を保有しています。 

県民の皆様へ 
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また、人員や物資の輸送、給水・給食支援、応急救護、防疫支援、入浴支援といった後方支援

活動のほか、施設科部隊による道路（水路）の啓開、施設器材を使用した捜索救助活動、水防活

動、被害状況の把握、化学科部隊による有毒化学剤等の検知・除染等の能力を保有しており、こ

れまでに東日本大震災をはじめ、山林火災、大雪災害、豪雨災害、御嶽山噴火災害、令和元年東

日本台風災害といった数多くの災害派遣要請に部隊を派遣して応じています。 

 

〔取組方針（施策）〕 

 第 13普通科連隊及び第306施設隊等は、大規模な災害時に迅速に人命救助等を実施するため、

初動対処部隊が 24 時間待機し、速やかに出動する部隊（FAST-Force）を整えているとともに、大

規模災害など各種の災害に迅速かつ的確に対応するため、各種防災訓練を実施しているほか、県

及び市町村が実施する防災訓練に積極的に参加し、引き続き、各省庁や県、市町村などの関係機

関との連携強化を図ります。 

 

⑤ 自主防災組織の充実・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 災害による被害を最小限に抑えるためには、地域の人々の助け合いである「共助」において中

心的な役割を果たす自主防災組織の活動が重要であり、自主防災組織の立ち上げや活動の活性化

を、県自主防災アドバイザーの委嘱や出前講座等を通じて支援しています。 

自主防災組織率※は向上していますが、短期間での役員交代や人材不足、高齢化等により、活

動の継続が課題となっている組織もあり、引き続き、組織体制の強化や活動の充実を支援し、地

域防災力を向上していく必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 

    ※自主防災組織率：全世帯数のうち自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織）の活動範

囲に含まれている世帯数の割合 

 

〔取組方針（施策）〕 

 行政機関や消防署、消防団との連携を図りながら、災害発生時に、情報の収集・伝達、避難誘

導、避難所開設・運営など効果的な活動を行えるよう、地域防災力を向上する出前講座や自主防

災組織リーダー向けの研修会を実施するほか、県内大学や防災士会等と連携した地域防災に持続

的に携わる防災人材の育成などを通じて自主防災組織の充実・強化を図ります。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

③ 
人口千人当たりの消防団員数 

消防課 

― 

（2020年度） 
15.02 人 
（2022年度） 

 

長野県内の消防団員のうち女性消防団
員が占める割合 

5.0％ 
（2025年度） 

3.4％ 
（2021年度） 

 

⑤ 自主防災組織率 
危機管理 

防災課 

93.5％ 
（2020年度） 

95.1％ 
（2022年度） 
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① 大規模災害時に対応する体制整備の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 病院が被災後、速やかに診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進す

るとともに、病院の基礎情報や災害時の患者の受診状況、ライフライン稼働状況を収集・共有す

る広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への操作研修等を実施しています。 

 また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）隊員を養成（令和４年８月現在 406 名）し、災害派遣

精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等とともに、地震・大雨、火山噴火などの大規模災害時に派遣して

います。 

引き続き、大規模災害期に対応する体制の整備に取り組むとともに、保健医療福祉活動を行う

チーム（DMAT、JMAT、日赤救護班、DPAT 等）間の連携を強化する必要があります。 

 【健康福祉部医療政策課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 引き続き、研修機会の提供により病院のＢＣＰの策定を促進するとともに、病院向けＥＭＩＳ

研修会による情報入力体制の整備、長野県ＤＭＡＴ養成研修、ＤＰＡＴ研修による隊員の確保や

技術力の向上に努めます。 

また、災害の経験を踏まえた見直しにより災害医療活動指針や地域災害医療活動マニュアルの

実効性を確保するとともに、大規模災害時に保健医療福祉活動を行うチームの連携強化に向けた

訓練を実施します。 

 

② 石油燃料等の供給体制の確保 
 

〔脆弱性評価〕 

 県内への石油製品の供給は、約８割が鉄道貨物輸送に頼っており、鉄道が不通となった場合、

供給力が低下するなど脆弱な立地条件にあります。 

県では、長野県石油商業組合と連携して県内 120 か所のサービスステーション（ＳＳ）等に、

災害時に重要施設（災害拠点病院など）等で使用する約１週間分の石油製品の備蓄を行っていま

す。 

近年、サービスステーションが減少する傾向にありますが、引き続き備蓄量の確保に取り組ん

でいく必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 重要施設や警察、消防の緊急通行車両等に石油燃料類を安定供給するため、中核給油所（40 箇

所）、小口燃料配送拠点（20 箇所）、県配送拠点（9 箇所）、住民拠点ＳＳ（51 箇所）への石油類

燃料の備蓄を継続します。 

 また、住民に対して災害に備えた燃料の備蓄や、災害時の冷静な対応を周知します。 

 

 
県民の皆様へ 

 
２－３ 医療機関、医療従事者の不足やエネルギー供給の長期途絶、医療施設の被災に 

よる医療機能の麻痺 

起きてはならない最悪の事態 
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 災害の発生に備え、自家用車へのこまめな満タン給油や灯油の買い置きなど、個人でできる燃

料確保に努めてください。また、災害時には、医療機関や救助活動に要する燃料が不足すること

のないよう、必要以上の買いだめの自粛等、冷静な対応をお願いします。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 

行政、災害拠点病院、医師会等の関係機
関による保健医療福祉活動チームの連
携確認を行う災害訓練の実施二次医療
圏数 

医療政策課 

10 医療圏 
（2023年度） 

９医療圏 
（2021年度） 

 
 

病院における業務継続計画の策定率 
100.0％ 

（2023年度） 
36.5％ 

（2021年度） 
 

長野県ＤＭＡＴ養成研修年間修了者数 
24 人以上 
（2023年度） 

29.5 人 
（2021年度） 

 

② 石油等の備蓄 
危機管理 

防災課 

62 施設 
約 50 ㎘ 

（2020年度） 

121 施設
約 1,322kℓ 
（2021年度） 
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① 避難所の環境改善の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 避難生活が長期化すると、心身のストレス等により被災者の健康状態の悪化が懸念されること

から、必要な支援を行うとともに避難所の環境改善に取り組む必要があります。 

 県では、令和元（2019）年に女性の視点に立った避難所運営や、要配慮者対策の観点から「避

難所運営マニュアル策定指針」を改定し、市町村に対して指針に基づくマニュアルの策定を促し

ていますが、策定市町村は 53 団体となっています。 

また、避難所における良好な生活環境を確保するため、市町村、ＮＰＯ等と連携して、避難所

のＴ（トイレ・衛生）・Ｋ（キッチン・栄養）・Ｂ（ベッド・睡眠）の環境改善を推進し、「避難し

たくなる避難所」を目指しています。 

【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 安心して避難所が利用できるよう、災害発生から３日以内、７日以内ごとに目指すべきＴＫＢ

向上の水準目標（長野県避難所ＴＫＢスタンダード）を市町村と共有し、避難所ＴＫＢの環境改

善を推進します。 

また、通路やプライバシーの確保など、要配慮者に配慮した避難所運営を行うため、市町村向

けの説明会を継続的に実施し、マニュアルの策定を促進します。 

 ・Ｔ：快適トイレの導入促進 

 ・Ｋ：キッチンカー事業者との連携による食事提供の仕組みづくり 

 ・Ｂ：段ボールベッド等の円滑な確保、暑さ・寒さの緩和による過ごしやすい環境の確保 

 

 

 

 避難所では、お互いに助け合い、生活環境の維持や安全の確保に協力をお願いします。 

 

② 女性の視点に立った避難所運営の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 避難所生活では男女それぞれのニーズに違いがあり、女性の視点に配慮した避難所の運営が求

められています。 

 県では、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン（令和２年５月内閣府策定）の周

知や、「避難所における性被害・暴力防止ポスター」「女性視点の備蓄・避難所チェックシート」

を市町村に配布し、活用を広く呼び掛けていますが、避難所運営に関する指針に女性の視点を取

り入れている市町村は 26 団体に留まっています。 

 【県民文化部人権・男女共同参画課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 市町村防災担当課、地域の防災リーダーを対象に、研修等を通して、災害時の男女共同参画の

 
２－４ 劣悪な避難生活環境や不十分な健康管理による被災者の健康状態の悪化 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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視点の重要性を周知するとともに、女性や性的マイノリティの方への配慮が十分に反映された避

難所運営マニュアルが作成されるよう支援します。 

 

 

 

避難所生活においても、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合うことができるよ

う日常生活から男女共同参画の考え方を取り入れてください。 

性自認や性的指向に関する知識・理解を深め、性的マイノリティの方々が孤立しない地域づく

りを進めましょう。 

 

③ 外国人住民に配慮した避難所運営の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

災害時に市町村が設置する「災害多言語支援センター」は外国人被災者が必要とする情報を把

握し、多言語で情報を発信する拠点となります。 

県では、市町村や通訳ボランティア等の関係機関と連携して支援センターの設置・運営訓練を

行うとともに、外国人県民が基礎的な防災知識を学ぶ防災講座などを開催しています。 

一方で、実災害での支援センターの運営経験が不足しているため、訓練を通じて課題等を洗い

出し、解決していく必要があります。 

また、避難時の感染症対策等、必要となる防災知識が変化するため、外国人県民向けの防災講

座や訓練を継続して行っていく必要があります。 

 【県民文化部多文化共生・パスポート室】 
 

〔取組方針（施策）〕 

引き続き、関係機関と連携して災害多言語支援センターの設置・運営訓練を実施するとともに、

外国人県民が防災知識を学ぶ場を提供します。 

また、多言語による防災情報の提供や相談体制の整備を推進します。 

 

 

 

 外国人被災者に係る相談事がありましたら、災害多言語支援センター又は長野県多文化共生相

談センター等の支援機関へつないでいただくよう協力をお願いします。 

 

④ 保健師等の派遣体制の整備・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

大規模自然災害が発生した際には、避難所に保健師や福祉専門職を派遣し、避難者の健康状態

の確認や高齢者、障がい者等、要配慮者の支援を行っています。 

令和元年東日本台風災害では、長野市に延べ 194 人の保健師等を派遣するとともに、災害派遣

福祉チームを派遣し、要配慮者のアセスメント、福祉避難所等への誘導、相談支援等を行いまし

た。 

災害の発生に備え、職員の派遣体制や他機関からの受入体制を整備するとともに、派遣する職

員等の技術力を向上する必要があります。 

【健康福祉部健康福祉政策課、同地域福祉課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

大規模自然災害発生時における保健師等の派遣については、本庁関係部署及び保健福祉事務所

県民の皆様へ 

県民の皆様へ 
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の役割分担や派遣調整（受入調整含む。）の手順等を明確化し、被災市町村の要請に対して速やか

に職員を派遣する体制を整備します。 

また、長野県災害派遣福祉チーム員の養成研修を実施するとともに、登録者の技能維持・向上

に向けた研修・訓練等を実施します。 

 

⑤ 要配慮者に対する支援の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

高齢者や障がい者等の要配慮者については、一般避難所での生活に困難を伴う場合があるため、

福祉避難所など要配慮者の円滑な利用に配慮した避難場所を確保する必要があります。 

さらに、要配慮者の状況に応じて、福祉避難所に直接避難できる体制を整備することが重要で

す。 

また、県では、避難所等で手話通訳が必要な場合に備え、「遠隔手話通訳システム」を導入し、

市町村と連携して、遠隔手話通訳システムにアクセスする二次元コードを避難所に配備するとと

もに、必要な時にスムーズにシステムを利用できる二次元コードを配布しています。 

災害時にも遠隔手話通訳システムの利用を可能にし、手話による情報伝達ができるようにする

ことが必要です。 

  【健康福祉部健康福祉政策課、同障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 国の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を踏まえ、要配慮者の利便性に配慮した福祉避

難所の整備が進むよう、福祉避難所の指定状況や国の動向等の情報を市町村と共有するとともに、

福祉避難所への直接避難を含めた要配慮者の避難体制が確保されるよう、市町村における個別避

難計画の作成を支援します。 

 また、市町村に対して遠隔手話通訳システムの導入を働きかけるとともに、市町村が手話通訳

者を確保できない場合は、県配置の通訳者が対応する体制を整備します。 
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① 災害時における感染症感染拡大の防止 
 

〔脆弱性評価〕 

 令和元（2019）年に「避難所感染症対策チェックリスト」を作成し、避難所での感染予防に必

要な物品や啓発方法等、災害時における避難所の感染症対策を周知してきましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の発生を受け「避難所運営マニュアル策定指針」を改定するとともに、「避難所等

での新型コロナウイルス感染症対策 事前準備チェックリスト」や「避難所担当職員向け感染予

防マニュアル」を作成し、市町村に周知するなど、感染拡大防止対策を強化しています。 

今後も新たな感染症の発生・感染拡大のおそれがあり、状況に応じたマニュアル等の修正等が

必要となっています。 

 【危機管理部危機管理防災課、健康福祉部感染症対策課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 国による避難所運営ガイドライン等の修正も踏まえ、「避難所運営マニュアル策定指針」等を

随時改定するとともに、状況に応じて常に適切な対策がとれるよう、対応力の強化に努めます。 

 

 

 

 避難に当たっては、マスク着用などの基本的な感染症対策を十分徹底するようお願いします。

また、消毒液、体温計などをご持参ください。 

 

② 要配慮者利用施設の換気機能強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 高齢者施設や障がい者福祉施設等の要配慮者利用施設は、重症化リスクが高い方などが利用し

ています。風通しの悪い空間は感染症の感染リスクが高くなるため、立地等により窓があっても

十分に換気が行えない場合でも定期的に換気できるよう、施設の換気機能を強化していく必要が

あります。 

【健康福祉部介護支援課、同障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 要配慮者利用施設における換気設備の整備等を支援します。 

 

県民の皆様へ 

 
２－５ 被災地における感染症等の大規模発生 

起きてはならない最悪の事態 


