
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年４月 

宮城県   

 

 

宮城県災害時公衆衛生活動 

ガイドライン 
 



2 
 

 

  



 

3 
 

3

目 次 

第１章 総則 ........................................................................................................................................ 9 

 災害時公衆衛生活動ガイドラインの策定経緯 ........................................................................................................ 9 第１節

 ガイドラインの位置づけ ........................................................................................................................................... 10 第２節

 ガイドラインの目的 .................................................................................................................................................. 10 第３節

 ガイドラインの構成 .................................................................................................................................................. 10 第４節

 災害時における公衆衛生活動とは ......................................................................................................................... 12 第５節

第１項 災害時公衆衛生活動の方向性 ............................................................................................................................................. 12 

第２項 健康危機管理の視点 ............................................................................................................................................................... 12 

第３項 支援に当たっての基本姿勢 .................................................................................................................................................... 12 

第４項 公衆衛生スタッフの活動内容 ................................................................................................................................................. 12 

第５項 公衆衛生スタッフの活動形態 ................................................................................................................................................. 15 

 フェーズ毎の公衆衛生活動 .................................................................................................................................... 16 第６節

 DMAT・医療救護班による医療活動と災害時公衆衛生活動の連携 .................................................................... 22 第７節

第２章 県内で大規模災害が発生した場合の対応 .......................................................................... 27 

 東日本大震災の概要 ............................................................................................................................................. 27 第１節

 東日本大震災の特徴 ............................................................................................................................................. 27 第２節

 大規模災害が発生した場合の基本的考え方 ........................................................................................................ 28 第３節

 応援・派遣調整体制の全体像 ............................................................................................................................... 29 第４節

 被災市町村へのコーディネーター派遣 .................................................................................................................. 31 第５節

 保健福祉事務所（保健所）間の応援体制と初動活動への支援 ............................................................................ 33 第６節

 公衆衛生スタッフ派遣の調整体制 ........................................................................................................................ 34 第７節

第１項 公衆衛生スタッフ派遣調整の考え方 .................................................................................................................................... 34 

第２項 本庁の派遣調整体制 ............................................................................................................................................................... 34 

第３項 応援・派遣公衆衛生スタッフの派遣要請及び受入れに関する業務内容 ................................................................... 36 

第４項 応援・派遣公衆衛生スタッフの必要人数及び公衆衛生スタッフ動員計画 ................................................................. 36 

 災害時公衆衛生活動に係る組織の役割 .............................................................................................................. 38 第８節

第１項 本庁・保健福祉事務所（保健所）・市町村毎の役割 ......................................................................................................... 38 

第２項 本庁の組織（被災者生活支援調整会議の設置） .............................................................................................................. 39 



 

4 
 

4 

第３項 保健所以外の関係地方機関の役割 ..................................................................................................................................... 40 

 被災地保健福祉事務所（保健所）の活動組織 ....................................................................................................... 41 第９節

第１項 被災地保健福祉事務所（保健所）内での活動体制 .......................................................................................................... 41 

第２項 被災者生活支援チーム（公衆衛生活動チーム含む）の設置 ......................................................................................... 41 

 公衆衛生スタッフの職種毎の役割................................................................................................................. 43 第１０節

 応援・派遣公衆衛生スタッフに依頼する業務 ................................................................................................ 44 第１１節

 応援・派遣公衆衛生スタッフの活動体制の整備 ........................................................................................... 44 第１２節

第３章 平常時の準備 ...................................................................................................................... 49 

 平常時における体制整備 ...................................................................................................................................... 49 第１節

 本庁，保健所，市町村別の体制整備 .................................................................................................................... 49 第２節

 地域健康危機管理連絡調整会議等の開催 .......................................................................................................... 50 第３節

 研修や訓練の実施.................................................................................................................................................. 51 第４節

 防災に関する普及啓発 ........................................................................................................................................... 51 第５節

 ガイドラインの見直し ............................................................................................................................................... 51 第６節

第４章 県外で大規模災害が発生した場合（他都道府県への公衆衛生スタッフの派遣） ............... 55 

 派遣に伴う基本事項 .............................................................................................................................................. 55 第１節

 公衆衛生スタッフを派遣する際の各機関の役割 ................................................................................................... 55 第２節

第１項 保健福祉部災害派遣チームの編成・活動内容 ................................................................................................................. 56 

第２項 派遣チームへの後方支援 ....................................................................................................................................................... 56 

 

表の目次

 

表 1 対象範囲と用語の定義 ................................................... 11 

表 2 直接的支援 ........................................................................ 13 

表 3 情報収集，ニーズ把握，計画策定・評価 ................... 13 

表 4 関係機関連携 .................................................................... 14 

表 5 支援活動の留意点 ........................................................... 14 

表 6 公衆衛生スタッフの活動形態 .......................................... 15 

表 7 フェーズ毎の主な活動 ..................................................... 16 

表 8 フェーズ毎の公衆衛生活動実施上の留意点 ............. 16 

表 9 フェーズ毎の各機関の具体的な活動 ......................... 17 

表 10 DMAT・医療救護班による医療活動と災害時公衆

衛生活動との連携............................................................. 22 

表 11 コーディネーターの概要 ............................................... 31 

表 12 公衆衛生スタッフ派遣調整に係る役割（保健福祉

部） ....................................................................................... 34 

表 13 関係団体の所管課（保健福祉部） ......................... 35 

表 14 公衆衛生スタッフ派遣調整に係る役割（環境生活

部） ....................................................................................... 35 

表 15 関係団体の所管課（環境生活部） ......................... 35 

表 16 応援・派遣公衆衛生スタッフの派遣要請・受入れ

に関する業務内容 ........................................................... 36 

表 17 応援・派遣要請判断に必要な情報 .......................... 37 



 

5 
 

5⽬次 

表 18 保健師の応援・派遣に係る算定基準 .................... 37 

表 19 フェーズ毎の公衆衛生スタッフ動員計画作成の

留意点 ................................................................................... 37 

表 20 応援・派遣終了判断のポイント ............................. 38 

表 21 本庁・保健所・市町村毎の役割 ............................. 38 

表 22 各課室の役割 .................................................................. 39 

表 23 地方機関の主な役割 ..................................................... 40 

表 24 被災者生活支援チームの活動内容（参考） .......... 42 

表 25 公衆衛生スタッフの職種毎の役割（東日本大震災

における活動例から） ........................................................ 43 

表 26 応援・派遣公衆衛生スタッフに依頼する主な業務及

び活動内容 .......................................................................... 44 

表 27 活動体制整備における各機関の役割 ..................... 44 

表 28 被災地保健所における活動体制の整備 ............... 44 

表 29 平時からの体制整備項目 ............................................. 49 

表 30 本庁，保健所，市町村別の体制整備にむけた具体

的内容 .................................................................................. 49 

表 31 連絡調整会議の具体例 ............................................... 50 

表 32 被災地都道府県に公衆衛生スタッフを派遣する

際の各機関の役割 ........................................................... 55 

表 33 被災地都道府県に公衆衛生スタッフを派遣する

際のチーム編成・活動内容 ......................................... 56 

表 34 派遣チームへの情報提供内容 .................................. 56 

 

参考資料 

【統計】 
宮城県市町村・保健福祉事務所（保健所）位置図 
市町村の面積・世帯数・人口・高齢化率・出生率一覧 
 
【関係機関】 
市町村・保健福祉事務所（保健所）災害時保健活動担当課一覧 
関係機関一覧 
心の相談機関一覧 
 
【携帯品】 
携帯品一覧 
 
【受⼊準備】 
応援・派遣公衆衛生スタッフ受入れ時のオリエンテーション資料 
保健師以外の公衆衛生スタッフの行う支援 
 
【法令等】 
災害時の公衆衛生活動に関連する法令等 

 

 
  



 

6 
 

6 

 



第 1 章 総則 

7 
 

7

 

 

 

第１章 総則 

 

  



 

8 
 

8 

 

  



 

9 
 

9第１章 総則 第１節 災害時公衆衛⽣活動ガイドラインの策定経緯 

第１章  総則 

 

 災害時公衆衛生活動ガイドラインの策定経緯 第１節

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震と地震に伴い発生した大津波（以下東日本大震災という。）

は，県内で死者1万人を超える多くの人命を奪い，県土及び県民の財産に甚大な被害を与えた，未曾有の大震災で

あった。津波被害を受けた沿岸部では，市町役場や保健福祉事務所（保健所）が流される等活動拠点を失った。国

内外の様々な職種，団体等から長期にわたり職員や物資等の応援を頂き，被災者の健康支援や避難所の環境整備

等の支援を実施することができた。 

震災後約 1 年が経過した平成 24 年 2 月から，各保健福祉事務所（保健所）における災害時保健活動の対応状況

の検証・評価作業を開始した。検証の結果，①大規模災害時における初動体制の基盤整備（県庁と連絡が取れない

場合の地域完結型，自己完結型の初動体制の仕組みづくり，発災直後から被災地へ公衆衛生活動コーディネータ

ー（以下「コーディネーター」という。）を派遣し，被災地の情報収集と被災市町のサポートを行う仕組みづくり），②被

災した保健福祉事務所（保健所）への広域的な支援体制整備（保健福祉事務所（保健所）間でのカウンターパート

等），③全国各地から派遣される専門職等の調整体制の整備や，自ら訪れるボランティア・NPO 団体等への受入れ

体制強化の必要性，④避難所における医療救護ニーズへの適切な対応を行うため，災害医療コーディネーターと保

健所長が平時から連絡体制の確認を行うことの重要性等が示唆された。（図１） 

併せて，⑤人と生活環境をトータルでみる“公衆衛生の視点”をもった保健所活動強化の必要性が示唆された。具

体的には，沿岸部では保健師等による災害時保健活動に加えて，津波被害による，ヘドロ，水産加工場から大量に

流れ出た魚介類，収集しきれない家庭ゴミ，仮設トイレの衛生問題，悪臭の発生，ハエや蚊の大量発生，アスベスト

等の粉塵による健康被害対策等が重要であった。これらの教訓を生かし「保健活動」からより広く，環境衛生も含めた

“公衆衛生の視点”に立ちかえり，保健福祉部と環境生活部の連携した活動が行われるよう，「宮城県災害時公衆衛

生活動ガイドライン」（以下「ガイドライン」とする。）を作成することとした。また具体的活動内容については，ワーキン

ググループによる検討や関係機関との調整を行い，従来の「宮城県災害時保健活動マニュアル」を基本に，「宮城県

災害時公衆衛生活動マニュアル」として再編した。 

 
図 1 保健福祉事務所（保健所）活動の検証とガイドラインの策定 
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 ガイドラインの位置づけ 第２節

本ガイドラインは，災害対策基本法に基づき県が策定した「宮城県地域防災計画」の実践及び「第２次みやぎ震災

対策アクションプラン」に掲げた事前対策を含む活動を推進するものである。保健福祉部，環境生活部内の各種マニ

ュアルとの整合性をもち，各関係職能団体のそれぞれのマニュアルに基づく活動等との連携も合わせて，災害時の

公衆衛生活動の指針とするものである。 

またこのガイドラインは，今後各保健福祉事務所（保健所）が地域の社会資源や，平常時の公衆衛生活動に基づ

き作成する，圏域マニュアル等の基本的な指針を示すものである（図２）。 

 

 
図 2 災害時公衆衛生活動ガイドラインの位置づけ 

 

 ガイドラインの目的 第３節

大規模災害時に，初動体制を早期に確立するとともに，災害が長期化した場合には継続した公衆衛生活動を実

施する必要があるため，本ガイドラインは，公衆衛生活動の基本，組織体制，被災市町村支援のための公衆衛生ス

タッフの派遣並びに他自治体職員の派遣要請及び受入を含めた体制整備等を定める。 

 なお，疾患や外傷等によって生命に危険があるか否かのスクリーニングを行い，緊急の処置や入院等の医療が必

要な者については，医療機関に引き継ぐものとする。 

 また，本ガイドライン各表中の内容については例示とし，実際の公衆衛生活動は被災地の状況に応じ，臨機応変に

対応しなければならないことに留意する。 

 本ガイドラインが対象とする範囲及び用語の定義を表１に示す。 

 

 ガイドラインの構成 第４節

本ガイドラインの構成は，次のとおりとする。 

第 1 章 総則 

第 2 章 県内で大規模災害が発生した場合の対応 

第 3 章 平常時の準備 

第 4 章 県外で大規模災害が発生した場合の対応（他都道府県への公衆衛生スタッフの派遣） 

なお，災害時公衆衛生活動の具体的活動内容については，「宮城県災害時公衆衛生活動マニュアル」に掲載す

るとともに，活動に必要な各種様式等はマニュアルに資料編として掲載している。  
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表 1 対象範囲と用語の定義 

 用  語 定  義 

対象範囲 

活動内容 

大規模災害（震度 6 以上の震災及び複数市町村にわたる大規模な風水害，原子力災害等

による災害）発生時における県の公衆衛生スタッフ（本庁，及び県保健所職員）による活動を

中心に記載する。 

災害規模 
被災者の健康管理や公衆衛生上の問題等について，被災市町村単独では対応困難で，

（県保健師等を含む）県内他市町村の応援，都道府県等の支援が必要とされる規模とする。

用語の 

定義 

フェーズの目安 

【フェーズ０】初動体制の確立：概ね災害発生後 24 時間以内  

【フェーズ１】緊急対策として生命・安全の確保を行う：概ね災害発生後 72 時間以内 

【フェーズ２】応急対策として生活の安定対策を行う：概ね災害発生後 4 日目から 2 週間まで 

【フェーズ３】応急対策として避難所から応急仮設住宅入居までの対策を行う：概ね災害発生

後 3 週間から 2 か月まで 

【フェーズ４】復旧・復興対策として応急仮設住宅から公営住宅・自宅等へ移るまでの対策を

行う：概ね災害発生後 1,2 か月以降 

公衆衛生スタッフ 

・県の保健所等の行政機関に所属する公衆衛生医師，保健師，管理栄養士，獣医師，薬剤

師，リハビリテーション関係職員，食品衛生監視員，環境衛生監視員，動物愛護監視員，事

務職員 

・公衆衛生関係団体職員（看護師・助産師等） 

応援公衆衛生スタッフ 県及び県内の被災していない市町村からの公衆衛生スタッフ 

派遣公衆衛生スタッフ 他都道府県等から派遣される公衆衛生スタッフ 

災害時要援護者 

災害から自身を守るため安全な場所に避難するなど災害時の一連の行動に対して支援を

要する人々をいい，一般に高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等があげられている。

要援護者は，災害による住環境への対応や避難行動，避難所での生活に困難をきたすが

必要な支援が受けられれば自立した生活を送ることは可能であるが，支援が不十分な場合

は生活困難や様々な健康問題を抱えることがある。 

公衆衛生活動 

公衆衛生とは〈環境衛生の改善，伝染病の予防，個人衛生の原理にもとづく衛生教育，疾

病の早期診断と予防的治療のための医療および看護業務の組織化，さらに地域社会のす

べての住民が健康を保持するにたる生活水準を保障するような社会機構の発展を目指して

行われる地域社会の努力を通じて，疾病を予防し，生命を延長し，健康と人間的能率の増

進をはかる科学であり，技術である〉と定義されている。ウインスロウ（Winslow, C. E. A. 1877

～1957） 

 本ガイドラインでは，被災者の健康を保持するための保健活動及び，避難所の飲料水やト

イレの衛生管理，食品衛生管理等被災地域の生活環境改善や感染症を予防するための生

活衛生（環境・食品衛生活動）を併せて公衆衛生活動と称する。 

 なお，本ガイドラインでは医療救護活動の詳細については記載しない。 
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 災害時における公衆衛生活動とは 第５節

 

第１項 災害時公衆衛生活動の方向性 

災害時公衆衛生活動は，被災者の生命と安全の確保を図り，被災による健康被害を最小限にし，その後の二次的

な健康被害の予防を図り，被災地の復興に併せ，被災者の復興（被災者のこころの復興など目に見えない課題を克

服すること等）を目指すことを目的とする（図 3）。 

 そのため，災害発生直後は医療救護活動への対応が必要であるが，救命救急等の医療体制の確立後は，被災者

の心身の健康状態と生活環境の実態を把握し，プライバシーの保護等に配慮しながら，予測性をもった計画的・継

続的な支援が大切である。 

 

図 3 災害発生後の公衆衛生活動の展開 

 

第２項 健康危機管理の視点 

 保健福祉事務所（保健所）は地域の健康危機管理の拠点であり，地域における災害時の健康危機管理体制の確

保とともに，その機能強化に努める。 

 保健所長は，地域の健康危機管理に対して，迅速かつ適切に災害時公衆衛生活動方針を決定するとともに，危機

管理を実行する管理責任者として，災害時医療活動と連携した公衆衛生活動の確立を図る役割を担う。 

 

第３項 支援に当たっての基本姿勢 

支援にあたっては，現地職員（市町村職員等）も被災者であることを念頭におき，被災地の住民への支援活動とと

もに，現地職員も支援する役割を認識して行動する必要がある。混乱の中で，現地職員が適時に指示を出すのは困

難なことも考えられるため，公衆衛生スタッフは，支援業務や公衆衛生活動について，自ら考え，現地の了解を得な

がら主体的に活動する姿勢が重要である。また，公衆衛生スタッフが被災者への直接的支援のみならず，市町村や

保健福祉事務所の通常業務を担うことも，被災地支援であることを認識しておくことが大切である。 

 

第４項 公衆衛生スタッフの活動内容 

公衆衛生スタッフの活動内容は，「直接的支援」（表 2），「情報収集，ニーズ調査，計画策定・評価」（表 3），「関係

機関連携」（表 4）を前提として，公衆衛生スタッフが互いに連携し，一貫した中長期にわたる継続的支援体制を早期

に構築し，表 5 に示す点に留意しながら個別及び地域への支援活動を実施する。県の支援のもと，市町村が中心と

なり，避難所を含む地域全体に対して，応援・派遣公衆衛生スタッフ，医療救護班，住民代表，ボランティアセンター
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等と連携した公衆衛生活動体制を早期に確立する。 

ただし，災害発生直後には，DMAT が行う医療との役割分担を踏まえた医療救護の支援対応が必要となる等，状

況に応じて臨機応変に再編・統合を図りながら活動することが求められる。（第 6 節 DMAT・医療救護班による医療

活動と公衆衛生活動の連携参照） 

表 2 直接的支援 

所在 項目 支援内容（例示） 

避難所 

生活環境面 

・生活環境の把握と公衆衛生上必要な調整 

・感染症，食中毒等の予防のための衛生管理に関する指導助言 

・感染症等の患者の隔離，清潔，消毒等の指導 

・睡眠環境の確保，改善 

運営面 

・避難所責任者，代表者との連携による支援体制の整備 

・公衆衛生活動に必要な情報の収集と関係部署への報告 

・医薬品，防疫薬品，衛生材料等の衛生管理に関する助言等 

・水・食料品等の衛生管理に関する助言 

・食事提供の栄養管理，衛生管理に関する助言 

・関係者ミーティング（避難所責任者，代表等を含む）への参加 

・要援護者の継続支援のための，管理台帳等の作成 

・保健・医療・福祉・介護等各担当部署との連携・調整 

・公衆衛生活動に必要な職種・マンパワー量の積算と投入への提案 

・公衆衛生活動に関する避難所運営状況について，関係部署への報告・連携・調整 

・緊急時被ばく医療活動に関する避難所運営状況等情報収集及び連絡調整 

・一次被ばく医療機関への移送調整 

・緊急被ばく医療に係るスクリーニング場所等の開設 

住民支援 

・救護所や福祉避難所等の調整・連携 

・健康相談（巡回）等による要援護者の把握 

・健康調査等による健康状態の把握 

・福祉避難所・介護保険施設への入所，医療機関受診が必要な被災者への支援 

・療養指導や他職種連携等を要する被災者への支援 

・感染症対策（うがい・手洗い励行，予防接種等）の実施 

・二次的な健康被害対策（健康相談，健康教育，健康診査等）の実施 

・応急応急仮設住宅等へ移行するケースに対する公衆衛生上の処遇調整 

・長期的な避難所生活を要する被災者に対する健康相談 

・放射線被ばく又はおそれのある者に対する診断及び医療措置 

・安定ヨウ素剤に係る住民への情報提供 

・原子力災害の状況及び放射線被ばくに関する情報提供 

在宅・車中・テ

ント泊等 
被災者の健康把握 

・要援護者の所在把握及び安否確認 

・車中・テント泊の把握と深部静脈血栓症（深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群））の予防

支援 

・要援護者への個別支援 

・訪問による健康調査 

・原子力災害の状況及び放射線被ばくに関する情報提供 

応急応急仮設

住宅 

住民代表連携・調整 ・自治会等の住民代表との連携 

被災者の健康把握 ・入居者の健康調査，要援護者等の継続的支援 

コミュニティー支援 

・自治コミュニティー住民代表との連携・調整 

・コミュニティーの支援（集団健康教育，集いの場の提供等） 

・自治体の関連情報の提供 

その他 
通常業務の実施 

職員の健康管理 

・各種公衆衛生関係事業の再開 

・職員の健康管理（休息確保，健康相談，検診，被ばく管理等） 

 

表 3 情報収集，ニーズ把握，計画策定・評価 

項    目 具体的内容（例示） 

情報収集・ニーズ把握 

・被災者に対する情報収集や分析整理，資料作成 

・公衆衛生活動に関する活動記録，集計，統計 

・被害が予測される個人・集団・地域のリストアップ 

計画策定・評価 

・必要な職種やマンパワーの算出と調整 

・フェーズ各期における災害時保健活動計画作成と実施・評価・見直し 

・健康状況把握のための調査や健康診査等の実施の検討及び準備 

・医療チーム等外部支援活動収束へ向けた検討や調整 

・通常業務再開へ向けた検討・調整（中止・延期・変更等） 
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表 4 関係機関連携 

所属 留意点 

災害対策本部（支部）等 

（本庁・保健所・市町村） 

・公衆衛生活動方針の決定及び初動体制づくり 

・被災地の状況や活動状況について関係機関への報告 

・情報提供体制の確立と周知 

関係機関 
・地域災害拠点病院，地域協力病院等及び医師会，歯科医師会，薬剤師会や医療救護班

との連携及び巡回医療計画等との調整 

・保健・医療・介護各担当部署及び専門支援チーム等との対策検討 

報告・引継ぎ 
・関係者ミーティング（連絡会議等の実施） 

・応援，派遣公衆衛生スタッフ，ボランティア等から被災地職員への活動記録などの引継ぎ 

 

表 5 支援活動の留意点 

 項目 留意点 

個 別及 び

家族への 

支援活動 

（１）相談的対応 
・被災者の話を傾聴する姿勢を保ち，その人の持つ問題の本質を見極めること

に努める。 

（２）セルフケア 
・被災者自らが行ったほうがよいことと，支援が必要なことを見極め，被災者の依

存心を助長しないセルフケア能力が高まるような支援を行う。 

（３）家族間の関係調整 
・個人だけでなく家族の状況等を把握し，家族関係が良好になるように調整す

る。 

（４）潜在的ニーズの発見 
・表面化したニーズだけではなく，状況把握や会話から潜在的ニーズを把握す

る。 

（５）ケースワークの引継ぎ ・誰が見てもわかるような情報の共有化を図る。 

地域への 

支援活動 

（１）ニーズの明確化と問題の予測
・ライフラインの断絶による衛生・栄養状態の悪化，近隣関係の崩壊によるストレ

スの増強等，地域での健康問題が漸次変化していくことに対応する。 

（２）コミュニティーづくりの支援 
・災害前のコミュニティーが維持できない状況では，近隣同士の新たなコミュニ

ティーがつくられるよう，関係・場づくりの支援を行う。 

（３）地域への情報提供と行政サ

ービスの調整 

・関係機関との連携のもと，状況変化に応じて健康情報や生活情報をタイムリー

に提供し，情報が行き渡るよう工夫し，住民の実態に応じた行政サービスが提

供できるように調整する。 
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第５項 公衆衛生スタッフの活動形態 

被災市町村における公衆衛生スタッフの活動形態は表 6 のとおり分類される。現地災害対策本部や，市町村役場

の保健福祉部署で全体調整的業務を行う場合と，避難所等で被災者の健康管理等業務を行う場合がある。公衆衛

生スタッフの支援のもと市町村保健師が中心となり，応援，派遣公衆衛生スタッフ，医療・救護班，住民代表，ボラン

ティアセンター等連携した活動体制の早期確立を目指す。 

 

表 6 公衆衛生スタッフの活動形態 
全体調整（企画・管理・運営） 健康管理 

統括的事項 管理・運営的事項 避難所・地域健康管理事項 

１ 災害時保健活動計画の策定 

・健康課題の分析，活動計画の策定 

２ 情報管理 

・現地情報の確認，助言， 

・全体情報の整理，関係機関への報告 

・公衆衛生活動全体の調整 

・会議や関係機関への情報提供 

３ 体制づくり 

・人員配置，勤務体制の調整 

・応援・派遣公衆衛生スタッフの受入れ調整 

・スタッフへの方針提示・他課との連携調整 

・県庁や関係機関等への報告，調整 

４ 職員の健康管理 

・職員の心身疲労への対処 

５ 原子力災害時における職員の被ばく状況把握 

６ 必要物品，設備の整備 

７ 関係者ミーティング 

１ 応援・派遣公衆衛生スタッフへのオリエ

ンテーション 

２ 被災者の健康管理 

 （避難所・地域健康管理事項と同じ） 

３ 避難所の公衆衛生上の管理 

・健康課題の把握と解決 

・社会資源の把握，調整 

・カンファレンス等の企画 

・生活衛生用品の点検 

４ 関係機関との連携 

・各種専門支援チーム（救護，心のケ

ア，歯科保健，栄養，緊急被ばく医療

等）との連携 

・関係機関等との現地連携体制づくり 

５ 自治会責任者等との連携 

・避難所等での健康づくり 

６ 関係者ミーティング 

１ 被災者の健康管理 

・健康状況，課題の把握 

・健康相談，健康教育，家庭訪問

・環境整備 

・社会資源の活用調整 

・活動記録 

２ 関係者との連携 

・各種専門支援チーム（救護，心

のケア，歯科保健，栄養，緊急

被ばく医療等）との連絡調整 

３ 企画・管理・運営部門への報

告，相談 

４ 関係者ミーティング 

・ミーティング等への参画 

・カンファレンスへの参画 

５必要物品の点検、補充 

・健康相談等の必要物品 
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 フェーズ毎の公衆衛生活動 第６節

フェーズ毎の主な活動（表 7），公衆衛生活動上の留意点（表 8），各機関の具体的な活動（表 9）を示す。 

 

表 7 フェーズ毎の主な活動 

フェーズ 活動内容 

フェーズ０【初動体制の確立】 
（24 時間以内） 

・被災者の安全確保，応急対策 
・要援護者への支援 
・情報収集と災害時公衆衛生活動方針の決定，保健活動計画の作成 
・通常業務の調整（中止・延期） 
・被災者の健康管理・保健指導 
・安定ヨウ素剤の予防服用に係る支援 
・被ばくスクリーニング及び一次除染 

フェーズ１【緊急対策】 
生命・安全の確保 

（72 時間以内） 

・被災者の健康問題に応じた，保健・医療・福祉・介護関係派遣職員やボラ
ンティアの調整及び福祉避難所への移動の支援 

・避難生活における二次的な健康被害等の予防 
・在宅被災者の健康把握等の対応検討 
・被ばく医療活動 

フェーズ２【応急対策】 
生活の安定，避難所対策 

（概ね 4 日目～１，2 週間） 

・情報収集と災害時公衆衛生活動の方針決定 
・保健活動計画の見直し 
・職員の健康管理体制の検討・実施 

フェーズ 3【応急対策】 
避難所～応急仮設住宅入居までの期間 

（概ね 1，2 週間～1,2 か月） 

・通常業務再開 
・在宅被災者の健康状況に応じた公衆衛生活動の実施 

フェーズ４【復旧・復興対策】 

応急仮設住宅対策や新しいコミュニケーション 

づくり等 

（概ね 1,2 か月以降） 

・保健・医療・福祉・介護関係職員やボランティアの撤退にむけた調整 
・応急仮設住宅（民間借り上げ住宅含む）入居者の健康状況の把握 
・応急仮設住宅でのコミュニティー支援（集団健康教育，集いの場の提供
等） 
・中長期保健活動方針の検討 
・災害時公衆衛生活動状況のまとめ 

 

表 8 フェーズ毎の公衆衛生活動実施上の留意点 

 
（１） 災害規模や被災状況によって，初動体制や必要な公衆衛生活動は大きく異なるため，状況に応じた公衆衛生活動

の対応が重要である。 
 
（２） 災害規模や被災状況により各フェーズの移行時期が異なるため，見極めが必要となる。 
 
（３） フェーズ毎に完結する活動だけではなく，フェーズが移行しても継続する活動，該当フェーズで完結できなかった活

動，該当フェーズより先行して行うべき活動等があり，重層的に実施する必要がある。 
 
（４） 刻々と変化する状況を総合的に把握し，現状及び今後起こりうる課題等を見通した公衆衛生活動計画が必要であ

る。 
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表 9 フェーズ毎の各機関の具体的な活動 

フェーズ０ 初動体制の確⽴（災害発⽣後 24 時間以内） 

県庁（環境生活部・保健福祉部） 

１ 災害対策本部の設置 
２ 施設設備の安全確保と執務体制の起動 
  通常業務の中⽌・延期等について検討する。 
３ 可能な限りの情報収集，災害の規模を想定した公衆衛生活動の方針の決定 
（１）情報を多⾓的に収集し，災害規模，被災状況，関係機関のニーズ等を把握する。 
（２）初動期の公衆衛⽣スタッフの業務稼働状況の把握，初動体制の整備を含めた公衆衛⽣活動計画を⽴案する。 
４ 保健所からの報告のまとめ・県災害対策本部への報告 
５ 災害医療コーディネータ等との協議，DMAT の派遣要請 
６ 被災地域における公衆衛生スタッフの確保 
（１）保健福祉部内に派遣調整チームを設置する。 
（２）災害規模・被災状況に応じ，県内の応援体制及び県外公衆衛⽣スタッフの派遣の必要性を判断し，厚⽣労働省等関係機

関との調整を⾏う。 
７ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健所への情報提供 

被災者⽣活⽀援実施本部会議への参画 
保 健 所 

１ 施設設備の安全確保と執務体制の起動 
  通常業務の中⽌・延期等について検討する。保健福祉事務所（保健所）被災者⽣活⽀援チームを設置する。 
２ 情報収集と支援方法の決定  所内職員の業務を調整し，以下の業務に取り組む。 
（１）管内の被災状況の把握と対策の検討 
  医療・保健・福祉関係施設の被害状況・被災全体像の把握，毒物劇物製造所等の被害状況の把握と助⾔指導 
（２）被災市町村の状況把握 
  被災の全体像の把握，避難所・救護所の設置状況・ライフライン（電気，上下⽔道，ガス，屎尿処理等）の被害状況 
３ 被災市町村の公衆衛生活動状況の把握 
  保健センター等拠点施設の被災状況，職員の稼働状況，不⾜している医薬品・物品等 
４ 人的支援の調整と派遣等 
  被災市町村公衆衛⽣活動の⽀援，被災市町村へコーディネーター（保健師 1 名，事務職等 1 名）を派遣する。 

被災市町村の要請に応じた派遣を検討する。 
５ 緊急を要するケースの安否確認（保健所職員が担当するケース） 
  ⼈⼯呼吸器，吸引器，在宅酸素等を利⽤している難病患者や，療育児童等の安否を確認する。 
６ 所内情報共有・公衆衛生活動の方向性の確認 
７ 本庁主管課への報告と応援要請 

被災市町村 （下段＊の実施主体は市町村） 

１ 施設設備の安全確保と執務体制の起動 
  通常業務の中⽌・延期等について検討する。 
２ 情報収集 
３ 被災者の安全確保・救急対応 
４ 可能な限り情報収集・災害を想定した公衆衛生活動の方針の決定 
  被災市町村だけでは⽅針等の決定が難しい場合は，派遣されたコーディネーターを通じ，県保健所に協⼒を依頼する。 
５ 指揮命令系統の確認及び情報ルートの整理 
６ 必要に応じて，県に応援・派遣公衆衛生スタッフを要請 

救命・救護＊ 避難所＊ 自宅滞在者＊ 

１ 救護所の設置・運営へ
の参画 

・⽇本⾚⼗字社，医師会等の
依頼を決定 

・DMAT や救護活動と公衆衛
⽣活動の連携調整を⾏う。 

・医療機関と救護所の連絡・
調整を⾏う。 

２ 救護所・避難所設置の
住民への周知 

３ 医療機関の被害状況，
診療状況の把握と対応 

・出産（分娩）可能医療機関
の情報提供 

・移送⼿段等の調整・確保 

１ 被災者の健康管理（感染症サーベイランス含）及び処遇調整 
（１）要援護者等 
 ・健康状態の把握，安全を確保（安全な居場所の確保等）する。 
 ・処遇調整（介護保険施設，福祉避難所への移動等）を⾏う。 
（２）被災者 
 ・健康状態の把握，健康相談等を実施する。 
 ・健康上の問題のある者への⽀援（医療・福祉サービス調整等） 
（３）被災者の健康状態に応じて，夜間の健康管理（宿直等）の実

施，及び有症者の個室の確保を検討する。 
（４）原⼦⼒災害においては，安定ヨウ素剤の予防服⽤の⽀援や，

被ばくスクリーニング及び⼀次除染を実施する。 
２ 衛生管理及び環境整備 
３ 避難所設置運営部署との連携 
（１）⽣活⽤品（衛⽣管理や健康上必要な物品）を確保する。 
（２）被災者のプライバシー（被災者同⼠のプライバシー，⼥性や

障害者への配慮，マスコミ取材対応窓⼝の設置等）確保。 
（３）住⺠不安への対応（保健・医療・福祉等の情報提供，⾷事⽀

援，栄養相談等）を⾏う。 

１ 要援護者の安否確
認（各担当部署との連
携） 

（１）訪問，電話などに
よる確認を⾏う。 

（２）救護所，避難所，
医療機関，消防署等と
の連携による避難誘
導及び処遇調整を⾏
う。 

２ 保健・医療・福祉の
情報提供 



第１章 総則 第６節 フェーズ毎の公衆衛⽣活動 

18 
 

18 

フェーズ１ 緊急対策（災害発⽣後 72 時間以内） 
県庁（環境生活部・保健福祉部） 

１ 情報の収集及び公衆衛生活動方針の決定・公衆衛生活動計画の立案 
（１）情報の多⾓的な収集，災害規模，被災状況，関係機関のニーズ（⾷料・⽔の確保等）の把握（課題の確認） 
（２）庁内検討会（対策⽅法の整理・検討） 
（２）初動期の公衆衛⽣スタッフの業務稼働状況の把握，初動体制の整備を含めた公衆衛⽣活動計画を⽴案 
２ 保健所からの報告をまとめ県災害対策本部への報告 
３ 被災地域における公衆衛生スタッフの確保 
（１）災害規模・被災状況に応じ，県内の応援体制及び県外公衆衛⽣スタッフの派遣の必要性を判断 
（２）派遣調整チームにおける調整（部内及び県災害対策本部と協議，受⼊体制の整備等） 
（３）厚⽣労働省・環境省等関係機関との調整，必要に応じて専⾨家の派遣を要請 
４ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健所への情報提供 

被災者⽣活⽀援実施本部会議への参画 
保 健 所 

１ 情報収集と支援方法の決定 
（被災者生活支援チーム会議における所内情報共有・公衆衛生活動の方向性の確認） 

（１）被災市町村の活動状況の把握と⽀援 
被災市町村が抱える課題を確認し，市町村と協議の上，対応⽅法や役割を確認，⽀援の⽅針を決定する。 
被災市町村保健活動計画策定に対する⽀援や，活動に必要な情報提供を⾏う。 

（２）⼈的⽀援の調整と外部への派遣要請 
被災市町村からの要請に応じた公衆衛⽣スタッフの派遣調整（県庁派遣調整チームへ依頼），避難所，救護所の必要⼈数の把
握，応援・派遣公衆衛⽣スタッフの配置計画やオリエンテーション等の準備，⼼のケアチームとの調整や専⾨ボランティア
の派遣依頼と調整（看護ボランティア等） 

２ 救命・救護への対応（被災市町村の要請に応じ，公衆衛⽣スタッフの派遣や連絡調整等を⾏う。） 
（１）救護所や避難所の運営⽀援，衛⽣管理の確認 
（２）避難所の健康管理状況の把握と適正な運営に向けた調整，⾷事の提供状況の確認，要援護者への配慮 
３ 安否確認（保健所の担当するケース） 

電話及び訪問による安否確認及び把握された問題に対する⽀援，担当ケースへの医療機関情報（医療機能，治療薬確保⽅法
等）や交通情報の提供 

４ 食料・水の確保・衛生管理と供給に関する支援 
５ ペットの保護等への対応 

市町村や社団法⼈宮城県獣医師会，動物愛護センターとの調整や，被災動物の保護 
６ 本庁主管課への報告と応援要請・活動に必要な物資等の要求 
７ 緊急被ばく医療活動 

被災市町村（下段＊の実施主体は市町村） 

１ 情報収集 
２ 災害時公衆衛生活動の方針の決定 
３ 通常業務の調整（中止・延期） 
４ 関係機関との調整（応援・派遣要請等） 
５ 保健・医療関係派遣職員及び保健・医療ボランティアの調整 

救命・救護＊ 避難所＊ 自宅滞在者＊ 

１ 救護所運営への
参画・協力 

・助産場所の設置・確
保 

２ 要援護者への継
続支援・慢性疾患
患者の医療の確保
と継続支援 

（例） 
・糖尿病 
・狭⼼症，⼼筋梗塞 
・⾼⾎圧 
・精神疾患 
・⼈⼯透析 
・在宅酸素療法者 
・⼈⼯呼吸器装着者 
・がん療養者 
・ストーマ保有 等 
３ 一次被ばく医療機

関への移送 

１ 被災者の健康管理（感染症サーベイランス・
栄養管理含）及び処遇調整 
（１）要援護者等 

・安全な居場所の確保，処遇調整（介護保険施
設，福祉避難所への移動等による医療，福祉サ
ービスの調整） 

（２）被災者 
・健康相談の実施，被災者の健康状態に応じて，

夜間の健康管理（宿直等）の実施，及び有症
者の個室の確保を検討 

（３）⾷事提供状況の把握 
２ 健康教育の実施 

・感染症の予防，深部静脈⾎栓症（深部静脈⾎
栓症（エコノミークラス症候群））の予防，⽣
活不活発病予防，⼼の健康等  

３ 保健医療福祉に関する情報提供 
４ 衛生管理及び情報提供 

・飲料⽔の衛⽣管理，⾷中毒予防，防じんマス
クの配布，⽣活環境の衛⽣管理等 

５ 避難所設置運営部署との連携 
・⽣活⽤品の確保，仮設トイレの確保，被災者

のプライバシーの確保，住⺠不安への対応

１ 要援護者の安否確認（各担当部署との連
携） 
（１）避難誘導及び処遇調整，医療の継続⽀援
（２）⽇常⽣活維持のための情報把握と提供・

調整（⽔，⾷糧，医療，住宅，電気，トイレ，
⼊浴，医薬品，ミルク，⽣理⽤品，おむつ，
燃料等） 

（３）情報伝達⼿段，移動⼿段はあるか，協⼒
者はいるか，⼆次災害の危険の有無 

２ 健康相談（窓口，電話，訪問等）の実施 
必要に応じて継続⽀援，医療機関，専⾨機関
等との処遇調整 

３ 保健医療福祉に関する情報提供 
感染症の予防，深部静脈⾎栓症（深部静脈⾎
栓症（エコノミークラス症候群））の予防等 

４ 健康調査のための検討及び準備 
健康調査等の実施⽅法の検討（⽬的，項⽬，
時期，従事者，調査⽤紙の作成，調査によっ
て把握された要⽀援者へのフォローなどに
ついての検討 
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フェーズ２ 応急対策（おおむね 4 ⽇間から，1，2 週間） 
県庁（環境生活部・保健福祉部） 

１ 情報の収集及び公衆衛生活動方針を決定，公衆衛生活動計画の見直し 
必要に応じて被災地に出向き，公衆衛⽣活動状況を把握し，活動上の課題の整理・明確化を図り，継続的に活動ができるよ
う，初期計画を⾒直す 

２ 広域的，総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 
３ 応援・派遣公衆衛生スタッフの動員計画の見直し 
４ 環境・衛生等の確保のための対応策の検討・国や市町村との連携した対応策の 

実施 
災害廃棄物に起因する害⾍や悪臭等への対応（専⽤相談窓⼝の設置と周知，環境調査，
研修会の企画調整，住⺠向けパンフレットの作成等） 

５ 活動推進に必要な予算措置 
６ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健所への情報提供 

被災者⽣活⽀援実施本部会議への参画 
保 健 所 

１ 市町村災害時公衆衛生活動への支援 
（１）市町村災害時保健活動計画の実施・変更・評価等への⽀援 
（２）応援・派遣公衆衛⽣スタッフの調整等 

公衆衛⽣活動に必要なスタッフの確保状況の確認，必要に応じてスタッフの派遣要請等に関する助⾔，スタッフの配置計画
の作成等，活動体制整備，応援・派遣公衆衛⽣スタッフのオリエンテーションの実施，依頼業務の調整，ミーティング（避
難所職員・派遣公衆衛⽣スタッフ）等による情報共有と検討事項の協議 

（３）公衆衛⽣活動の実施 
 避難所における公衆衛⽣活動，在宅被災者の健康状態把握，災害により中断した業務への⽀援 
（４）災害時公衆衛⽣活動状況の集計・資料化 
２ 県庁主管課への情報提供・報告及び調整，活動に必要な物資の要求や管理 
３ 心のケア対策 
 ⼼のケアチームと連携した活動の実施（広報，相談体制の確保，継続⽀援） 
４ 生活環境へ影響を及ぼす震災廃棄物や悪臭等への対応 

環境調査の実施，防じんマスクの配布，消毒薬や消臭剤の配布等 
５ ペットの保護等への対応 

市町村や社団法⼈宮城県獣医師会，動物愛護センターとの調整や，被災動物の保護 
６ 放射線影響の住民への広報活動 

被災市町村（下段＊の実施主体は市町村） 

１ 情報収集 
２ 災害時保健活動計画の実施・評価・経過に応じた見直し 
３ 中止している通常業務の再開に向けた調整 
４ 保健・医療・福祉・介護関係派遣職員やボランティアの活動調整 
５ 支援者・職員の健康管理（休息の確保，健康相談，必要に応じ早期受診勧奨） 

救命・救護＊ 避難所＊ 自宅滞在者＊ 

１ 救護所運営への支援 
２ 救護所の継続体制や

撤退時期検討への参
画 

（１）医師会・関係機関等
との協議・検討 

（２）24 時間体制の必要性
の検討 

（３）救護所撤退後の医療
供給体制（受⼊れ可能
な医療機関）の確認と
住⺠への周知 

３ 救護所で把握された
経過観察者の引き継ぎ
方法の検討・調整 

１ 被災者の健康管理（感染症サーベイランス，栄養管理
含）及び処遇調整 
（１）要援護者等 
 ・安全確保（安全な居場所の確保等） 
 ・避難所から応急仮設住宅・⾃宅等に移る準備に向けての処

遇調整，医療，福祉サービスの調整 
（２）被災者 
 ・健康相談の実施 
（３）⾷事提供状況の把握・⽀援 

 ・栄養バランスのとれた⾷事が提供されるよう，調理担当者，
弁当業者への指導や⾷糧配給管理部署への助⾔や⽀援 

２ 健康教育の実施 
感染症の予防，深部静脈⾎栓症（エコノミークラス症候群）
の予防，⽣活不活発病予防，⼼の健康等  

３ 保健医療福祉に関する情報提供 
４ 衛生管理及び情報提供 

飲料⽔の衛⽣管理，⾷中毒予防，防じんマスクの配布，⽣活
環境の衛⽣管理等 

５ 避難所設置運営部署との連携 
⽣活⽤品の確保，被災者のプライバシーの確保，住⺠不安へ
の対応 

６ 心のケア対策 
チラシによる周知，相談窓⼝の周知，専⾨機関との連携，専
⾨スタッフ相談の実施

１ 要援護者や健康問題があ
る者への支援 
（１） 医療の継続⽀援 
（２） ⽣活再建の⽀援調整等
２ 健康相談（窓口，電話，訪
問等）の実施 
３ 保健医療福祉に関する情
報提供 

感染症の予防，深部静脈⾎栓
症（エコノミークラス症候
群）の予防，⽣活不活発病等

４ 心のケア対策 
（１）チラシによる周知 
（２）相談窓⼝の周知 
（３）専⾨機関との連携 
（４）専⾨スタッフによる相談
の実施 
５ 健康調査 
（１）健康調査の実施 
（２）調査によって発⾒された

健康上の問題がある者等へ
の⽀援，医療等関係機関と
の調整等 

 

【東⽇本⼤震災の例】 
沿岸部の津波被害により，ヘド
ロ，⽔産加⼯場から⼤量に流れ
出た⿂介類，収集しきれない家
庭ゴミ，仮設トイレの衛⽣問題，
悪臭の発⽣，ハエや蚊の⼤量発
⽣，アスベスト等の粉塵による
健康被害対策等を⾏った。
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フェーズ３ 応急対策（おおむね 1，2 週間から 1,2 か⽉） 
県庁（環境生活部・保健福祉部） 

１ 被災後の推移，被災地の動向等を総合的に判断し，中長期的公衆衛生活動計画の策定 
必要に応じて被災地に出向き，公衆衛⽣活動状況を把握し，活動上の課題の整理・明確化を図り，中⻑期的公衆衛⽣活動計
画を策定する。 

２ 広域的，総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 
３ 応援・派遣公衆衛生スタッフの動員計画の見直し 
 中⻑期的公衆衛⽣活動計画に基づき動員計画を⾒直し，必要に応じて動員計画を変更 
４ 環境・衛生等の確保のための対応策の検討・国や市町村との連携した対応策の評価，見直し 
５ 活動推進に必要な予算措置 
６ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健所への情報提供 

被災者⽣活⽀援実施本部会議への参画・被災者健康⽀援会議の設置
保 健 所 

１ 市町村災害時公衆衛生活動への支援（フェーズ２と同じ） 
（１）市町村保健活動計画の実施・変更・評価等への⽀援 
（２）応援・派遣公衆衛⽣スタッフの調整等 

公衆衛⽣活動に必要なスタッフの確保状況の確認，必要に応じてスタッフの派遣要請等に関する助⾔，スタッフの配置計
画の作成等，活動体制整備，応援・派遣公衆衛⽣スタッフのオリエンテーションの実施，依頼業務の調整，ミーティング
（避難所職員・派遣公衆衛⽣スタッフ）等による情報共有と検討事項の協議 

（３）公衆衛⽣活動の実施 
  避難所における公衆衛⽣活動，在宅被災者の健康状態把握，災害により中断した業務への⽀援 
（４）災害時公衆衛⽣活動状況の集計・資料化 
２ 県災害対策本部（環境生活総務課・保健福祉総務課）への情報提供・報告及び調整 
３ 心のケア対策（フェーズ２と同じ） 
４ 生活環境へ影響を及ぼす震災廃棄物や悪臭等への対応（フェーズ２と同じ） 
５ 支援者・職員の健康管理 
６ 管内市町村との定期的な連絡会議の開催 
７ 放射線影響の住民への広報活動 

被災市町村（下段＊の実施主体は市町村） 

１ 情報収集 
２ 中長期的保健活動計画の実施・評価，経過に応じた見直し 
３ 通常業務再開に向けても調整・再開 
４ 保健・医療・福祉・介護関係派遣職員やボランティア撤退に向けての調整 
５ 市町村内の関係機関連絡会議等の開催（長期化する場合） 
６ 支援者・職員の健康管理（休息の確保，健康相談，必要に応じ早期受診勧奨） 

救命・救護＊ 避難所＊ 自宅滞在者＊ 

１ 救護所運営への支援 
２ 救護所の継続体制や撤
退時期検討への参画 
（１）医師会・関係機関等と

の協議・検討 
（２）24 時間体制の必要性

の検討 
（３）救護所撤退後の医療供

給体制（受⼊れ可能な医
療機関）の確認と住⺠へ
の周知 

３ 救護所で把握された経
過観察者の引き継ぎ事項
の確認や，地元医療機関と
の連絡調整への協力 

１ 被災者の健康管理及び処遇調整 
（１）要援護者等 
 ・避難所から応急仮設住宅・⾃宅等に移る準備に向

けての処遇調整 
（２）被災者 
 ・健康相談の実施（必要に応じて⼣⽅，夜間に実施）
（３）栄養提供状況の把握・⽀援の実施 
 ・栄養バランスのとれた⾷事が提供されるよう，調

理担当者，弁当業者への指導や⾷糧配給管理部署へ
の助⾔や⽀援 

２ 健康教育の実施 
 ・感染症の予防，深部静脈⾎栓症（エコノミークラ

ス症候群）の予防，⽣活不活発病予防，⼼の健康 等
３ 保健医療福祉に関する情報提供 
４ 衛生管理及び環境調整 
５ 避難所設置運営部署との連携 

⾷品の取扱いに関する全般的な衛⽣管理，寝具の清
潔，⾝体清潔保持，ゴミ・トイレの衛⽣管理，蚊，
ハエ，ゴキブリへの対策，動物の飼養・管理等 

６ 心のケア対策 
チラシによる周知，相談窓⼝の周知，専⾨機関との
連携，専⾨スタッフによる相談の実施 

７ 応急仮設住宅入居者健康調査の検討及び準備
（１）実施⽬的の明確化と共有 
（２）調査項⽬，時期，従事者，調査⽤紙等の検討と

作成 

１ 要援護者や健康問題がある者へ
の支援 
（１）医療の継続⽀援 
（２）⽣活再建の⽀援調整等 
２ 健康相談（窓口，電話，訪問等）
の実施 
３ 保健医療福祉に関する情報提供

 感染症の予防，深部静脈⾎栓症（エ
コノミークラス症候群）の予防，⽣
活不活発病等 

４ 心のケア対策 
（１）チラシによる周知 
（２）相談窓⼝の周知 
（３）専⾨機関との連携 
（４）専⾨スタッフによる相談の実施
５ 健康調査 
（１）健康調査の実施 
（２）調査によって発⾒された健康上

の問題がある者等への⽀援，医療
等関係機関との調整等 

（３）健康状態把握後のまとめ，デー
タ整理 
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フェーズ４ 復旧・復興対策（おおむね 1，2 か⽉以降） 
県庁（環境生活部・保健福祉部） 

１ 被災後の状況を総合的に判断し，必要に応じて中長期的公衆衛生活動計画の見直し 
２ 広域的，総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 
３ 被災地の公衆衛生・福祉活動のまとめと検証 
  フェーズに沿った災害活動や組織内対応，関係機関連携状況等の分析評価，活動のまとめ（報告書）の作成 
４ 調査研究等への積極的な支援 
５ 災害に関係した研修会，会議等の開催 
  市町村の活動状況の共有，情報交換の場を設け，今後の活動につなげる 
６ 関係部局関係各課・室との情報共有と保健所への情報提供 

被災者⽣活⽀援調整会議の企画・運営 

保 健 所 

１ 長期的な視点に立った市町村災害時公衆衛生活動への支援 
２ 公衆衛生活動のまとめと評価 
  災害時公衆衛⽣活動状況の集計・資料化 
３ 県主管課への情報提供・報告及び調整 
４ 心のケア対策 
５ 支援者・職員の健康管理 
６ 管内市町村との定期的な連絡会議の開催 
７ 被災者生活支援チーム会議における所内情報共有 
８ 放射線影響の住民への広報活動 

被災市町村（下段＊の実施主体は市町村） 

１ 情報収集 
２ 生活再建に重点を置いた保健活動計画の実施・評価，経過に応じた見直し 
  ⽣活再建に必要な新たな活動のための施策化・予算措置 
３ 住民の健康管理及び新しい生活への支援 
  定期的な健康相談の開催，健康上の問題について⾃治会等との協議，コミュニティーづくりへの⽀援 
４ 心のケア対策 

⼼の問題を早期発⾒できる体制づくりと広報の活⽤ 
うつ傾向，閉じこもりがちの⼈を早期に把握し，孤⽴しない対策の検討 

５ 通常業務再開に向けてた調整・再開 
６ 保健・医療・福祉・介護関係派遣職員やボランティア撤退時期の検討・調整 
７ 市町村内の関係機関連絡会議等の開催（長期化する場合） 
８ 支援者・職員の健康管理（休息の確保，健康相談，必要に応じ早期受診勧奨） 

救命・救護＊ 避難所・応急仮設住宅＊ 自宅滞在者＊ 

１ 通常の医療体制に
移行 

１ 健康調査・食生活調査の実施及び必要な支援 
（１）健康調査の実施 
  ⽀援が必要な者への継続⽀援，医療機関・専⾨機関

との調整 
（２）定期的な健康相談（窓⼝，電話，訪問等）の実施
２ 要援護者（一人暮らし高齢者，高齢者世帯等）の
健康状態の把握 
（１）健康課題の早期把握，⽣活状況の悪化や孤⽴死の

予防 
（２）保健推進員，訪問ボランティア，⾃治組織等によ

る安否確認（声がけ訪問）等との連携  
３ 心のケア対策 

健康相談や講演会等の実施（うつ，アルコール依存症，
PTSD 等） 

４ 入居者同士のコミュニティーづくりの支援 
（１）⾃治会等の地域代表と健康問題や今後の活動につ

いて話し合いを⾏う。 
【具体的な活動例】 
・応急仮設住宅単位での⾃主活動への⽀援 
・乳幼児の遊びの広場や⾼齢者等の集い場の提供 
・ボランティアの活⽤ 
５ 応急仮設住宅から自宅等に移る者への支援 
（１） ⽀援が必要な者について，処遇調整（保健，福

祉，介護相互の連携による） 
６ 保健・医療・福祉に関する情報提供 
 

１ 要援護者や健康問題がある者への
支援 

（１）医療の継続⽀援 
（２）⽣活再建の⽀援調整等 
２ 健康相談（窓口，電話，訪問等）の実

施 
３ 保健医療福祉に関する情報提供 

感染症の予防，深部静脈⾎栓症（エコノ
ミークラス症候群）の予防，⽣活不活発
病等 

４ 心のケア対策 
５ 新たな交流やコミュニティーづくりの

支援 
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 DMAT・医療救護班による医療活動と災害時公衆衛生活動の連携 第７節

発災直後から，フェーズ１までは，緊急対策として生命・安全の確保が最重要課題となる。 

保健福祉事務所（保健所）は，図４のように，ライフライン等の基本情報・地域の被災情報，医療機関情報，避難者

の状況，避難所情報等を把握し，大規模災害時医療救護マニュアルで定める災害医療コーディネーターと共有する。

これらの情報は，「被災者の救護」や「医療チームの調整」に活用される。（図 5） 

保健所長は，災害拠点病院の災害医療コーディネーターとともに，平時から緊急連絡網の作成等による連絡方法

等の確認を行い，管轄地域における医療救護活動と公衆衛生活動の調整を行う。 

 

表 10 DMAT・医療救護班による医療活動と災害時公衆衛生活動との連携 

 主な内容 

DMAT・医療救護班による医療活動 

・病院支援（派遣先の病院の医療活動を支援） 

・現場活動（消防機関等と連携し，トリアージや緊急処置等を行う。） 

・傷病者の搬送時における診療 

・広域医療搬送（広域医療搬送拠点での臨時医療行為及び航空機内における患者の症状

安定化や処置等） 

・助産，遺体の検案への協力 

災害時公衆衛生活動 

・市町村における救護所の設置状況（①設置場所，②連絡方法及び責任者氏名，③傷病者

の状況（人数，傷病程度など），④医療救護活動の状況，⑤医療救護班派遣の必要性，

⑥医薬品の必要性）について把握し，医療整備課に報告する。 

・被災市町村の救護所の設置への協力 

・在宅医療機器装着患者等の医療を要する要援護者の把握と，必要な医療の確保のための

連携 

・避難所巡回や訪問活動等を通じ，医療ニーズを把握し，災害医療コーディネーターに情報

提供を行う。 

・避難所巡回や訪問活動等を通じ，健康阻害要因を把握し，環境の改善，疾病予防のため

の指導教育活動等を行う。 

 

 

 
図 4 どんな情報をどこから，どうやって収集するか（参考例） 
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図 5 収集した情報の活用（参考例） 
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第２章 県内で大規模災害が発生した場合の対応 

 

 東日本大震災の概要 第１節

◆ 地震の概要 

発生年月日 平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分 18.1 秒 

震源地 三陸沖（北緯 38°06.2′東経 142°51.6′震源の深さ 24 ㎞）

規模 マグニチュード（Ｍ）9.0 

 

出典：危機対策課 「東日本大震災 6 か月の検証」 

 

図 6 県内浸水地域図 
                          

 
 
 
 

出典：危機対策課 「平成２３年３月 地震被害等状況及び避難状況」 

 

◆ プレハブ応急応急仮設住宅（11/30
現在 

入居戸数 20,992 戸 

入居者数 50,427 人 

出典：震災復興政策課 「復興の進捗状況」 

 

 東日本大震災の特徴 第２節

東日本大震災での津波は，巨大な津波高と広範囲の浸水域，内陸の奥域までの浸水，河川を遡上した津波によ

る氾濫，広範囲にわたる地盤沈下などにより，従前の想定を超えるものであった。 

このような津波の発生により，県内でも１万人を超える死者・行方不明者の発生，住宅の流失，交通網の断絶，産

業の停滞や経済的損失となり，本県沿岸部は甚大な被害を受けている。さらに，地震発生後の津波警報の発表状況，

津波警報等の伝達状況，住民等による避難行動の仕方，避難場所が必ずしも身近になかったこと，従前の被害想定

やハザードマップより大きな津波であったことも，被害が大きくなった要因と考えられる。 

 

1 行政機能の喪失 

本県の沿岸 15 市町のうち，10 市町で災害対応の中心となる市町庁舎が被災し，そのうち 7 市町で本庁舎や支所

の移転を余儀なくされた。 

2 大規模広域災害 

◆ 震度 県内で震度 6以上を観測した市区町村 

７ 栗原市 

６強 
仙台市宮城野区，石巻市，塩竈市，名取市，登米市，東松島市，
大崎市，蔵王町，川崎町，山元町，大衡村，涌谷町及び美里町

６弱 
仙台市青葉区，仙台市若林区，仙台市泉区，気仙沼市，白石市，
角田市，岩沼市，大河原町，亘理町，松島町，利府町，大和町，
大郷町，富谷町及び南三陸町 

◆ 津波の高さ 
7.2m   （仙台港）     
（平成 23 年 4 月 5日気象庁発表） 

8.6m 以上（石巻市鮎川） 
（平成 23 年 6 月 3日気象庁発表） 

参考：津波 大遡上高 
（宮城県土木部津波の痕跡調査結果） 

南三陸町志津川 20.2m 
女川町    34.7m 
南三陸町歌津 26.1m 

◆ 被害の状況等 

死者数 10,384 人

負傷者数 重傷  504 人
軽傷 3,607 人

行方不明者数 1,337 人

家屋被害 全壊 85,331 棟

半壊 151,738 棟

一部損壊 224,124 棟

床上浸水 15,475 棟

◆ ピーク時の避難者所数・避難者数 

避難所数 1,183 箇所 

避難者数 320，885 人 

出典：震災復興政策課 「復興の進捗状況」 
出典：震災復興政策課 「復興の進捗状況」 
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被害が甚大で広範囲に渡ったことから，全国の都道府県，市町村により相互応援協定に基づく被災地に対する人

的支援・物的支援が実施されたが，事前の計画や訓練などの不足や，交通手段や宿泊先の確保等，多くの課題も見

られた。 

3 物資の不足 

物資を備蓄していた指定避難所や倉庫が津波の被害に遭った。多数の孤立集落や孤立地区が発生し，発災直

後は，飲料水，粉ミルク，紙おむつ等の枯渇も見られた。 

4 不十分な災害時要援護者対策 

県内では，高齢者，障害者等の災害時要援護者について，災害時要援護者支援計画が策定された直後，あるい

は未策定という沿岸市町が多く，福祉避難所が被災し利用できなくなるなど，災害時要援護者への対策が十分とは

言えなかった。 

5 地域防災力の不足 

沿岸地域では，従来から一定の津波対策が行われてきたが，東日本大震災での被害を受け，改めて，自助・共助

の必要性，防災教育の重要性が再認識されている。 

6 津波被害の拡大 

東日本大震災では，従来の津波ハザードマップで示されていた津波浸水予測を大きく上回り，その外側でも人的

被害が発生した。また，過去の経験等から，地震直後に避難しなかった方も多かった。 

7 避難指示等の住民への情報途絶 

地震による広域的な停電，沿岸市町の庁舎や防災行政無線自体の被災，防災行政無線の内容が聞こえづらかっ

た等，命に関わる津波避難に関する情報伝達において，多くの問題があった。 

8 津波からの避難の阻害 

避難した場所が津波の被害にあった，人が多くて入りきらなかった，救助が来るまでに時間がかかったといった避

難場所の問題や，自動車での避難による渋滞で，逃げる途中に津波に巻き込まれたといった避難路上の問題など，

津波からの避難において多くの問題が発生した。 ＜地域防災計画における地震・津波対策の充実・強化に関する検討会報告

書，津波避難のための施設整備指針 等より＞ 

 このような被害があったが，保健福祉，公衆衛生活動の観点から基本的な考えを第 3 節に示す。 

 

 大規模災害が発生した場合の基本的考え方 第３節

県内で大規模災害が発生した場合の対応については，フェーズ 0 から 1 は，生命・安全の確保の観点から関係機

関との連携による救命・救護活動，フェーズ 2 では，慣れない避難所での集団生活から予測される健康問題に対応し

た健康管理活動や感染症予防活動，フェーズ 3,4 では，生活再建に向けた健康な地域づくりへの支援等，各フェー

ズに起こりうる健康問題を予測し，予防活動や健康な地域づくりを目指し，継続的に支援することが必要とされてい

る。 

東日本大震災では各フェーズが長期間に及び，多くの職員は目の前の対応に追われた。公衆衛生活動の基本は

予防活動であることに変わりはなく，「家庭訪問等による直接サービスの提供」，「種々の活動を通じて把握したニー

ズ（生活環境の改善等）へのタイムリーな対応」及び「諸活動の組織化」は重要であり，大規模災害時においても同様

である。 

また，支援活動を円滑に実施するためには，初動・支援体制の早期確立が重要であり，安全性の確保が行われ次

第，早期に被災地に出向く体制を構築する必要がある。東日本大震災の教訓を踏まえ，公衆衛生活動分野における

災害時の対応の要点について以下に述べる。 

 

１ 初動体制及び支援体制の早期確立のためのコーディネーター派遣 

災害対応を迅速に進めるため，保健福祉事務所（保健所）は，被災市町村の依頼によらず災害直後から被災市町
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村に対してコーディネーター（保健師１名，事務職等１名）を派遣し，自ら被害状況の把握に努めるとともに，現地の

状況に応じた活動方針や体制整備等への専門的助言及び活動のためのマネージメントやコーディネートを行う。 

 

２ 被災地保健福祉事務所（保健所）に対するカウンターパート1による広域支援体制 

県は，保健福祉事務所自体の被災，情報通信網や交通網が遮断されることを想定し，本庁からの指示を待たずに

対応できる圏域レベル「地域完結型対応」の構築に取り組む必要がある。 

沿岸部の保健福祉事務所（保健所）と，内陸部の保健福祉事務所（保健所）がカウンターパートを組み，相互支援

体制を構築する。 

 

３ 応援・派遣公衆衛生スタッフの派遣調整窓口の一本化（本庁及び保健福祉事務所（保健所）の調整機

能） 

災害規模が大きいほど，多くの公衆衛生スタッフ，健康課題に応じた様々な職種が被災地支援活動に従事する。

このため，本庁保健福祉部では，関係課職員で構成される専門職種派遣に関する調整チーム（以下「派遣調整チー

ム」という。）を設け，全県的な公衆衛生スタッフの派遣調整を行う。 

また，国内外から直接被災地へ訪れる民間団体，NPO 団体等からの対応については，被災市町村での混乱を避

けるとともに，貴重な人材をタイムリーに必要とされる地域へ派遣するため，被災地域においては，保健福祉事務所

（保健所）が活動支援拠点となり，外部支援者と被災市町村活動とのマッチングを調整する等，現地における支援体

制についての調整的機能を担うこととする。 

 

 応援・派遣調整体制の全体像 第４節

応援・派遣公衆衛生スタッフ派遣要請体制等の全体を図 7 に示す。 

被災市町村の公衆衛生スタッフのみでは災害時公衆衛生活動が展開できないと判断した場合は，被災市町村は，

早急に応援・派遣公衆衛生スタッフの要請を，コーディネーターを通じて県保健福祉事務所（保健所）に行う。県保

健所においては，県庁保健福祉部（派遣調整チーム）及び環境生活部環境生活総務課に，応援・派遣公衆衛生スタ

ッフの要請を行う。 

なお，大規模災害発生により，必要と認める場合には，宮城県地域防災計画（津波対策編）に基づき，沿岸市町か

らの要請を待たずに必要な支援を行うこととされている（第 2 章災害予防対策第 19 節第 4 項 県による沿岸市町への

応援）。 

県（保健福祉総務課・環境生活総務課）は，県内の公衆衛生スタッフを中心に，必要に応じて保健・医療・福祉・環

境衛生等各種専門職能団体等との連携のもと，応援体制を整備するが，大規模災害のため，県内公衆衛生スタッフ

の相互支援体制で対応できないと判断した場合は，全国へ派遣要請を拡大していく。 

                                                        
 
1 カウンターパート：1 対等の立場にある相手。対応相手。 
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図 7 宮城県における応援・派遣者の受入体制 
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 被災市町村へのコーディネーター派遣 第５節

市町村では災害が発生した場合，被災状況を保健福祉事務所（保健所）に報告すると共に，被害状況から被災住

民の健康課題を把握し，必要な保健活動のためのマンパワー動員計画を策定する必要がある。しかしながら，当該

市町村職員は目前の住民対応に追われ，十分な情報収集や的確な判断が難しいことも想定されるため，公衆衛生

活動のコーディネート役（コーディネーター）として，あらかじめ年度当初に指定した職員等を被災市町村に自主的に

派遣し，市町村と協議の上，被害状況の把握に努め，市町村が実施する災害時公衆衛生活動の支援を調整する。

コーディネーター派遣については，別途調整する。 

コーディネーターの概要を表 11，コーディネーターの役割を図 8 に示す。 

 

表 11 コーディネーターの概要 

項 目 活 動 内 容（例示） ・ 留 意 点 

派遣先（常駐先） 
・被災を受け災害救助法の適用が想定される市町村 
・被災を受けた市町村の公衆衛生担当部署や，公衆衛生活動の統括部署（保健福祉担当部署など） 

派遣期間及び 
派遣サイクル 

・コーディネート派遣期間は，発災直後からフェーズ 2 に相当する期間までとするが，状況により派遣
期間を検討する。 

・その後のコーディネーター派遣については，被災市町村の状況（市町村活動が軌道に乗るなど見通
しが立った等）を考慮し派遣終了を決定する。 

・１人あたり派遣サイクルは，概ね６日程度とし，往復の交通に要する時間を含まず被災地での活動日
数は最低４～５日間確保する。 

・被災市町村に派遣するコーディネーターのうち，保健師は可能な限り固定化し，被災市町村に対す
る継続的支援に留意する。 

・災害直後の厳しい状況下で活動をする場合や宿泊場所が確保できない場合などは，派遣職員の心
身への影響・疲労度等も勘案し派遣期間を検討する。 

・現地職員の負担を考慮した支援活動を継続的に実施するためには，チーム間で確実な引継ぎが必
要なことから，現地で半日程度の引継ぎ時間を確保する。 

 
例１：A班（保健師 Aと事務職等）と B班（保健師 Bと事務職等）が交替しながら支援するパターン 

 1 ⽇ 2 ⽇ 3 ⽇ 4 ⽇ 5 ⽇ 6 ⽇ 7 ⽇ 8 ⽇ 9 ⽇ 10 ⽇ 11 ⽇
A
班 

 活 動 引
継

  

B
班 

    引
受 活 動 引

継
 

 12 ⽇ 13 ⽇ 14 ⽇ 15 ⽇ 16 ⽇ 17 ⽇ 18 ⽇ 19 ⽇ 20 ⽇ 21 ⽇ 22 ⽇
A
班 

 活 動 引
継

  

B
班 

    引
受 活 動 引

継
 
例２：A班（保健師 Aと事務職等）が長期間支援するパターン 

 1 ⽇ 2 ⽇ 3 ⽇ 4 ⽇ 5 ⽇ 6 ⽇ 7 ⽇ 8 ⽇ 9 ⽇ 10 ⽇ 11 ⽇
A
班 

 活 動 休み 休み 活 動 
 

派遣者 

・原則として，被災保健所から保健師１名，事務職等１名を派遣する。 
・派遣者は年度当初にあらかじめ登録された者で，支援業務や公衆衛生活動について，現地の状況

を的確に把握・判断し，活動方針や体制整備等へ専門的助言及び活動のためのマネージメントや
コーディネートができる職員とする。 

  （例） 
「過去の地震等災害で保健活動等の経験のある者」 
「被災保健所に所属した経験のある者」 

役 割 

・市町村災害対策本部からの情報収集（職員派遣に必要なもの）及び情報（病院・薬事）提供 
・災害時保健活動計画策定への支援 
・専門職種派遣の調整支援（必要数の把握等） 
・被災地公衆衛生活動全般への助言や県保健所との連絡調整 
・応援・派遣公衆衛生スタッフとの協働体制の確立や調整 
・現地で活動するスタッフ間の情報共有のためのミーティング企画運営等 
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図 8 コーディネーターの役割イメージ 
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 保健福祉事務所（保健所）間の応援体制と初動活動への支援 第６節

被害が甚大で広域同時多発等の大規模災害時においては，市町村や保健福祉事務所機能が喪失することを想

定し，県内各保健福祉事務所（保健所）間においては，図 9 のとおり応援体制を整備する。 

併せて，災害発生後，被災により事務所機能が喪失された場合等においては，応援保健福祉事務所（保健所）が

速やかに被災保健福祉事務所管轄市町村の被災状況把握等，初動活動に取り組むものとする。  

 （※初動活動の支援内容については、別途調整する。） 

また，県内で同時多発災害が発生し，応援体制に関わらず派遣が難しい場合や県庁との通信機能が遮断された

場合等も想定し，応援保健福祉事務所や他都道府県等からの支援が得られるまでは，被災地保健福祉事務所は関

係市町村等との協議により，保健所長等の指揮の下，本ガイドラインに示す対応のうち，優先的に取り組む内容を精

査し，初動対応を行うものとする。 

なお，被災保健所の公衆衛生活動を担う保健所長の活動支援を行うため，状況に応じて応援保健所の保健所長

の派遣等を行うものとする。 

 

 内陸部保健福祉事務所（保健所）と沿岸部保健福祉事務所（保健所）間でカウンターパート方式 

■仙南保健福祉事務所（仙南保健所）と仙台保健福祉事務所（塩釜保健所） 

■北部保健福祉事務所（大崎保健所）と東部保健福祉事務所（石巻保健所） 

■北部保健福祉事務所栗原地域事務所（栗原保健所）及び東部保健福祉事務所登米地域事務所（登米保健所）と

気仙沼保健福祉事務所（気仙沼保健所） 

 ＊注）専門職マンパワー確保のため，北部保健福祉事務所栗原地域事務所（栗原保健所）及び東部保健福祉事務所登米地域事務

所（登米保健所）で気仙沼保健福祉事務所との相互支援を構築する。 

 

応援・派遣公衆衛生スタッフは原則的に保健福祉事務所経由で調整し，調整後被災市町村への支援を開始す

ることとしているが，長期的な派遣が必要となった場合には，応援保健福祉事務所関係に関わらず，全県又は全国

規模で派遣調整チームにて調整する。（詳細は第 2 章 第 7 節） 

 

 
 ＊被災地域の状況に応じて，上記応援体制に関わらず被災事務所への応援を行うものとする。 

図 9 保健福祉事務所（保健所）カウンターパートによる応援体制 
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 公衆衛生スタッフ派遣の調整体制 第７節

 

第１項 公衆衛生スタッフ派遣調整の考え方 

自治体間における災害時の職員派遣に関しては，災害対策基本法に基づき対応することになり，自治体間で相互

応援協定を結んでいれば，それに則って進める。 

公衆衛生スタッフの派遣に関しては，被災住民の多様なニーズや時間経過に伴う状況変化への対応，多職種に

わたる専門職の派遣など，きめ細やかな調整が必要である。派遣要請及び受入れの実質的な調整について，保健

福祉部職員については，担当窓口を設置して一元的に対応する。 

また，活動支援拠点である保健福祉事務所（保健所）は，被災市町村からの要請に基づき専門職種派遣計画を策

定し，応援保健福祉事務所（保健所）からの協力を得ながら派遣調整を行う。人員が不足する場合には，派遣調整チ

ームに連絡を行う。要請によらず，自ら訪れる保健・医療・福祉に関する民間団体や NPO 団体等に対しては，被災

市町村の混乱を避けるため，保健福祉事務所（保健所）にて調整を行う。 

 

第２項 本庁の派遣調整体制 

 

1 保健福祉部における派遣調整 

公衆衛生スタッフの派遣調整は，活動状況の把握により技術的な助言や，多職種の専門職派遣が必要なことから，

専用の執務室を設置し，関係課職員で構成される専門職種派遣に関する調整チーム（以下「派遣調整チーム」とい

う。）を編成して対応する。派遣調整チームの構成員は保健福祉部長が年度当初にあらかじめ指名しておくこととし，

庶務は保健福祉総務課で行う。 

被災保健福祉事務所（保健所）をはじめ部内地方機関，県災害対策本部，国や他自治体との窓口は派遣調整チ

ームに一元化する。ただし，自治体以外の関係団体への派遣要請が必要になった場合は，派遣調整チームと調整

の上，所管課において行う。（表 12），関係団体は表 13 に示す。 

 

表 12 公衆衛生スタッフ派遣調整に係る役割（保健福祉部） 

課 名 主な役割 

保健福祉総務課 

（１）派遣調整チームの設置 

（２）部内全体調整 

（３）県災害対策本部との調整 

（４）公衆衛生スタッフの活動状況の把握 

（５）健康相談・健康調査活動に関する技術的助言 

（６）厚生労働省との連絡調整 

医療整備課 （１）公衆衛生医師，歯科医師，保健師，看護師，助産師の派遣調整に関すること 

健康推進課 
（１）管理栄養士，栄養士，歯科衛生士の派遣調整に関すること 

（２）リハビリテーション職種の派遣調整に関すること 

障害福祉課 （１）心のケアチームの派遣調整に関すること 

子育て支援課 （１）子どもの心のケア関連職種・臨床心理士等の派遣調整に関すること 

長寿社会政策課 （１）介護職員等の派遣調整に関すること 

薬務課 （１）薬剤師の派遣調整に関すること 

社会福祉課 （１）NPO 法人等からの支援受付等に関すること 

   ※心のケアチームに係る他自治体への派遣要請も派遣調整チームで行うが。詳細は「災害時心のケア対応マニ

ュアル」で定めることとする。 
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表 13 関係団体の所管課（保健福祉部） 

所管課 関係団体 

社会福祉課 ・社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 

健康推進課 

・社団法人宮城県歯科医師会         

・社団法人宮城県栄養士会 

・一般社団法人宮城県理学療法士会     

・一般社団法人宮城県作業療法士会 

・宮城県言語聴覚士会 

医療整備課 

・社団法人宮城県医師会            

・社団法人宮城県看護協会 

・宮城県保健師連絡協議会 

・全国保健師長会 宮城県支部 

長寿社会政策課 

・NPO 法人宮城県ケアマネジャー協会   
・一般社団法人宮城県社会福祉士会 
・一般社団法人宮城県介護福祉士会    
・公益社団法人老人保健施設協議会 
・公益社団法人全国老人福祉施設協議会 
・宮城県老人福祉施設協議会 

障害福祉課 

・宮城県精神保健福祉協会         
・宮城県精神科病院協会 
・宮城県精神神経科診療所協会      
・宮城県臨床心理士会 
・宮城県精神保健福祉士会 

薬務課 ・社団法人宮城県薬剤師会 

  

2 環境生活部における派遣調整 

環境生活部における派遣調整の窓口は，環境生活総務課とし，専門職派遣調整については表 14，関係団体は表

15 に示す。 

 

表 14 公衆衛生スタッフ派遣調整に係る役割（環境生活部） 

課 名 主な役割 

環境生活総務課 
（１）部内全体調整 
（２）県災害対策本部との調整 
（３）公衆衛生スタッフの活動状況の把握 

原子力安全対策課 
（１）緊急時モニタリング体制の調整に関すること 
（２）国，関係市町，原子力事業者等との連絡調整に関すること 

食と暮らしの 
安全推進課 

（１）動物愛護監視員，食品衛生監視員，環境衛生監視員の派遣調整に関すること
（２）被災保健所に対する獣疫衛生業務支援調整 
（３）社団法人宮城県獣医師会等関係団体との連絡調整 
（４）被災市町村における衛生害虫対策に関すること 

循環型社会推進課 （１）環境省との連絡調整に関すること 

 

表 15 関係団体の所管課（環境生活部） 

所管課 関係団体 

原子力安全対策課 ・東北電力株式会社 女川原子力発電所 

食と暮らしの 
安全推進課 

・社団法人宮城県獣医師会 
・宮城県葬祭業協同組合 
・JA 葬祭事業部運営協議会 
・社団法人日本ペストコントロール協会（JPCA） 
・宮城県食品衛生協会 

循環型社会推進課 
・宮城県環境整備事業協同組合 
・公益社団法人宮城県生活環境事業協会 
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第３項 応援・派遣公衆衛生スタッフの派遣要請及び受入れに関する業務内容 

応援・派遣公衆衛生スタッフの派遣要請及び受入れに関する業務内容を表 16 に示す。 

本庁における『派遣調整拠点』は，県庁保健福祉部（派遣調整チーム）及び環境生活総務課であり，被災市町村

を管轄する保健福祉事務所（保健所）は，現地派遣調整機能を担う『活動支援拠点』である。 

 

表 16 応援・派遣公衆衛生スタッフの派遣要請・受入れに関する業務内容 

所属 派遣要請に関する業務 受入れに関する業務 

・保健福祉総務課

（ 派 遣 調 整 チ ー

ム） 

・環境生活総務課 

【派遣調整拠点】 

（１）被災保健所から報告のあった専門職種派

遣計画に基づき，派遣要請規模の決定をす

る。 

（２）部内各課・地方機関及び県内市町村，関

係団体等に対して派遣要請を行う。 

（３）県外へ要請が必要と判断された場合は，

厚生労働省に協力依頼を行う。 

 

（１）派遣要請先からの回答により，被災地の最新状況をみて，

派遣職員の配置（マッチング）を行い，被災保健所と最終調整

をする。 

（２）派遣要請先へ具体的な活動場所等を連絡し，併せて被災

状況など必要な情報を提供する。 

（３）派遣職員の活動状況を常時把握し，次の派遣要請の参考と

するとともに，派遣終了の見極めを意識しておく。 

（４）被災保健所からの報告により派遣終了の判断を行い，各関

係機関に連絡する。 

（５）派遣要請先に対し御礼の文書を発送する。 

保健福祉事務所・

地域事務所 

（保健所） 

【活動支援拠点】 

（１）被災市町村の要請がなくても甚大な被災

が発生していると判断される場合は，コーデ

ィネーターとして職員（保健師１名，事務職

等１名）を派遣し，被災状況を情報収集し支

援の必要性を判断する。 

（２）被災市町村へ，専門職種派遣要請の意思

決定にあたっての情報提供や助言を行う。 

（３）被災市町村からの専門職種派遣要請に基

づき，専門職種派遣計画（職種，人数，時

期，活動内容，活動場所）を策定し，派遣調

整チームへ提出する。 

（４）保健所としての機能及び通常業務に支障

をきたす場合は，カウンターパートの保健所

や，派遣調整チームへ人員調整の依頼を

行う。 

（１）派遣調整チームと派遣職員，関係機関，民間団体，NPO 団

体等の配置（マッチング）を調整する。 

（２）派遣職員，関係機関，民間団体，NPO 団体等の活動状況

を常時把握し，次の派遣要請の参考とするとともに，必要な支

援を行う。派遣終了の見極めを意識しておく。 

（３）随時，被災市町村の受入れ業務の支援を行う。 

（４）被災地の公衆衛生活動についてオリエンテーションを行う。

・ 被災状況，具体的活動状況，災害対応の進捗状況を説明す

る。 

・ 医療機関等関係機関の一覧及び稼動状況，健康・生活環境

情報，利用できる交通手段等を説明する。 

（５）被災地での保健・医療・福祉情報について，随時提供する。

（６）派遣終了の判断について被災市町村と協議し，派遣調整チ

ームへ報告する。 

市町村 

【活動拠点】 

（１）災害時保健活動計画から，必要人員数，

職種等を算定し，専門職種要請の判断を行

い，被災保健所に要請する。（算定にあたっ

ては，派遣職員に依頼する活動内容を具体

的に想定しておくことが必要である。） 

 

（１）具体的に依頼する公衆衛生活動についてオリエンテーショ

ンを行う。 

・ 派遣保健師等の役割分担を明示し，業務内容と業務に係るリ

ーダーの紹介，報告連絡系統の説明をする。 

・ 担当する地域や避難所の地図，健康・生活環境情報，利用

できる交通手段，要援護者リスト等を説明する。 

（２）被災地での保健・医療・福祉情報について，随時提供する。

（３）派遣専門職種が活動するのに必要な避難所の地図，医療

機関一覧等，準備できるものを用意する。生活支援に関する

問い合わせも多いことから，生活支援（復興支援）の概要（担

当窓口）がわかる資料を提供する。 

（４）必要物品，災害対応器材，統一された記録報告用紙等の

準備をする。 

（５）毎日１回はスタッフミーティング等を実施し，活動状況及び

課題等を共有できるようにする。 

（６）派遣専門職種同士の情報交換の場の提供も考慮する。 

 

第４項 応援・派遣公衆衛生スタッフの必要人数及び公衆衛生スタッフ動員計画 

保健福祉総務課は，被災市町村からの要請（保健所経由）に基づき，派遣要請に必要な情報（表 17），保健師の

応援・派遣要請人数算定（表 18）を参考に，表 19 に示す内容について留意し，保健師を中心とした公衆衛生スタッフ

の動員計画を作成する。 

ただし，市町村個々の要請内容のみで判断せず，他の被災地の状況や，今後予想される状況等を加味し，流動

的な調整について留意する。 
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応援・派遣の終了時期については，厚生労働省・県・被災市町村で表 20 に示す災害状況等を検討し，総合的に

判断する。 

 

表 17 応援・派遣要請判断に必要な情報 

項 目 必要な情報 情報入手先 

被災地の 

被害状況や規模 

・ 被災状況（死者，負傷者，被害家屋等）の把握 

・ 避難所，救護所等の設置数及び状況，被災者数（市町村別指定避難所一覧，各避難所収

容可能数の事前把握） 

・ 電気，水道，ガス，道路，交通状況等ライフラインの稼働状況 

・ 医療機関，保健・福祉等在宅ケアに関連するケアシステムの稼働状況 

・ 被災地の保健所，市町村施設被害状況及び公衆衛生スタッフの稼働状況（職員の被災状

況・出勤状況，経験年数，職位等） 

・ 平常業務の継続実施の必要性（今後の見込み） 

・ 原子力災害時における緊急時モニタリングの結果及び災害に係る状況 

県災害対策本部 

 〃 

 

 〃 

 〃，保健所等 

保健所等 

 

保健所等 

〃 

住民の避難状況 
・ 避難所における避難状況の実態  ・車中泊，自宅待機者等の状況 

・ 要援護者，健康上の問題がある者の把握 
保健所等 

被災地の 

健康ニーズや 

支援方法 

・ 被災市町村における対策や方針 

・ 応援・派遣公衆衛生スタッフに期待する役割及び必要となる公衆衛生スタッフの業務量 

・ 具体的業務内容や体制（24 時間体制の必要性の有無と見込み等） 

・ 二次的な健康被害等の予防 

・ 健康調査（広域的なローラー作戦）等の必要性 

保健所等 

地域性の考慮 
・ 地域の世帯（集落）分布，地形，気象条件等    ・ 住民気質 

・ 健康に影響を及ぼす可能性のある施設の被害状況 

保健所等 

 

表 18 保健師の応援・派遣に係る算定基準 

時 期 算定基準の目安 算定基準 

被災直後 

被災状況 

避難所支援活動 

◆避難所数 

◆被災者数等 

・ 避難所１か所あたり（被災者 1,000 名以上）保健師 2 名とする。 

・ 避難所１か所あたり被災者数が 1,000 名以下の場合は，500 名規模の避難所であれば，２か

所に対して 2 名とする。 

・ 24 時間体制の必要がある場合は，2 チーム交代体制を整備する。 

・ 被災状況やフェーズに応じて算定する。 

発災後 

2 週間以降 

地区活動 

◆地区単位 

◆世帯数等 

・ 家庭訪問等個別性の高い活動を行う場合は，15～20 世帯/1 日/保健師 1 名とする。 

 （地域特性により差は生じる。） 

概ね 

１か月以降 

中長期的活動 

◆応急応急仮設

住宅等 

・ 被災地域の生活習慣等をよく知る被災地近隣の者や，被災地管轄保健所等への勤務経験

者を確保する。 

・ 応急応急仮設住宅の入居者への健康相談や家庭訪問等の個別ケア及びコミュニティー支

援の役割を想定して中長期の派遣者数を算定する。 

 

表 19 フェーズ毎の公衆衛生スタッフ動員計画作成の留意点 

フェーズ 項目 留意点 

フェーズ０～１ 

（被災～72 時間以内） 
派遣等投入の判断 

・ 総合的に派遣要請判断を行い予測される活動内容や活動機関を整理し，初期活動

計画を立案する。 

フェーズ２ 

（4 日～1,2 週間） 

活動期・生活安定

へ向けて初期計画

の見直し 

・ 被災市町村の災害対策全体の情報を捉え，今後予想される公衆衛生活動や必要な

マンパワーを考慮して初期計画の修正を行う。 

フェーズ 3 

（1,2 週間～1,2 か月） 
中長期的計画立案 

・ 避難所における被災者の状況把握や，必要な体制整備にある程度の目途が立ち，

支援も地域全体の活動へと広がる時期である。 

・ 被災後の推移と，今後の被災地活動の動向等をあわせ総合的な判断及び予測のも

とに中長期的な活動計画を立案する。 

フェーズ 4 

（1,2 か月以降） 
復興期に向けて 

・ 通常業務の再開や応急応急仮設住宅への入居等で，公衆衛生活動の拠点となる場

が変化する。 

・ 支援活動は，被災市町村・県が主体的に対応し，応援・派遣公衆衛生スタッフからス

ムーズに被災地の公衆衛生スタッフに引き継がれるようにする。 
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表 20 応援・派遣終了判断のポイント 

ポイント 具体的内容 

（１） 被災者の生活の安定化への見通しが

立つ 

・ ライフラインの復旧，避難所数・規模の縮小・閉鎖，被災による健康課題等の減少 

・ 被災者に対する継続的な支援について，外部からの派遣者を得なくても被災市町

村及び被災地保健所の公衆衛生スタッフによって十分対応可能 

（２） 医療を含む在宅ケアシステムの再開 
・ 被災地での診療施設等の業務再開状況，救護所の閉鎖，保健・福祉サービスの復

旧・平常化 

（３） 通常業務の再開 ・ 被災市町村の通常業務が再開，災害時公衆衛生活動の割合の減少 

 

 災害時公衆衛生活動に係る組織の役割 第８節

 

第１項 本庁・保健福祉事務所（保健所）・市町村毎の役割 

 県災害対策本部においては，保健福祉部と環境生活部が，支部においては，県保健福祉事務所（保健所）が対応

することになる。市町村公衆衛生担当部署を含めた役割分担を表 21，県庁各課室の役割は表 22 に示す。 

  なお，原子力災害にあっては，地域防災計画（原子力災害対策編）及び原子力防災緊急時被ばく医療活動マニ

ュアルによるものとする。 

 

表 21 本庁・保健所・市町村毎の役割 

所 属 具体的な内容（例） 

保健福祉部 
環境生活部 

１）被災状況等の情報収集，分析，国への情報提供 

２）被災市町，県災害対策支部（保健所）への支援 

３）災害時公衆衛生ガイドラインに沿った活動の実施 

臨時組織（派遣調整チーム）の編成，公衆衛生スタッフ動員計画の作成，厚生労働省との調整，県内市町村・

他都道府県への派遣要請及び調整，公衆衛生活動状況の把握と終了時期の検討等 

４）公衆衛生活動に伴う予算措置 

５）全県的な会議等の実施・参画 

６）災害時保健活動計画等の策定・評価 

７）被災者生活支援調整会議の設置 

保健福祉事務所 
・地域事務所 

（保健所・支所） 

１）被災状況等の情報収集，分析，県災害対策本部（保健福祉総務課，環境生活総務課）及び管内関係機関へ

情報提供 

２）保健所活動に必要な援助の要請 

３）応援保健所との調整 

４）被災市町村の公衆衛生活動への支援 

５）コーディネーター（保健師１，事務職等１）の派遣，保健福祉事務所被災者生活支援チームの設置，公衆衛生

活動チームの編成・派遣，緊急時被ばく医療班の編制 

６）災害時公衆衛生活動ガイドラインに沿った公衆衛生活動の実施 

 （応急救助，災害医療コーディネーターとの連携，防疫活動，被災者への公衆衛生活動の実施，要援護者の

安否・健康状態の確認，県庁関係各課との連携等） 

７）現地での応援・派遣公衆衛生スタッフの活動調整，体制整備（避難所への配置，オリエンテーションの実施） 

８）被災市町村及び関係機関との連携・会議 

 

＊長期化する場合は，派遣元を含めた連絡会議を開催 

９）被災自治体等の職員の健康管理 

１０）市町村保健活動計画の策定・評価への助言 

１１）災害時公衆衛生活動のとりまとめ・評価 

＊原子力災害の場合は， 

１２）汚染検査及び一次除染活動の実施 

１３）安定ヨウ素剤の配布 

市町村災害対策
本部 

（被災市町村） 

１）被災状況等の情報収集，分析，管轄保健所・関係機関等への情報提供 

２）公衆衛生活動方針の決定・体制整備，県への必要な援助の要請 

３）災害時公衆衛生ガイドラインに沿った公衆衛生活動の実施 

 （応急救助，防疫活動，被災者への公衆衛生活動の実施，要援護者の安否・健康状態の確認，避難所におけ

る活動） 

４）応援・派遣公衆衛生スタッフと協働した公衆衛生活動の実施 

５）通常業務再開への調整(見極め） 

６）災害時保健活動計画の策定・評価 
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表 22 各課室の役割 

保健福祉部 

課室名 主な担当業務（専門職派遣調整は表 12 に記載） 

保 健 福 祉 総 務 課 
社会福祉施設被害状況調査総括，物資調達の総括，要援護者支援総括，施設受入調整総括，部内や

他部局との連絡調整・情報共有，保健福祉部の業務に関する総括及び総合調整 

震 災 援 護 室 
災害救助法関係（応急応急応急仮設住宅含む），災害弔慰金・災害障害見舞金，災害援護資金貸付に

関すること 

社 会 福 祉 課 災害ボランティア（専門分野を除く）の受入支援，災害義援金の受付 

医 療 整 備 課 
医療機関の受け入れ調整等医療対策，歯科医療対策，医療機関情報の収集や情報提供，健康調査の

企画実施 

長 寿 社 会 政 策 課 
避難所における要介護高齢者・認知症高齢者等への対応支援，施設受け入れ調整，福祉用具の物品

調整，介護予防事業等の調整，生活不活発病予防対策の企画調整等 

健 康 推 進 課 
健康調査等で把握された課題に対する支援事業の実施（健康教育，健康相談等），避難所等の栄養状

態の把握，ADL 運動機能に関するアセスメント・支援 

疾 病 ・ 感 染 症 対 策 室 
感染症予防対策の総括（衛生物品・消毒薬・健康教育教材等の調整等，避難所感染症サーベランスの

実施，情報提供等） 

子 育 て 支 援 課 
被災した子ども達への生活支援・心のケア，妊産婦への支援（生理用品・おむつ・ミルク等物品の調達支

援，医療機関等の情報提供等） 

障 害 福 祉 課 精神科入院者の受入調整，施設受入調整，心のケア対策 

薬 務 課 医薬品・医療機器等の調達・斡旋，毒物・劇物の流出対策 

国 保 医 療 課 国民健康保険事業対策，後期高齢者医療対策 

環境生活部 

課室名 主な担当業務 

環 境 生 活 総 務 課 
部内・他部局との連絡調整，マンパワー（獣医師，食品衛生監視員，環境衛生監視員等）や物資調達の

総括，情報共有 

環 境 対 策 課 大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音，振動，地盤沈下及び悪臭の防止に関すること  

原 子 力 安 全 対 策 課 原子力発電所事故による被害対策，安全対策 

食と暮らしの安全推進課 
食中毒予防，被災動物の保護対策（救援物資の調整，関係団体への支援要請等）建築物の衛生環境，

水道施設及び水質等に関すること，衛生害虫駆除対策（市町村要請に基づく関係団体との調整等），遺

体の埋火葬等に関する調整，死亡獣畜に関すること 

循 環 型 社 会 推 進 課 浄化槽に関すること 

震 災 廃 棄 物 対 策 課 県民からのがれきに関する各種問合せへの対応 

 

第２項 本庁の組織（被災者生活支援調整会議の設置） 

 

本庁では，被災者の健康に関する諸課題について，県庁関係

各課，各保健福祉事務所（保健所）間で情報共有し，効果的支

援策を検討するため「被災者生活支援調整会議」を設置する。 

具体的には，避難所の生活環境の改善，感染症の予防，応急

応急応急仮設住宅等における生活環境の向上，中長期的な被

災者に対する保健・医療・福祉等の支援等に取り組む。（図 10） 

 

 

図 10 被災者生活支援体制 
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第３項 保健所以外の関係地方機関の役割 

保健所以外の各関係地方機関の役割は表 23 に示す。 

 なお，地方機関によっては，管轄保健所を経由せず，直接被災地市町村に支援に入る場合もあるが，現場での混

乱を来さぬよう，地域で公衆衛生スタッフの派遣調整を担う管轄保健所との連絡調整に配慮することとする。 

 

表 23 地方機関の主な役割 

 

  

機関名 主な担当業務 

精神保健福祉センター 
心の相談電話・災害ホットラインの開設，「心のケアチーム」を編成し被災者の心のケアを実施，「心のケ

アチーム」に係る専門職の派遣を派遣チームに要請 

児童相談所 
保健所や心のケアチーム等からの引き継ぎによる被災児童への対応，管内の幼稚園・保育所等児童福

祉施設への啓発（症状の有無・相談先など） 

子ども総合センター 「子どもの心のケアチーム」による被災児童への心のケアの実施 

リハビリテーション支援セ
ンター 

被災市町村の保健活動支援（リハビリテーション専門職種の活動に関するもの）に対する技術的支援，リ

ハビリテーション専門職員の派遣，派遣調整及び福祉用具等の集積，管理及び配送調整等 

動物愛護センター 被災動物の保護（飼養及び譲渡） 

保健環境センター 
細菌・ウイルス検査，結核・感染症動向調査，生活環境における大気・水質等のモニタリング，食品の規

格基準検査 

原子力センター 原子力，放射線・放射能に関連する情報提供，緊急時モニタリング活動 
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 被災地保健福祉事務所（保健所）の活動組織 第９節

 

第１項 被災地保健福祉事務所（保健所）内での活動体制 

  災害時公衆衛生活動は，所内横断的なチーム編成による体制をベースとするが，災害の規模や状況の変化に

応じて臨機応変に再編，統合をしながら活動を展開する。平時において活動チームの構成員，連絡体制等の確

認を行い災害対応に備える。 

１） 保健福祉事務所長及び地域事務所長は，管内市町村の医療機関や社会福祉施設等の被災状況を把握し，

迅速かつ効果的な保健活動を展開するために，年度当初に登録されたコーディネーター（保健師１名，事務職

等１名）職員を被災市町村に派遣する。通常業務の中止，延期を決定するとともに，職員配置を調整する。 

２） 保健福祉事務所（保健所）は保健所長の指示のもと，現地からの情報をもとに，公衆衛生的側面から管内の

健康課題を把握し，災害時公衆衛生活動方針を決定する。保健所長は，宮城県災害医療本部（災害医療コー

ディネーター等）との連絡調整を行い，災害時における医療救護活動と公衆衛生活動が効率的に活動できるよ

う初動体制の確立を図る。 

３） 避難所等の生活環境及び要援護者の状況，被災者の健康状態の把握等，市町村の活動を支援するため，

被災地保健福祉事務所（保健所）では，保健福祉事務所被災者生活支援チームを設置する。なお，公衆衛生

活動については，保健所長の指示のもと活動するものとする。 

（１） 災者生活支援チームは，現地の公衆衛生スタッフの派遣調整，被災者の生活支援，復興支援，福祉対策

を含めた総合的な被災者生活支援の企画調整，支援を担う。 

（２） 公衆衛生活動チームは，公衆衛生活動に関する情報収集と関係機関との連絡調整を行う。チーム構成員

は，被災市町村との協議により活動内容を決定するとともに，活動に必要な様々な職種で構成する。また，

「宮城県救急医療情報システム」の運用，医薬品の供給について必要な調整を行う。 

４） 通常業務の遂行も含め所内人員が不足する場合は，本庁保健福祉総務課，環境生活総務課を通じ支援を要

請する。 

 

第２項 被災者生活支援チーム（公衆衛生活動チーム含む）の設置 

被災者生活支援チームの構成員と活動内容について図 11，表 24 に参考例示する。 

 

 

図 11 被災地保健福祉事務所（保健所）活動体制（参考例示） 
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表 24 被災者生活支援チームの活動内容（参考） 

  構成員 活 動 内 容・留 意 点 

被
災
者
生
活
支
援
チ
ー
ム 

公
衆
衛
生
活
動
チ
ー
ム 

統括リーダー 
（保健所長） 

・年度当初に登録されたコーディネーター（保健師１名，事務職等１名）職員の

被災市町村派遣を検討する。 

・通常業務の中止，延期，職員配置を検討する。 

・災害拠点病院，地元医師会，災害医療コーディネーター等との情報共有，

医療提供体制確保のための調整を行う。 

・現地の情報から，公衆衛生的側面から管内の健康課題を把握し，災害時公

衆衛生活動方針を立てる。 

コーディネーター 
（保健師 1 名，事務職等 1 名） 

・発災直後から被災地に常駐又は巡回し，市町村の災害時保健活動を支援

する。 

・市町村の災害時保健活動計画及び専門職派遣計画策定の支援を行う。 

・現場の状況を集約し，専門職派遣に必要な情報を保健所へ報告する。 

保
健
活
動 

グ
ル
ー
プ 

保健活動グループリーダー
（地域保健福祉部長） 

・被災市町村の災害時保健活動計画を精査し，保健活動分野において必要

な支援を決定する。 

保健活動サブリーダー 
（総括保健師等） 

・保健活動に係る応援・派遣公衆衛生スタッフの受入れ体制整備，オリエンテ

ーションの実施 

・被災市町村の活動概況等の情報提供を行う。 

環
境
衛
生

グ
ル
ー
プ 

環境衛生グループリーダー
（環境衛生部長） 

・被災市町村の災害時公衆衛生活動計画を精査し，環境衛生分野において

必要な支援を決定する。 

環境衛生サブリーダー 
（総括担当職） 

・環境衛生に係る応援・派遣公衆衛生スタッフの受入れ体制整備，オリエンテ

ーションの実施 

・被災市町村の活動概況等の情報提供を行う。 

チーム員 
（保健活動グループ， 

環境衛生グループ共通） 

・活動の基本は地区単位での情報収集や，ニーズ把握であり，アセスメントに

基づいた公衆衛生活動を展開する。 

・活動にあたっては，スタッフ間での情報共有に留意する。 

・避難所や福祉避難所の実態調査や衛生指導については，市町村と協議の

上実施する。 

・健康調査等により把握された健康課題に対して，対応策を講じる。被災市町

村保健師と協議しながら，健康相談，健康教育などの対策支援の企画運営

を行う。 

【主な活動内容】 

・避難所及び応急応急仮設住宅入居者の健康状況の把握，生活環境状態の

把握 

・避難所及び応急応急仮設住宅入居者の健康支援及び安否確認 

・医療，医薬品の支援 

・予防活動の実施 

・入居者同士のコミュニティーづくりの支援 

・健康状況等の把握後のまとめ，データ整理 

・健康調査等で捉えた要援護者への支援継続 

・給食施設の食事提供状況の確認，支援 

企
画
調
整
・
福
祉 

グ
ル
ー
プ 

総括担当事務職 ・派遣，応援スタッフの受入れ調整の総括 

企画・総務担当職員 
・派遣，応援スタッフの受入れ調整 

・公衆衛生活動に必要な物資の調達や管理，公用車の管理等を行う。 

・医療機関の被害状況等の確認 

福祉担当職員 
・高齢者福祉，母子福祉，障害者福祉，生活困窮者（保護対象者）への適切

な支援 

・管内福祉施設（高齢者・児童・障害者関係等）の被害状況等の確認 

副所長 

・被災市町における健康把握調査の結果（要援護者数等）を整理し，要援護者

等に適切なサービスが提供されるよう市町支援を行う。 

・個々の市町村の課題を把握するとともに，市町に情報を還元する。 

・管内の全体課題を把握し，解決方法の整理と保健福祉部被災者生活支援調

整会議への事業化の提案を行う。 

・管内市町及び関係機関等連絡会議を開催する。 

保健福祉事務所長 
（地域事務所長） 

・保健福祉事務所における災害時活動の統括 

・年度当初に登録されたコーディネーター（保健師１名，事務職等１名）職員を

被災市町村への派遣を決定する。 

・通常業務の中止，延期を決定する。 
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 公衆衛生スタッフの職種毎の役割 第１０節

公衆衛生スタッフの職種毎の役割について，表 25 に示す。 

 

表 25 公衆衛生スタッフの職種毎の役割（東日本大震災における活動例から） 

公衆衛生スタッフの 
資格職種 

役割内容 

医  師 

○公衆衛生医師（保健行政に携わる医師）；感染症対策や緊急時被ばく医療活動等，公衆衛生活動チ

ーム内での技術的支援，医療活動と公衆衛生活動の調整，各県市からの保健師等の支援チーム間

の調整，広い視野で冷静に全体を俯瞰して現状把握をし必要な助言を行う。 

○精神科医師；救護所，避難所や応急仮設住宅における精神科救護活動（精神科治療，災害時に起こ

りうる反応の啓発活動，支援者のへの啓発）及び相談活動，心のケアに関する助言を行う。 

歯科医師 
避難所，救護所や応急応急仮設住宅における歯科保健活動（義歯の調整，口内炎等への対応，誤嚥

性肺炎予防の啓発等）を行う。 

保健師 
市町村の災害時保健活動計画に基づき市町村活動を支援する。また，医療救護所への応援体制の現

場における調整（病院・DMAT 等との調整），避難所における感染症予防活動，疫学調査の実施，健康

調査への支援，活動内容に応じた専門職種（リハ職，心理職等）の派遣依頼等を行う。 

管理栄養士 
避難所や在宅被災者の栄養状態に関する調査，被災者（とくに高齢者・慢性疾患患者等）への食生活

支援及び栄養指導，炊き出しへの助言や献立作成，避難所の食環境の整備と栄養補助食品等の整

理・在庫管理等を行う。 

薬剤師 
救護所・避難所での調剤，服薬指導，医療チームによる薬剤使用の助言・指導，医薬品集積所，避難所

での医薬品・大衆薬・衛生材料などの管理・供給要請，備蓄医薬品を活用した医薬品供給，原子力災

害時における安定ヨウ素剤服用に係る支援等を行う。 

看護師 
避難所や医療機関等における傷病者や妊産婦の療養上の世話や診療の補助，患者や家族の不安軽

減等心のケアの実施，健康調査，健康相談やサロンの開設等を行う。 

助産師 避難所や医療機関等における助産又は妊産婦や新生児の保健指導を行う。 

歯科衛生士 
歯科保健活動（誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア，災害時における口腔ケア実施方法等の指導）や歯

科相談・指導を行う。 

言語聴覚士 
避難所や応急応急仮設住宅等において，コミュニケーション支援や誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア

の指導等による ADL の自立支援を行う。 

作業療法士 
避難所等での生活環境整備（手すりや段差解消での転倒防止，動線の工夫，寝食分離，身体能力に合

わせた福祉用具・自助具の活用等）や生活不活発病予防・早期発見・対応（活動の場を作り支援する）

を行う。また，応急応急仮設住宅移行ではバリアフリー化に努め，個別の環境整備への助言等を行う。 

理学療法士 
避難生活による生活不活発病の予防・早期発見・対応，運動メニューづくり，歩行能力の維持と回復へ

の支援（筋力・バランス能力の回復，移動補助具の選定等）を行う。 

精神保健福祉士 
精神科医師とともに救護所や避難所，応急仮設住宅における精神科救急活動（精神科治療，災害時に

起こりうる反応への啓発活動，支援者への啓発）及び相談活動，心のケアに関する助言を行う。 

心理職（臨床心理士等） 

災害時に起こる可能性のある心理的・身体的反応（PTSD 等）についての啓発活動，精神面の健康チェ

ック・リラクゼーションの指導，不安がある方に対する傾聴，支援者（自治体職員・警察・消防・自衛隊関

係者・病院職員・学校職員等）への心理的サポート，子どもに対する遊びによる心理支援や育児に関す

る相談支援，発災前からハイリスクを負っている方に対する心理支援，原子力災害時における健康不安

に対する心理支援等 

介護職 
（介護福祉士，ヘルパー） 

震災でマンパワーが不足した施設や，福祉避難所において高齢者ケアを行い，被災地の介護職の業務

負担軽減等を行う。 

事務職 

管内の避難所，救護所等に関する資料等の作成，保健活動に関する情報提供資料の作成，要援護者

の生活や療養に必要な物資の調整に関する支援，地域医療・保健情報の提供や調整に関する業務。

全戸調査訪問の企画，準備，データ入力等，会議等に関連する支援，平常業務再開のための支援を行

う。 

 

知事から任命された職種 役割内容 

食品衛生監視員 
救護所・避難所での配食食品や飲料水，炊き出し等の食品の安全や衛生管理（食中毒予防含む）に関

する指導助言を行う。 

環境衛生監視員 
避難所の生活環境整備（適正な空気環境の維持，浴槽の設置・維持管理，衛生害虫の対策等）につい

ての助言・指導や応急給水，遺体の衛生管理等についての情報収集若しくは情報提供などを行う。 

動物愛護監視員 
避難所におけるペット対策の指導・助言，被災により負傷した動物等の保護・管理，ペットフード等の支

援物資を被災者に配布する等の支援を行う。 

薬事監視員 救護所・避難所における医薬品・医療機器等の取扱い・保管等に関する指導・助言を行う。 

毒物劇物監視員 毒物・劇物の流出等についての情報収集及び情報提供をを行う。 
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 応援・派遣公衆衛生スタッフに依頼する業務 第１１節

被災者及び被災地自治体等職員に対する直接的支援の他，被災地保健所の調整機能強化のための支援や，本

庁の企画調整機能強化のための支援等も，被災自治体の依頼に基づき実施する。特に直接的支援においては，公

衆衛生スタッフの専門性を発揮した自己完結型の活動を原則とする。（表 26） 

 

表 26 応援・派遣公衆衛生スタッフに依頼する主な業務及び活動内容 

項 目 具体的内容 

被災者等への直接的支援 

・ フェーズ毎に変化する健康ニーズに臨機応変に対応した公衆衛生活動 

・ 避難所における健康管理 

・ 全戸訪問による健康ニーズ調査 

・ 応急応急仮設住宅入居者に対する健康状況把握にための訪問 

・ 被災自治体等の職員の健康管理 

・ 通常業務への従事 等 

災害対策支部（保健所）の調整機能強化のた

めの支援 

・ 市町村，関係機関団体との連絡調整（できるだけ被災地の地理的状況や保健福祉

の状況に詳しい公衆衛生スタッフを配置する。） 

・ 応援・派遣公衆衛生スタッフの活動調整（活動前のオリエンテーション，支援活動後

のヒアリング） 

・ 情報収集分析，統計処理，資料作成等の事務 

保健福祉総務課の企画調整機能強化のため

の支援 

・ 意思決定や公衆衛生活動計画立案に係る支援 

（災害対応経験のある都道府県の公衆衛生スタッフや，専門家の派遣を要請する。） 

 

 応援・派遣公衆衛生スタッフの活動体制の整備 第１２節

応援・派遣公衆衛生スタッフの現地における活動体制の整備における各機関の役割を表 27，被災地保健所の活

動体制整備を表 28，応援・派遣公衆衛生スタッフの交代や終了に伴う引継ぎ関する業務を図 12 に示す。 

被災市町村においては，保健所から派遣されたコーディネーター保健師とともに活動体制を整備する。現地にお

ける活動内容（連絡報告窓口，ミーティングの頻度や参集範囲等）については，災害の規模やフェーズ，健康ニーズ

の変化によって臨機応変に対応するものとする。 

 

表 27 活動体制整備における各機関の役割 

機 関 役  割 

厚生労働省・環境省 専門的助言及調整のための職員派遣，都道府県を越えた公衆衛生スタッフの派遣調整 

保健福祉部 

環境生活部 

応援・派遣公衆衛生スタッフ等調整を行う派遣調整チームの設置，関係課から職員招集 

応援・派遣公衆衛生スタッフの調整等のために現地対策本部等への職員の派遣 

保健福祉事務所 

（保健所） 

被災市町村における応援・派遣公衆衛生スタッフの受入れ体制整備等のために，被災市町村へ職員派遣 

（コーディネーター） 

応援・派遣公衆衛生スタッフの受入れ体制整備・調整 

被災市町村 応援・派遣公衆衛生スタッフの受入れ体制整備・調整 

 

表 28 被災地保健所における活動体制の整備 

項 目 具体的内容 

（１）応援・派遣公衆衛生スタッフの配置計画

表の作成（避難所・地区活動等への配慮） 

（１） 公衆衛生スタッフの配置基準を検討する。 

 【例】 

 ・ 災害規模の大きい地域（避難生活が長期化する恐れがある） 

 ・ 規模が大きい避難所 

 ・ 地域特性（高齢者が多い地域，要援護者の状況等） 

 ・ 避難所等への応援や，派遣公衆衛生スタッフが宿直する必要があると判断した場

合の交代体制 

 ・ 公衆衛生スタッフ等を配置しない避難所は，原則巡回による対応とする。 

（２） 被災者の健康調査等の実施に必要な公衆衛生スタッフの配置 

（２）応援・派遣公衆衛生スタッフの連絡・報告

等窓口に係る体制整備 

（１） 連絡，報告の窓口は保健所とし，関係機関等との連携・調整を行う。ただし，継続

支援が必要な被災者や地域の課題についての報告等の窓口は，被災市町とする。 

（３）応援・派遣公衆衛生スタッフへのオリエン

テーション 

（１） オリエンテーション資料の準備を行う。（参考資料参照） 

（２） 記録用紙等の用意をする。（資料編：帳票類参照） 

（４）応援・派遣公衆衛生スタッフへの依頼業 （１）避難所，在宅被災者，被災自治体職員の健康管理及び健康相談等・実施体制の
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務の調整 調整を行う。 

（５）ミーティングの実施 

（避難所職員，派遣公衆衛生スタッフ） 

被災後の時々刻々と状況が変わる中で的確な活動を行うためには，対応に当たる

職員間の情報共有は不可欠である。ややもすると目前の業務に追われてしまい，周り

の状況まで目を配る余裕がない状況も考えられるが，次の例のとおり情報を確認する

機会を必ず確保するように努める。 

被災保健福祉事務所から派遣されているコーディネーターが中心となって次のとお

り実施する。（コーディネータ引き上げ後は，その役割を担う者を指名する。） 

【目的】災害時公衆衛生活動の課題等情報集約・共有と協議を行う。 

【回数】フェーズや公衆衛生活動状況に応じて実施する。（毎日～週 1 回等） 

【内容】 

・応援・派遣公衆衛生スタッフが実施する公衆衛生活動の内容と留意事項 

・保健医療福祉に関する情報提供（医療機関・福祉施設等の稼働状況，専門的な相談

窓口等） 

・関係機関との連携等・県災害対策本部会議及び被災市町村の災害対策本部会議の

内容（被害状況（人的被害，住家等被害，道路の通行止め等），避難状況，ライフラ

インの復旧状況，等） 

・保健活動の取組状況（今後の保健活動計画含む） 

【留意点】避難所や家庭訪問に赴いている職員にも確実に情報伝達する。 

 

（６）応援・派遣公衆衛生スタッフ活動状況，フ

ェーズ推移に伴う業務の整理 

（１） フェーズ毎に活動状況をまとめ資料化する。 

（７）応援・派遣公衆衛生スタッフの交代・引継

ぎ調整 （図８） 

（１） 同一自治体からの応援・派遣公衆衛生スタッフの交代については，各自治体で

の引継を依頼する。 

（２） 他自治体との交代については，活動全体のオリエンテーションは保健所が行い，

担当業務については，前担当自治体の公衆衛生スタッフから引継ぎを依頼する。 

（８）応援・派遣公衆衛生スタッフから市町村

公衆衛生スタッフへの引継ぎの調整 

（１） 派遣終了時に，継続的な支援が必要な被災者や地域の課題についての引継ぎ

を受ける。 

（９）災害時公衆衛生活動（中間）報告会の開

催 

（１） 応援・派遣公衆衛生スタッフの活動状況や地域の課題を共有し，被災地の公衆

衛生活動を充実させるための報告会を開催する。 
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図 12 応援・派遣公衆衛生スタッフの交代や終了に伴う引継ぎに関する業務 
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第３章 平常時の準備 

 

 平常時における体制整備 第１節

災害時に起こりうる事態に対して，公衆衛生スタッフ自身が危機管理意識を強く持ち，被害を最小限にできるよう，

平常時から必要な準備を行う。平時からの体制整備項目を表 29 に示す。 

 

表 29 平時からの体制整備項目 

項  目 具体的内容（例） 

指揮命令系統・役割の 

明確化と共通理解 

（１） 被災市町村の災害時保健活動計画（以下「保健活動計画」という。）に基づいて活動を実施すること

となるが，市町村で対応できない場合等は，被災市町村を管轄する保健所等から派遣された，コーデ

ィネーターが支援する。コーディネーターは年度当初に登録され，保健福祉総務課から各市町村へ周

知する。 

（２） 災害時に迅速に公衆衛生活動を実施するために，年度当初に以下の内容について確認するととも

に，平時から必要な準備，連携体制の整備，受入れ体制整備を図る。 

① 本ガイドラインに記載された本庁，保健所，市町村の役割及び従事内容 

② 保健・医療・福祉・介護・環境衛生等の関係機関と役割分担の確認 

③ 応援・派遣公衆衛生スタッフの要請手順等 

情報伝達体制の整備 

被災情報の収集・伝達は「大規模災害応急対策マニュアル」に基づき実施するものであるが，災害時

の運用に行き違いなどがないように，平常時から，県本庁・県保健所・市町村間における情報伝達体制を

確認し，関係者間で周知徹底しておかなければならない。 

（１） 職員・関係機関の連絡網を整備，周知し，迅速な情報伝達体制を整備する。 

（２） あらかじめ県・市町村での公衆衛生活動に関する記録様式を整備し，効率的な情報収集・伝達体

制を整備する。 

（３） 市町村等関係機関間で，災害時に住民に提供する情報の種類や，提供方法について確認する。 

要援護者支援体制の整備 

（公衆衛生スタッフの担当す

るケースに限る） 

災害発生時における要援護者の避難誘導，安否の確認及び避難所等での生活支援を的確に行うた

めには，要援護者情報の把握・共有が不可欠であり，市町村において把握している要援護者の居住地

や生活状況等の情報について，災害発生時に迅速に提供されるよう，平常時より調整しておく。 

（１） 市町村関係部局が連携し，要援護者情報を収集・共有し，要援護者リスト，避難支援プラン（個別

計画）を作成する。 

（２） 各関係部局で，要援護者避難支援プランや安否確認の項目・着眼点の共有化を図る。 

ボランティア団体等の 

把握と役割の確認 

（１） ボランティア団体の受入れ窓口である社会福祉協議会と連携し，ボランティア団体，NPO 等の活動

内容の把握を行う。 

（２） 迅速に必要な依頼ができるよう，連絡先の一覧を作成する。 

（３） 市町村は民生・児童委員及び地区組織役員の役割分担及び連絡体制の整備を図る。 

公衆衛生活動に必要な 

マニュアル・物品の整備 

（１）災害時保健活動において，重点的・優先的に進めていく事項や判断基準について，本マニュアルを

基に各課・地方機関ごとに整理しておく。 

（２）保健福祉総務課において，各課・地方機関のマニュアルを取りまとめ，イントラネット等を利用して部

内職員が常時閲覧できるようにしておく。 

（３）必要な物品については，予めリュック等にセットし定められた場所に保管する，使用期限を確認し，更

新する等準備を行い，災害時に迅速に活用できるよう関係者に周知する。（「携行品一覧」参照） 

重要情報（書類含む）の管理 

（１）重要な記録や書類をコピーし，安全な地域にある施設に保管する。 

（２）重要なデータはバックアップをとり，安全な地区にある施設に格納する。 

（３）洪水に備えて棚にある重要書類，電化製品等を高い位置に上げておく等 

 

 

 本庁，保健所，市町村別の体制整備 第２節

本庁，保健所，市町村別の体制整備にむけた具体的内容について表 30 に示す。 

 

表 30 本庁，保健所，市町村別の体制整備にむけた具体的内容 

所 属 具体的内容 

本 庁 

（１） 県地域防災計画，大規模災害医療救護マニュアル，本ガイドライン等を年1回以上は，各部局内各

課において確認し，体制整備を図る。 

（２） 適宜（地域防災計画の見直しや，防災訓練後等）現状に合わせ，本ガイドラインの見直しを行う。 

（３） 職員を対象とした研修会，防災訓練を企画・実施する。 

（４） 各課・室及び地方機関のマニュアルを，イントラネット等を利用して共有にし，常時閲覧できるように

しておく。 
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（５） 指揮命令系統と，連絡体制の確認を行う。 

（６） 他都道府県で大規模災害が発生した場合，速やかに公衆衛生スタッフを派遣できるよう，年度当初

に派遣計画を作成する。 ＊派遣計画については，別途定める。 

（７） 関係機関や民間団体，NPO 団体等に対し，事前に支援活動を希望する地域の管轄保健所（活動

支援拠点）への連絡を入れることの必要性について周知する。 

（８） 原子力災害に係る研修等に参加し，基本的知識を習得する。 

保健福祉事務所（保健所） 

（１） 県地域防災計画，大規模災害医療救護マニュアル，本ガイドライン等を年 1 回以上は，職場内で確

認し，体制整備を図る。 

（２） 指揮命令系統や連絡体制の確認を行う。 

（３） 管内の医療・社会福祉関係機関等の社会資源の把握と連携体制の整備を行う。 

（４） 関係機関，支援団体（DMAT,救護所，日本赤十字社，医師会，災害拠点病院等）の把握と，役割

を確認する。 

（５） 災害時要援護者の支援体制の整備（市町村との調整）を行う。 

（６） 管内市町村との連絡体制や，医療機関や社会福祉施設等の被害状況把握方法等を確認する。 

（７） 管内市町村の災害時保健活動マニュアル等の策定支援を行う。 

（８） 災害時公衆衛生に関するコーディネーターは，担当市町村保健福祉担当部署との災害対応に係

る打合せ連絡会等を行う。 

（９） 市町村防災訓練等へ参加する。 

（１０） 災害時保健活動計画や各種記録等を整備する。 

（１１） 各職員は，災害時に使用する様式について各自のパソコンにダウンロードしておく。 

（1２） 携帯物品等のリスト化及び準備を行う。 

（1３） 管内避難所の場所，福祉避難所の場所や規模を確認する。 

（１４） 地区組織（自主防災組織・民生委員等），ボランティアセンター等を確認する。 

（１５） 日本赤十字社宮城県支部地区分区保管保有物の確認と，災害時の対応体制の確認を行う。 

（1６） 原子力災害に係る研修等に参加し，基本的知識を習得する。 

市町村 

（１）本ガイドライン等を年 1 回以上は，職場内で確認し，体制整備を図る。 

（2） 災害時活動マニュアルの整備 

  ・ 職員の派遣要請の手順を確認する。 

  ・ 他自治体からの派遣職員及び専門職種との役割分担を確認する。 

  ・ 既存計画の定期的な見直しや，必要に応じて更新を行う。 

  ・ 各種記録用紙や，管理方法等を検討・整備する。 

（3） 組織，指揮命令系統，役割の明確化と共有等の確認を行う。 

（4） 関係機関，支援団体（DMAT,救護所，日本赤十字社，医師会，災害拠点病院等）の把握と，役割を

確認する。 

（5） 自治体における基本地域情報を整理する。 

（6） 必要物品を整備する。 

（7） 災害時要援護者のリスト・マニュアル等支援体制を整備する。 

（8） 要援護者の安否確認の連絡体制を確認する。 

（9） 住民へ防災教育や普及啓発を実施する。 

(10) 原子力災害に係る研修等に参加し，基本的知識を習得する。 

 

 地域健康危機管理連絡調整会議等の開催 第３節

 保健所は大規模災害に備え，市町村，地元医師会，災害拠点病院や消防等関係機関との健康危機管理連絡調

整会議等の開催を通じ，地域の実情に応じた連絡・協力体制の整備や対応策の検討等を行い，連携体制の強化を

図る。（表 31） 

 

表 31 連絡調整会議の具体例 

項 目 主な活動内容 

医療・保健・福祉に係る 

連絡調整 

・ 災害対策基本法，災害救助法，その他関係法令の概要の把握 

・ 宮城県地域防災計画，大規模災害時の医療救護活動マニュアル，災害時公衆衛生活動ガイドライ

ン，原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル，災害時要援護者支援ガイドライン，災害時公衆衛

生活動ガイドライン・マニュアルの概要の周知 

・ 県・市町村・保健福祉事務所（保健所）間の災害時における医療機関情報収集及び連絡体制の整備

・ 医療供給の支援体制，地元医師会との協力体制 

・ 医薬品の安定供給に向けた協力体制 

・ 災害時の防疫活動の適切な確保に向けた講習会などの企画 

・ 個別疾患（人工透析，難病等）患者への支援体制整備 

・ 災害時の業務増を踏まえたシュミレーションによる，職員の確保や業務分担の確認 

・ 相談機関や保健福祉サービス事業者との連絡・連携体制の整備 
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厚生労働省防災計画（平成 21 年 3 月 10 日厚生労働省発社援 0310001 号）より項目を抜粋 

 

 研修や訓練の実施 第４節

 本ガイドラインを活用し，県・市町村公衆衛生スタッフを対象として，被災状況等を想定した事例をもとに判断力を

培うシュミレーション研修及び関係機関による訓練（机上又は実務）を少なくとも年 1 回以上は実施する。 

 原子力安全対策課は，放射線被ばく等に係る研修や地域防災計画（原子力災害対策編）に基づく訓練を体系的

に実施する。 

 

 防災に関する普及啓発 第５節

 県・市町村職員は，災害担当部局と連携し定期的な研修や訓練を通じて，対応能力の向上及び防災意識の高揚

を図る。 

 地域住民・ボランティア等に対しては，市町村（災害担当部局）が実施する研修会や住民参加による防災訓練等を

通じて，自助・共助・公助の考え方に基づく災害時の健康管理の普及啓発を行う。 

 

 ガイドラインの見直し 第６節

 適切な災害時公衆衛生活動を実施するため，県地域防災計画の見直し，防災訓練結果，他の自治体等で発生し

た災害対応の実態や課題等をふまえて本ガイドラインの見直しを行う。 

 市町村においては，各市町村の状況に応じたマニュアルを作成し，適宜見直しを行うことが望ましい。 
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第４章 

県外で大規模災害が発生した場合 

（他都道府県への公衆衛生スタッフの派遣）
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55第４章 県外で⼤規模災害が発⽣した場合（他都道府県への公衆衛⽣スタッフの派遣）第１節 派遣に伴う基本事項 

第４章 県外で大規模災害が発生した場合（他都道府県への公衆衛生スタッフの派遣） 

 

 派遣に伴う基本事項 第１節

１） 他都道府県等で大規模災害が発生し，派遣要請があった場合には，直ちに，県内で災害があった場合と同様に

本庁に派遣調整チーム（P34 に詳細を記載）を設置し，関係部署と調整の上，災害派遣チームを被災地自治体に

派遣する。 

２） 派遣調整チームは厚生労働省と連絡調整を行いながら，派遣計画の策定等，派遣体制の整備にあたるとともに，

派遣計画に基づき部内調整の上，職員の調整を行う。 

３） 保健福祉総務課は，他都道府県で大規模災害が発生した場合，速やかに公衆衛生スタッフを派遣できるよう，

年度当初に各保健福祉事務所（保健所）から報告される名簿等から，県外派遣に関する派遣計画を作成し，各保

健福祉事務所（保健所），関係機関等に周知する。 

４） 各保健福祉事務所（保健所）は，県外派遣者として，保健師 2 名及び事務職等１名の 3 名１チームを編成し，年

度当初に保健福祉総務課あて報告する。 

詳細は別に定める。 

    

 公衆衛生スタッフを派遣する際の各機関の役割 第２節

 県外の被災地へ公衆衛生スタッフを派遣する際の役割分担を表 32 に示す。 

 

表 32 被災地都道府県に公衆衛生スタッフを派遣する際の各機関の役割 

区分  内  容 

保健福祉部 

（派遣調整チーム） 

派
遣
体
制
整
備
（派
遣
決
定
後
） 

(1) 厚生労働省及び被災自治体との連絡調整 

(2) 派遣調整チームの設置 

(3) 部内関係各課，地方機関への情報提供と連携強化 

(4) 派遣計画の策定及び保健福祉部災害派遣チームの編成 

(5) 健康相談・調査活動等における技術的後方支援 

(6) 被災地での公衆衛生活動の内容や方向性等の周知を関係部署へ情報提供 

(7) 被災地の被害状況，派遣先での必要物品，交通情報等の情報収集と提供 

(8) 派遣職員等の宿泊の確保等の環境整備 

(9) 派遣に伴う予算の確保。保健福祉総務課は必要に応じて派遣職員の所属する地方機

関への令達を行う。 

(10) 派遣職員等に対するオリエンテーションを実施する。 

(11) 派遣職員の健康管理，事故予防の対策を行う。 

（派
遣
中
） 

(1) 派遣職員への情報提供を行う。 

(2) 派遣職員からの現地状況・活動状況の定時報告を受け，次の派遣を予定している所属

など関係機関への情報提供を行う。 

(3) 厚生労働省や派遣先自治体からの情報により，派遣計画・体制の見直し，再編，終了

を検討し，現地と協議の上，方針を決定する。 

（派
遣
後
）

(1) 派遣終了後の総括を行い，報告会等の開催等を行う。 

(2) 必要時，マニュアル等の見直しの検討を行う。 

(3) 必要に応じて派遣職員の派遣による心身の健康チェック（相談体制の整備）を行う。 

派遣元所属 

（保健所等） 

（派
遣
決
定
後
） 

(1) 必要物品の確認と調達 

(2) 派遣職員の担当業務について事務所として補完できる体制をとる。 

(3) 各種マニュアルや様式など，公衆衛生活動で活用できる物は持参する。 

(4) 所属内での情報提供体制や情報共有の方法を整備する。 

(5) 保健福祉総務課等から提供された活動状況等を所属内に周知する。 

 

  



 

56 
 
 

第１項 保健福祉部災害派遣チームの編成・活動内容 

被災地都道府県に公衆衛生スタッフを派遣する際のチーム編成や活動内容等を表 33 に示す。 

 

表 33 被災地都道府県に公衆衛生スタッフを派遣する際のチーム編成・活動内容 

項 目 具体的内容（例） 

チーム編制 

（１） これまでの派遣経験をもとに，保健師２名及び事務職等１名の３名１チームとする。 
（２） 被災地都道府県の状況に応じて，公衆衛生医師，薬剤師，獣医師，管理栄養士，リハ職，心

理職等必要とされる公衆衛生スタッフをチームメンバーに加え支援する。 
（３）環境生活部に所属する公衆衛生スタッフについて，被災地都道府県から要請があった場合に

ついては，保健福祉総務課と環境生活総務課で調整の上，チーム編成を行うこととする。 
（４） 通常の業務への影響をできるだけ少なくするため，出来るだけ単一の課室・事務所によらず，

複数の部署でチームを編成する。 
（５） 本県職員は被災経験により現地でもリーダー的な役割を求められることが想定されることから，

経験のある中堅以上の職員を充てることとする。 
（６） 長期派遣になる場合は，状況をみて安定期には若手職員も加え，経験を積ませることも考慮

する。 

派遣期間及び 
ローテーション 

（１） １チームの派遣期間は，概ね６日程度とし，往復の交通に要する時間を含まず被災地での活
動日数は最低４～５日間確保する。 

（２） 災害直後の厳しい状況下で活動をする場合や宿泊場所が確保できない場合などは，派遣職
員の心身への影響・疲労度等も勘案し派遣期間を検討する。 

（３） 現地職員の負担を考慮した支援活動を継続的に実施するためには，チーム間で確実な引継
ぎが必要なことから，現地で半日程度の引継ぎ時間を確保する。 

派遣先での保健
活動及び役割  

（１） 第１陣は，第２陣以降の派遣チームが活動しやすくなるように，状況を把握し活動体制を整え
る役割がある。 
①被災地管轄保健所と派遣先などの全体確認，オリエンテーション等により状況把握に努める。 
②派遣保健師としての活動計画を立て,業務内容を整理する。 
③派遣保健師としての業務内容を実施する。 
④次に派遣されるチームに引き継ぐ事項の整理を行う。 
⑤上記内容について，県本庁の派遣調整チームに状況報告をする。 
⑥派遣終了後は，今後派遣される職員に対しての状況説明者となる。 
⑦派遣活動内容の被災地自治体担当者への報告，連絡，相談を行う。 

（２） 第 2 陣以降は，避難生活が長期化するなかで，精神的なストレスを訴える方への対応が多くな
ってくると思われる。応急応急仮設住宅の入居や生活再建への助成に関する情報を把握しながら
精神的な支援も求められることに留意する。 

①上記（１）①～⑦と同じ 
②被災市町村職員との日々の情報交換（連絡会等での情報収集等）を行う。 
③健康課題に対する支援と情報提供を行う。 
④被災市町村職員への支援（傾聴，休憩時間の確保の協力）並びに他支援者との協力 

 

第２項 派遣チームへの後方支援 

被災地支援に従事する公衆衛生スタッフへの後方支援として，参考になる情報を派遣元（本庁）において収集・整

理し，厚生労働省保健指導室から発信されるメーリングリスト等の情報と併せて提供する。 

その手段については派遣先の状況・設備により，直接，電子メール，ファクシミリ，あるいはそれらを現地自治体経

由で伝達することが想定される。 

また，部内各課室，保健所（特に，第２陣以降に派遣を予定している職員）に対して，派遣チームからの情報提供

を行う。（表 34） 

表 34 派遣チームへの情報提供内容 

項 目 具体的内容（例） 

最新情報 
公衆衛生活動に必要な情報（国の動向，被災地の状況，自治体の活動方針，現地で従

事する他の地区における公衆衛生活動の概要等） 

被災地域の基礎情報 人口，高齢化率，避難所数，医療機関数，地図，連絡リスト等 

有効な資料 災害時公衆衛生活動に有効な資料等 

その他 宿泊場所，必要物品の供給に必要な情報等 
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時における効果的な保健活動の支援体制のあり方に関する検討会」，「地震災害発生時における派遣保健師

の受け入れ指針」 

５）和歌山県看護協会保健師職能委員会（平成 20 年 3 月）「災害保健活動マニュアルフェーズ０～フェーズ

１」 

６）徳島県（平成 19 年 1 月）「徳島県災害時保健活動マニュアル」 

７）兵庫県立看護大学看護学部地域看護学教授 井伊久美子「災害時の保健活動～保健師の派遣と受け入れ

の指針～」 

８）厚生労働省健康局総務課保健指導室（平成 17 年 1 月）「新潟県中越地震における保健師活動について中

間報告集」 

９）新潟県福祉保健部（平成 17 年 3 月）「災害時保健師活動ガイドラインー新潟県―」 

10）新潟県保健福祉部保健課（平成 20 年 10 月）「新潟中越沖地震における保健師活動記録誌」 

11）新潟県職員保健師会（平成 22 年 3 月）「災害時保健師活動ガイドライン（補充編）」 

12）神戸市保健福祉局（平成 17 年 3 月）「神戸市災害時保健活動マニュアル（保健師活動編）」 

13）島根県健康福祉部（平成 17 年 3 月）「災害時における保健活動新潟県中越地震派遣保健師活動のまとめ」 

14）静岡県厚生部（平成 21 年 3 月）「静岡県災害時健康支援マニュアル（改訂版）」 

15）宮城県保健師連絡協議会（平成 19 年 3 月）「災害時における保健師活動ガイドライン（平成 19 年 3 月改

訂版）」 
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活動報告」 
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18）愛知県防災局災害対策課（H18 年 12 月改訂）「愛知県避難所運営マニュアル」 

19）宮城県保健福祉部（H18 年 10 月）「災害時要援護者支援ガイドライン」 

20) 川崎市健康福祉局健康安全・区役所保健福祉センター「避難所における衛生管理ガイドライン 

21) 宮城県環境生活部（H23 年 7 月）「東日本大震災による被災地域の環境・衛生等の確保に関する対応マニ
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22) チーム医療推進協議会（2011 年度）「災害時におけるメディカルスタッフの役割」ハンドブック 

23) 財団法人日本公衆衛生協会（平成 23 年度地域保健総合推進事業（全国保健所長会協力事業）「東日本大

震災被災保健所に対する今後の支援のあり方」 

24) 株式会社富士通総研（平成 23 年度老人保健推進費等補助金 老人保健健康増進等事業）「被災時から復

興期における高齢者への段階的支援とその体制のあり方」 

25)宮城県（平成 24 年 3 月）「東日本大震災～宮城県の 6か月間の災害対応とその検証～」 

26)厚生労働省 社会援護局 障害保健福祉部（平成 20 年 1 月）「発達障害の理解のために」 

27)山本光昭．災害医療における公衆衛生・地域保健の役割に関する一考察.Bull.Inst.Public Health 1995; 

44(3):325-331 

 



 

58 
 
 

 



参考資料 

59 
 

59

 

 

 

 

 

 

参考資料



 

60 
 

60 参考資料 

参考資料⽬次 

  
 
 
 
【統計】 
★宮城県市町村・保健福祉事務所（保健所）位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 
★市町村の面積・世帯数・人口・高齢化率・出生率一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 

 
【関係機関】 
★市町村・保健福祉事務所（保健所）災害時保健活動担当課一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 
★関係機関一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 
★心の相談機関一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

 
【携帯品】 
★携帯品一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

 
【受⼊準備】 
★応援・派遣公衆衛生スタッフ受入れ時のオリエンテーション資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 
★保健師以外の公衆衛生スタッフの行う支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

 
【法令等】 
★災害時の公衆衛生活動に関連する法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★：活動に必要な基礎情報，社会資源情報，専⾨知識取得等関係資料 
◎：住⺠への普及啓発⽤資料



参考資料 

61 
 

61

1. 宮城県市町村・保健福祉事務所（保健所）位置図 
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栗原保健所
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⽯巻保健所 

塩釜保健所
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仙南保健所 

気仙沼保健福祉事務所 
（気仙沼保健所）

東部保健福祉事務所 
（⽯巻保健所） 

東部保健福祉事務所
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2. 市町村の面積・世帯数・人口・高齢化率・出生率一覧 

 

 

 

 

面積 人口 高齢化率 出生率 避難所数
福祉避難

所数

K㎡ 人 ％ 人口10万人対 箇所 箇所

1 白石市 白石市大手町1-1 286.47 13,959 37,157 27.6 6.17

2 角田市 角田市角田字柳町３５－１ 147.58 11,025 31,548 27.0 6.62

3 蔵王町 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10 152.85 4,297 13,010 28.5 5.96

4 七ヶ宿町 刈田郡七ヶ宿町字関94 263.00 682 1,655 43.2 2.35

5 大河原町 柴田郡大河原町字新南19 25.01 8,996 23,612 22.4 7.54

6 村田町 柴田郡村田町大字村田字迫6 78.41 3,861 11,923 27.0 7.39

7 柴田町 柴田郡柴田町船岡中央2－3ー45 53.98 14,649 38,366 22.8 7.61

8 川崎町 柴田郡川崎町大字前川字北原23-1 270.80 3,263 9,845 27.1 5.04

9 丸森町 伊具郡丸森町字鳥屋120 273.34 5,025 15,421 33.4 4.29

1551.44 65,757 182,537 26.4 5.89

10 塩竈市 塩竈市北浜４丁目８－１３ 17.86 22,178 56,642 27.5 5.75

11 多賀城市 多賀城市中央2丁目1番1号 19.65 24,200 61,166 19.2 9.81

12 松島町 松島町根廻字上山王６－２７ 54.04 5,495 15,255 31.0 5.34

13 七ヶ浜町 七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 13.27 6,445 20,133 22.4 4.87

14 利府町 利府町青葉台１－３２ 44.75 11,853 35,224 15.9 8.80

15 名取市 名取市増田字柳田２４４ 97.76 26,238 71,844 18.9 8.94

16 岩沼市 岩沼市桜一丁目６番２０号 60.71 16,118 43,530 20.0 8.75

17 亘理町 亘理町字下小路７－４ 73.21 11,271 34,091 23.7 6.66

18 山元町 山元町浅生原字作田山３２ 64.48 4,862 14,226 30.9 4.65

19 大和町 大和町吉岡字西桧木1-1 225.59 9,572 26,175 19.7 10.90

20 大郷町 大郷町粕川字西長崎５－８ 82.02 2,643 8,873 28.2 7.26

21 富谷町 黒川郡富谷町富谷字坂松田３０番地 49.13 16,821 49,198 13.8 9.25

22 大衡村 大衡村大衡字平林６２ 60.19 1,678 5,535 23.1 5.96

862.66 159,374 441,892 19.8 7.46

23 大崎市 大崎市古川三日町２－５－１ 796.76 48,159 135,512 24.2 7.87

24 色麻町 色麻町四竃字杉成２７－２ 109.23 1,970 7,465 26.1 6.81

25 加美町 加美町字西田四番７番地１ 460.82 7,987 25,776 29.4 6.69

26 涌谷町 涌谷町涌谷字中江南２７８ 82.08 5,878 17,584 27.5 5.64

27 美里町 美里町牛飼字新町51番地 75.06 8,530 25,212 28.4 5.99

1523.95 72,524 211,549 25.7 6.60

28
栗

原 栗原市 栗原市築館薬師一丁目７－１ 804.93 24,642 75,296 31.8 6.05

804.93 24,642 75,296 31.8 6.05

29 石巻市 石巻市穀町14-1 555.78 58,137 152,025 26.8 6.43

30 東松島市 東松島市矢本字上河戸36-1 101.86 14,663 40,555 22.9 7.90

31 女川町 女川町女川浜字女川136 65.80 3,426 8,335 32.1 5.93

723.44 76,226 200,915 26.2 6.75

32
登

米 登米市 登米市南方町新高石浦１３０ 536.38 26,740 85,304 27.6 6.85

536.38 26,740 85,304 27.6 6.85

33 気仙沼市 気仙沼市東新城二丁目２－１ 333.38 25,511 69,620 30.5 5.76

34 南三陸町 南三陸町志津川字城場10 163.74 4,877 15,352 28.6 4.94

497.12 30,388 84,972 30.2 5.35

6499.92 428,911 1,197,161 22.5 7.80

*1 *2 *2 *3 *4
*1 国土地理院調査による平成23年10月1日現在
*2 住民基本台帳人口及び世帯数（平成24年3月末現在）宮城県震災復興・企画部統計課
*3 65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合（平成24年3月末現在）長寿社会政策課
*4 平成22年人口動態（確定数）宮城県医療整備課

世帯数
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3. 市町村・保健福祉事務所（保健所）災害時保健活動担当課一覧 

 

所属名・班名 住所 電話 FAX Mail 危機対策部門担当課 電話

保健福祉総務課企画調整第一班 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 022-211-2507 022-211-2596 hohukgp@pref.miyagi.jp 総務部危機対策課防災対策班 022-211-2375

企画総務班 柴田郡大河原町字南129-1 0224-53-3115 0224-53-3131 snhwfzp@pref.miyagi.jp
大河原地方振興事務所
総務部総務班

0224-53-3133

1
健康推進課
(災害対策本部：衛生班）

白石市大手町1-1 0224-22-1362 0224-22-1320 kenkou@city.shiroishi.miyagi.jp 生活環境課交通防災係 0224-22-1314

2 健康推進課保健指導係 角田市角田字柳町３５－１
0224-62-1192

0224-61-1288
[社会福祉課]

0224-63-3975 welpark@city.kakuda.miyagi.jp 防災安全課 0224-63-2111

3 保健福祉課保健指導係 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10 0224-33-2003 0224-33-2988 hofuku@town.zao.miyagi.jp 総務課消防交通係 0224-33-2211

4 保健センター健康推進係 刈田郡七ヶ宿町字関94 0224-37-2331 0224-37-2340 shichi52@town.shichikashuku.miyagi.jp 総務課総務係 0224-37-2111

5 健康福祉課健康推進係 柴田郡大河原町字新南19 0224-53-2115 0224-53-3818 kenko@town.ogawara.miyagi.jp 総務課消防防災係
0224-53-2111
（内線216）

6 健康福祉課健康対策班 柴田郡村田町大字村田字迫6 0224-83-6402 0224-83-2952 mura-fuk@town.murata.miyagi.jp 総務課防災班 0224-83-2111

7 健康推進課保健班 柴田郡柴田町船岡中央2－3ー45 0224-55-2160 0224-55-4172 health@town.shibata.miyagi.jp 総務課防災班 0224-55-2111

8 保健福祉課健康推進係 柴田郡川崎町大字前川字北原23-1 0224-84-6008 0224-84-6090 kawa-fuku@muse.ocn.ne.jp 総務課 0224-84-2860

9 保健福祉課健康推進班 伊具郡丸森町字鳥屋120 0224-72-3019 0224-72-3040 kenkosuishin@town.marumori.miyagi.jp 総務課消防防災班 0224-72-3020

企画総務班 塩竈市北浜４丁目８－１５ 022-363-5502 022-362-6161 sdhwfzpg@pref.miyagi.jp
仙台地方振興事務所
総務部総務班

022-275-8948

1 健康福祉部健康課 塩竈市北浜４丁目８－１３ 022-364-4786 022-364-4787 kenkou@city.shiogama.miyagi.jp 防災安全課
022-364-111
（内線245）

2 名取市保健センター・指導係 名取市増田字柳田２４４ 022-382-2456 022-382-3041 hoken@city.natori.miyagi.jp 防災安全課
022-384-2111
（内線522）

3 保健福祉部健康課 多賀城市中央2丁目1番1号
022-368-1141
内線133

022-309-1377 kenko@city.tagajo.miyagi.jp 交通防災課消防防災係
022-368-1141
（内線271/274）

4
災害対策本部医療班
（健康福祉部健康増進課）

岩沼市桜一丁目６番２０号 0223-22-1111 0223-22-1315 hokenshi@city.iwanuma.miyagi.jp 防災課防災係
0223-22-1111
（内線542）

5 保健福祉課　健康推進班 亘理町字下小路７－４ 0223-34-0524 0223-34-7341 kenkou21@town.watari.miyagi.jp 総務課安全対策班 0223-34-1430

6 保健福祉課健康づくり班 山元町浅生原字作田山３２
0223-37-1113
内線144

0223-37-4144 hohuku.k@town.yamamoto.miyagi.jp 総務課安全対策班 0223-37-1111

7 町民福祉課健康長寿班 松島町根廻字上山王６－２７ 022-355-0703 022-353-3722 kenkou.matsushima@bz03.plala.or.jp 総務課 022-354-5782

8 総務課総務係 七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1 022-357-7436 022-357-5744 mail@shichigahama.com 総務課防災対策室 022-357-7437

9 保健福祉課健康づくり班 利府町青葉台１－３２ 022-356-1334 022-356-1303 kenkou@rifu-cho.com 生活環境課防災安全班 022-767-2174

10 保健福祉課　健康づくり班 大和町吉岡字西桧木1-1 022-345-7221 022-345-7240 hukusi@town.taiwa.miyagi.jp
総務まちづくり課
危機対策班

022-345-1112

11 保健福祉課 大郷町粕川字西長崎５－８ 022-359-5507 022-359-3287 hoken@town.miyagi-osato.lg.jp 総務課交通防災係 022-359-5500

12 福祉部健康増進課 黒川郡富谷町富谷字坂松田３０番地 022-358-0512 022-358-9915 kenkouzoushin@town.tomiya.miyagi.jp 総務課 022-358-0621

13 保健福祉課 大衡村大衡字平林６２ 022-345-5111 022-345-6630 fukushi@village.ohira.miyagi.jp 総務課
022-345-5111
（内線1223）

企画総務班 大崎市古川旭４－１－１ 0229-91-0707 0229-22-9449 nh-hwfzp@pref.miyagi.jp
北部地方振興事務所
総務部総務班

0229-91-0716

1 民生部健康推進課保健地域医療担当 大崎市古川三日町２－５－１ 0229-23-5311 0229-23-9880 kenko@city.osaki.miyagi.jp 総務部防災安全課 0229-23-5144

2 福祉課保健係 色麻町四竃字杉成２７－２ 0229-66-1700 0229-66-1717 fukushi@town.shikama.miyagi.jp 総合振興課管財消防係
0229-65-2111
（内線114）

3 保健福祉課健康推進係 加美町字西田四番７番地１ 0229-63-7871 0229-63-7873 hokenfukushi@town.kami.miyagi.jp 総務課危機管理室消防防災係 0229-63-5264

4 健康福祉課健康推進班 涌谷町涌谷字中江南２７８ 0229-43-5111 0229-43-5717 gr-suishin@town.wakuya.miyagi.jp 町民税務課危機管理班 0229-43-2116

5 健康福祉課健康推進係 美里町牛飼字新町51番地 0229-32-2941 0229-32-2942 kenkou@town.misato.miyagi.jp 総務課防災係 0229-33-2111

企画総務班 栗原市築館藤木５－１ 0228-22-2112 0228-22-7019 nh-khhwfzg@pref.miyagi.jp
北部地方振興事務所
栗原地域事務所総務部総務班

0228-22-1175

1 市民生活部健康推進課 栗原市築館薬師一丁目７－１ 0228-22-0370 0228-22-0350 kenko@kuriharacity.jp 総務部危機管理室 0228-22-1149

東部保健福祉事務所企画総務班 石巻市東中里1-4-32
0225-95-1416
090-6853-4829

0225-94-8982 et-wfzk@pref.miyagi.jp
東部地方振興事務所
総務部総務班

0225-95-1410
（内線206）

1 石巻市健康部健康推進課 石巻市穀町14-1 0225-95-1111 0225-23-3618 ishelpromo@city.ishinomaki.lg.jp 防災対策課震災・原子力Ｇ 0225-23-6613

2 東松島市福祉課 東松島市矢本字上河戸36-1 0225-82-1111 0225-82-1392 fukushi@city.higashimatsushima.miyagi.jp防災交通課防災交通班
0225-82-1111
（内線1162）

3 女川町健康福祉課 女川町女川浜字女川136 0225-54-3131 0225-53-5482 fukushi@town.onagawa.miyagi.jp 企画課防災係 0225-54-3325

企画総務班 登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５
0220-22-7514
090-6853-4828

0220-22-6175 et-tmhwfz@pref.miyagi.jp 
東部地方振興事務所
登米地域事務所総務部総務班

0220-22-6128

1 市民生活部市民生活課 登米市南方町新高石浦１３０

0220-58-2118

0220-58-2111
(内線1103）

090-6853-3364

0220-58-3345 simin@city.tome.miyagi.jp 登米市総務部防災課 0220-22-2130

企画総務班 気仙沼市東新城三丁目３－３ 0226-22-6661 0226-24-4901 kshwfz-p@pref.miyagi.jp
気仙沼地方振興事務所
総務部総務・管理班

0226-24-2591

1 保健福祉部健康増進課 気仙沼市東新城二丁目２－１
0226-21-1212
0226-22-1757

0226-21-1016 k-kenkozoshin@city.kesennuma.lg.jp 危機管理課防災情報係 0226-22-3402

2 保健福祉課健康増進係 南三陸町志津川字城場10 0226-46-5113 0226-46-4514 kenkou@town.minamisanriku.miyagi.jp 危機管理課危機管理係 0226-46-1376

気仙沼保健福祉事務所

気仙沼市

南三陸町

東部保健福祉事務所

石巻市

東松島市

女川町

東部保健福祉事務所
登米地域事務所

登米市

栗原市

大和町

大郷町

富谷町

大衡村

北部保健福祉事務所

大崎市

色麻町

加美町

涌谷町

美里町

北部保健福祉事務所
栗原地域事務所

利府町

川崎町

丸森町

仙台保健福祉事務所

塩竈市

名取市

多賀城市

岩沼市

亘理町

山元町

松島町

七ヶ浜町

柴田町

災害時保健活動総合窓口 備考

宮城県保健福祉部

仙南保健福祉事務所

白石市

角田市

蔵王町

七ヶ宿町

大河原町

村田町
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4. 関係機関一覧 

【災害拠点病院】 

 医療機関名 住 所 電話番号 

基幹災害 

拠点病院 

独立行政法人国立病院機構 

仙台医療センター 

983-8520  

仙台市宮城野区宮城野二丁目 8 番 8 号 
０２２－２３９－１１１１ 

地域災害 

拠点病院 
公立刈田綜合病院 

〒989-0231 

白石市福岡蔵本字下原沖 36 番地 
０２２４－２５－２１４５ 

〃 みやぎ県南中核病院 
〒989-1253  

柴田郡大河原町字西 38-1 
０２２４－５１－５５００ 

〃 仙台市立病院 
〒984-8501  

仙台市若林区清水小路 3 番地の 1 
０２２－２６６－７１１１ 

〃 東北大学病院 
〒980-8574 

仙台市青葉区星陵町 1-1 

０２２－７１７－７０００ 

※土・日・祝 時間外は 

０２２－７１７－７０１１ 

〃 総合病院仙台赤十字病院 
〒982-8501  

仙台市太白区八木山本町二丁目 43-3 
０２２－２４３－１１１１ 

〃 
独立行政法人労働者健康福祉機構

東北労災病院 

〒981-8563  

仙台市青葉区台原 4 丁目 3-21 
０２２－２７５－１１１１ 

〃 東北薬科大学病院 
〒983-8512  

仙台市宮城野区福室 1 丁目 12-1 
０２２－２５９－１２２１ 

〃 仙台オープン病院 
〒983-0824  

仙台市宮城野区鶴ヶ谷 5 丁目 22-1 
０２２－２５２－１１１１ 

〃 財団法人宮城厚生協会坂総合病院 
〒985-8506  

塩竈市錦町 16-5 
０２２－３６５－５１７５ 

〃 大崎市民病院 
〒989-6183  

大崎市古川千手寺町 2 丁目 3-10 
０２２９－２３－３３１１ 

〃 栗原市立栗原中央病院 
〒987-2205  

栗原市築館宮野中央 3 丁目 1-1 
０２２８－２１－５３３０ 

〃 登米市立登米市民病院 
〒987-0511 

登米市迫町佐沼字下田中 25 
０２２０－２２－５５１１ 

〃 石巻赤十字病院 
〒986-8522  

石巻市蛇田字西道下 71 
０２２５－２１－７２２０ 

〃 気仙沼市立病院 
〒988-0052 

気仙沼市田中 184 番地 
０２２６－２２－７１００ 

【医師会】 

支部名 住        所 電話番号 

仙台市医師会 仙台市若林区舟丁 64-12 仙台急患センター4F ０２２－２２７－１５３１ 

白石市医師会 白石市大手町 1-1 白石市健康センター内 ０２２４－２５－０８８２ 

柴田郡医師会 柴田郡柴田町西船迫 3-5-1 高沢外科・胃腸科内 ０２２４－８６－３１６７ 

角田市医師会 角田市角田字柳町 35-1 角田市総合保健福祉センター内 ０２２４－６２－４７５７ 

亘理郡医師会 亘理郡亘理町字五日町 24-1 亘理町保健センター内 ０２２３－３４－９６５５ 

宮城県塩釜医師会 塩釜市錦町 7-10 塩釜医師会医療社会活動センター内 ０２２－３６４－３３０１ 

黒川郡医師会 黒川郡大和町吉田字新要害 57-1  ０２２－３４５－３３７８ 

加美郡医師会 加美郡加美町字北町二番 139-1  ０２２９－６３－２７４２ 

大崎市医師会 大崎市古川駅前大通 3-3-17 ０２２９－２２－１５７３ 

遠田郡医師会 遠田郡涌谷町字新町裏 154 ０２２９－４２－２２６３ 

桃生郡医師会 石巻市相野谷字本屋敷 6-1 ０２２５－６２－２５５５ 

石巻市医師会 石巻市鋳銭場 1-27 ０２２５－９５－６２３８ 

登米市医師会 登米市迫町佐沼字天神前 30-5 ０２２０－２２－２０８４ 

気仙沼市医師会 気仙沼市字四反田 95-4 ０２２６－２２－０８４２ 

栗原市医師会 栗原市志波姫沼崎堰畑 143 志波姫総合支所２F ０２２８－２２－２１３５ 

名取市医師会 名取市増田字柳田 244 名取市保健センター内 ０２２－３８４－５６３３ 
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岩沼市医師会 岩沼市桜 2-8-30 岩沼市保健センター内 ０２２３－２４－４１６６ 

 

 

5. 心の相談機関一覧 
 

相談機関名 所在地 電話番号等 

宮城県精神保健福祉センター 
〒989-6117 

大崎市古川旭五丁目 7-20  

ＴＥＬ ０２２９－２３－００２１

（代表） 

ＦＡＸ ０２２９－２３－０３８８ 

こころの電話相談 

ＴＥＬ ０２２９－２３－０３０２ 

みやぎ心のケアセンター 

 基幹センター 

〒980-0014  

仙台市青葉区本町 3丁目 2−2 3F 

ＴＥＬ ０２２－２６３－６６１５ 

E-Mailkokoro-kikaku@hotmail.co.jp

 〃 

石巻地域センター 

〒986-0812  

石巻市東中里 1-4-32 石巻保健所棟内 

ＴＥＬ ０２２５－９８－６６２５ 

 〃 

 気仙沼地域センター 

〒988-00666 

気仙沼市東新城 3-3-3 気仙沼保健所内 

ＴＥＬ ０２２６－２３－７３３７ 

仙南保健所 
〒989-1243(大河原合同庁舎内) 

柴田郡大河原町字南 129-1 

ＴＥＬ ０２２４－５３－３１３２ 

ＦＡＸ ０２２４－５２－３６７８ 

塩釜保健所 
〒985-0003  

塩竈市北浜四丁目 8-15 

ＴＥＬ ０２２－３６３－５５０７ 

ＦＡＸ ０２２－３６２－６１６１ 

塩釜保健所 岩沼支所 
〒989-2432 

岩沼市中央三丁目 1-18 

ＴＥＬ ０２２３－２２－２１８８ 

ＦＡＸ ０２２３－２４－３５２５ 

塩釜保健所 黒川支所 
〒981-3304 

黒川郡富谷町ひより台二丁目 42-2  

ＴＥＬ ０２２－３５８－１１１１ 

ＦＡＸ ０２２－３５８－１１１０ 

大崎保健所 
〒989-6117(大崎合同庁舎内) 

大崎市古川旭四丁目 1-1  

ＴＥＬ ０２２９－８７－８０１１ 

ＦＡＸ ０２２９－２３－７５６２ 

栗原保健所 
〒987-2251(栗原合同庁舎内) 

栗原市築館藤木 5-1  

ＴＥＬ ０２２８－２２－２１１８ 

ＦＡＸ ０２２９－２２－７５９４ 

登米保健所 
〒987-0511(登米合同庁舎内) 

登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5  

ＴＥＬ ０２２０－２２－６１１１ 

ＦＡＸ ０２２０－２２－６１７５ 

石巻保健所 
〒986-0812(石巻合同庁舎内) 

石巻市東中里 1-4-32  

ＴＥＬ ０２２５－９５－１４３１ 

ＦＡＸ ０２２５－９４－８９８２ 

気仙沼保健所 
〒988-0066 

気仙沼東新城 3-3-3 

ＴＥＬ ０２２６－２１－１３５６ 

ＦＡＸ ０２２６－２４－４９０１ 

中央児童相談所 
〒981-1217 

名取市美田園 2-1-4 

ＴＥＬ ０２２－７８４－３５８３ 

ＦＡＸ ０２２－７８４－３５８６ 

北部児童相談所 
〒989-6161  

大崎市古川駅南二丁目 4番 3号 

ＴＥＬ ０２２９－２２－００３０ 

ＦＡＸ ０２２９－２２－００２９ 

東部児童相談所 
〒986-0812 

石巻市東中里1丁目4番32号石巻合同庁舎内

ＴＥＬ ０２２５－９５－１１２１ 

ＦＡＸ ０２２５－２３－３４７３ 

東部児童相談所気仙沼支所 
〒988-0066 

気仙沼市東新城 3丁目 3-3  

ＴＥＬ ０２２６－２１－１０２０ 

ＦＡＸ ０２２６－２１－１０７５ 

                                              平成 25 年 3月末現在 
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6. 携帯品一覧 

 (1)業務用品 

品  名 数量 備考 品  名 数量 備考

訪問かばん １ 

各
班
引
継
ぎ 

ピンセット １ 各
班
引
継

ぎ 

携帯用血圧計 ２ はさみ １ 

聴診器 ２ 爪切り １ 

携帯用手指消毒薬 ２ 毛抜き １ 

エプロン（使い捨て） 適量 補充物品 

マスク(使い捨て) 適量 マスク(使い捨て) 適量 

各
チ
ー
ム
で 

随
時
補
充 

手袋（使い捨て） 適量 手袋（使い捨て） 適量 

アルコール綿（個包装） 適量 アルコール綿（個包装） 適量 

舌圧子（使い捨て） １０ 携帯用手指消毒薬 適量 

体温計 １ 滅菌ガーゼ（個包装） 適量 

ペンライト １   

メジャー １   

(２)その他物品 

品  名 数量 備考 品  名 数量 備考 

懐中電灯 ３ 

各
班
引
継
ぎ 

ゴミ袋（４５ℓ，９０ℓ） 適量 

各
班
持
ち
帰
り 

ラジオ １ 綿棒（個別包装） 適量 

単一乾電池 １２ 絆創膏(サージカルテープ) 適量 

雨合羽 ３ 応急用絆創膏 適量 

軍手（組） ３ 脱脂綿 適量 

筆記用具セット（赤・黒ボールペン・

シャープペンシル・蛍光ペン，色マジ

ック，付箋，ホッチキス（針），計算

機，はさみ，カッター，クリップ，ダブ

ルクリップ，クリアホルダー，バイン

ダー，ファイル，引継ノート，ガムテ

ープ，模造紙，A4 用紙等） 

適宜 滅菌ガーゼ 適量 

 包帯（弾力・ネット），三角巾 適量 

 スプレー指式消炎鎮痛剤 適量 

 湿布 適量 

 傷用消毒薬・傷薬 適量 

 トレイ 適量 

 ビブス（宮城県） ３ 

長靴・ヘルメット 適量 防寒具 ３ 

簡易トイレ １ 使い捨てカイロ 適量 

バケツ・洗面器 各１ デジタルカメラ １ 

虫除け（蚊取り線香） １ 携帯電話・充電器（1 人 1 台） １ 

マッチ，又はライター １ 乾電池バッテリー １ 

更衣用簡易ドレッサー １ パソコン（インターネット） 

*マニュアル，パンフレット，記録様

式搭載 

１ 寝袋 適量 

毛布 適量 

タオル 適量 電子辞書（医学事典・治療薬辞典

搭載） 
１ 

ペーパータオル 適量 

液体ハンドソープ １   

手指消毒薬（速乾性） 適量 テント １ 

各
班
引
継
ぎ 

ティッシュ（箱・携帯用） 適量 発電設備 １ 

ウエットティッシュ（箱・携帯用） 適量 非常用パソコン １ 

  印刷用紙 適量 

  プリンター １ 

  通信機器 適量 

  作業着（上下） 適量 

  緊急車両通行証明証 １ 

  USB メモリ １ 

(３)食料品 

水 お茶 アルファ米 

インスタント・レトルト食品 栄養食品（固形・ゼリー状） 紙皿，紙コップ，箸等の食器 

ラップ・アルミホイル カセットコンロ・ボンベ 鍋 

(４)個人物品（派遣保健師等個人で用意する） 

職員証（身分証明書） 組合員証 運転免許証 名札（通常使用のもの） 

上履き 着替え 雨具（折りたたみ傘） 常備薬 

洗面用具 ウエストポーチ等 小銭 カイロ(冬季) 
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7. 応援・派遣公衆衛生スタッフ受入時のオリエンテーション資料 
 

＊依頼する業務によって内容を変え，具体的に記載する。 
【例１】 避難所活動のオリエンテーション 
１ 活動のための準備 
【避難所に行く前に】 
 ◆集合場所で，活動内容についてオリエンテーションを受けてください。 
  ・同じ派遣先で交代する場合は，現地（避難所等）で，前任者から引継ぎを受けてください。（次の方へも，直接現地避難

所に入るよう連絡してください。） 
 ◆配置場所は派遣公衆衛生スタッフの配置計画表のとおりです。 
 ◆緊急連絡先をお知らせください。 氏名，所属，携帯電話番号等 
  ・現地（避難所等）で引継ぎを受けた方は，公衆衛生スタッフ連絡先を○○保健所に FAX 送信してください。 
【避難所に着いてから】 
 ◆避難所の市町村担当者から可能な範囲で１日の流れを確認して下さい。 
 ◆活動に必要なスペースを確保してください。（食事・休憩・宿泊場所も含めて市町村担当者と調整） 
 ◆前任のチームがいる場合は，活動内容や避難者の状況について引継ぎを受けてください。 
 
２ 活動内容 
【避難者の健康確認，健康相談】 
 ◆避難者の健康管理及び処遇調整 
  ・随時，健康相談を実施する。 
  ・要援護者は，必要に応じて，福祉避難所・介護福祉施設への移動について調整を行う。 
  ・継続支援が必要な人には，個別支援を行い，必要に応じて受信や専門家（こころのケア）等の相談を勧める。 
 ◆健康教育の実施（感染症予防，深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）予防，生活不活発病予防等） 
 ◆保健医療福祉に関する情報提供 
 ◆衛生管理及び環境整備 
 ◆避難所設置運営担当部署との連携 
 ◆心のケア対策 
【在宅避難者への支援活動】 
 ◆・・・ 
 
３ 記録と報告 
【公衆衛生活動に関する記録】 
 様式 ６ 避難所生活環境調査（フェイズ０～２） 
 様式 ７ 健康状況連名簿（避難者全員の健康状況を記録） 
 様式 ８ 健康相談票（支援が必要な者について作成）・・・随時，市町村に報告 
 様式 ９ 経過用紙（健康相談） 
 様式１０ 避難所（巡回）健康相談実施状況報告書（毎日の健康相談状況を記載） 
 様式１８ 公衆衛生スタッフ活動報告書（次班との交代時に作成） 
 別紙様式 感染症患者発生状況報告書 
【報告の留意事項】 
 別紙様式については，○○○○に毎日報告してください。（FAX 可） 
 
４ 毎日のミィーティング 
 ・1日 1回 午前 ○時○○分  ○市・町○○（場所：            ） 
 ・各避難所等の活動拠点から，1名以内で参加してください。 
 ・内容：保健活動に関する情報交換・課題の共有，被災地の最新情報の提供，活動内容 
 
５ 診療可能医療機関 
 ・救護所開設状況 
 ・医療機関の稼働状況（診療状況，場所，開設時間，診療科） 
 
６ 保健・福祉に関する相談等の状況 
 ・こころのケアに関する相談，歯科保健に関する相談，栄養に関する相談等 
 ・相談場所，相談方法，連絡先 
  栄養に関する対応で困った場合は，様式１５栄養相談記録票を○○保健所に提出してください。 
 
７ 物品問合せ窓口 
  持参した物を優先して使用してください。  
  公衆衛生活動で不足するものがある場合は，        に連絡してください。 
 
８ 連絡先 
 ・○○保健所 担当者 連絡先        
 ・  市町村名担当者 連絡先        
 
９ その他 

・ライフラインの復旧状況 
・公共交通機関の状況 

 ・ボランティア窓口（名称，場所，電話番号等を明記） 
 
10 避難所の地図 別紙 
 

＊市町村や県担当者の多くも被災者であることを忘れないで下さい。 
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【例２】 健康調査のオリエンテーション 
 
１ 活動のための準備 
【避難所に行く前に】 
 ◆集合場所で，活動内容についてオリエンテーションを受けてください。 
 ◆緊急連絡先をお知らせください。 氏名，所属，携帯電話番号等 
 
２ 健康調査 
【避難者の健康確認，健康相談】 
 ◆目的 
 ◆対象地区・対象世帯 
 ◆担当する調査地区は，派遣公衆衛生スタッフ配置計画表のとおりです。 
 ◆調査地区までの移動手段・集合場所 
 ◆調査時の留意点 
 ・調査票によって，聞き取りを行ってください。 
   家族状況，身体状況，受診状況，困りごとの有無 
 ・健康上の問題があり，継続支援が必要な人については，様式 8 健康相談票を作成し，必要に応じて，受診や専門家（心の

ケア）等の相談を勧めて下さい。 
 ・要援護者については，必要に応じて福祉避難所・介護福祉施設への移動について調整を行う。 
 ・必要な情報提供を行う。（保健医療福祉介護の情報，生活に関する情等） 
 ◆不在の場合の対応について 
 ◆調査内容の集約について 
 
３ 記録と報告 
【健康調査】様式７ 健康調査票 
      様式８ 健康相談票 
      様式１８ 公衆衛生スタッフ活動報告（次班との交代時に作成） 
      様式○ については,          に毎日報告（FAX 可） 
 
＊ ４～１０については例１避難所活動のオリエンテーションと同じ 
 

 
 
【例３】 応急仮設住宅活動のオリエンテーション 
 
１ 活動のための準備 
 ◆集合場所で，活動内容についてオリエンテーションを受けてください。 
 ◆緊急連絡先をお知らせください。 氏名，所属，携帯電話番号等 

・現地（応急仮設住宅等）で引継ぎを受けた方は，公衆衛生スタッフの連絡先を○○保健所に FAX してください。 
 
２ 応急仮設住宅における活動内容 
【応急仮設住宅入居者調査】 
 ◆担当応急仮設住宅・対象世帯数 
 ◆調査内容 
 ◆担当地区は，公衆衛生スタッフ配置表のとおりです。 
 ◆調査時の留意点 
 ・調査票によって，聞き取りを行う（家族状況，身体状況，受診状況，困りごとの有無，地域交流の状況，ペットの有無等）
 ・健康上問題があり，継続支援が必要な場合は，必要に応じて受診や専門家（心のケア）等の相談を勧め，様式８健康相談

票を作成する。 
 ・必要な情報提供を行う。（保健医療福祉介護の情報，生活に関する情報等） 
 ◆不在の場合の対応について 
  生活している様子があるか確認する。（未入居・入居） 
 
 【応急仮設住宅における健康相談等】 
 ◆健康相談，健康教育の実施 
 ◆保健医療福祉に関する情報提供 
 ◆必要に応じて，自治会長などの地域代表との健康問題等や今後の活動等について協議を行う。 
 
３ 記録と報告 
【応急仮設住宅における活動内容】 

様式２１ 応急仮設住宅入居者健康調査票 
様式１０ 避難所等相談対応票（実施した場合，相談者名を記載） 
様式１１ 避難所（巡回）健康相談実施状況報告書（実施した場合健康相談状況を記載） 
様式１８ 公衆衛生スタッフ活動報告書（次班との交代時に作成） 

【報告の留意事項】 様式○については，       に毎日報告（FAX 可） 
 

 
＊ ４～１０については例１避難所活動のオリエンテーションと同じ 
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8. 保健師以外の公衆衛生スタッフの行う支援 
  医師 歯科医師・歯科衛生士 管理栄養士 リハビリテーション

職 
食品衛生監視員 環境衛生監視員 精神保健相談員 事務員 

場
（
避
難
所
・
テ
ン
ト
・
応
急
仮
設
住
宅
等
） 

フェイズ０ ・救命救急，搬送調整
に関わる支援 
 

 ・食料，水の衛生管理
に関する支援 

 ・食料，水の衛生管理
に関する支援 

・給水，飲料水の安全
に関する支援 

 ・管内の避難所，救護
所等に関する資料等
の作成 

フェイズ 1 ・医療救護班等の設置
や調整に関わる支援 

・公衆衛生物品に関す
る支援 

 ・避難所等での転倒防
止，導線の工夫，寝食
分離，福祉用具，自助
具等への支援 

・配食食品。飲料水，
炊き出し等の食品の
安全，衛生管理・（食
中毒予防含む）に関す
る支援 

・避難所生活環境整備
に対する支援・感染症
予防対策（排泄，廃棄
物，消毒，ペット対策，
防虫対策等）に関する
支援 

・緊急対応等に関わる
支援 

・保健活動に関連する
情報提供資料等の作
成に関する支援 

フェイズ２  ・断水時の口腔衛生に
関する支援 

・食品の供給，栄養状
態把握，指導に関する
支援 

・生活不活発病予防・
早期発見に関する支
援 

 ・テント生活者等の生
活環境応急給水，仮設
浴場の設置に関する
情報提供支援 

  

フェイズ３ ・避難者健康診断，集
団予防接種（インフル
エンザ）に関する支援 

    ・中長期的環境問題
（布団乾燥，クリーニ
ング，仮設浴場，悪臭，
室温等）に関する支援

・避難生活の長期化，
ストレス等に伴うア
ルコール問題等に関
する支援 

 

 
フェイズ４ 

 
 

    
・応急仮設住宅の生活
環境相談に関する支
援 

  

要
援
護
者
等
支
援 

フェイズ０ ・救急・重症患者対応
調整 

       

フェイズ 1   ・離乳食やミルク，高
齢者用の食品等確保，
特別栄養食品（糖尿病
患者，腎疾患患者，食
物アレルギー等）に関
する支援 

・手すりや段差解消等
の転倒防止支援 
・身体能力に合わせた
福祉用具や自助具の
活用に関する支援 

  ・精神科治療，服薬，
精神保健施設サービ
ス等に関する支援 

・要援護者の生活や療
養に必要な物資の調
整に関する支援 

フェイズ２  ・歯科医療，衛生物品
の確認。口腔保健相談
等に関する支援 

    ・被災後の精神的症状
等に関する支援 

・地域医療・保健情報
の提供や調整に関す
る業務 

フェイズ３         

フェイズ４         

そ
の
他
保
健
活
動 

フェイズ０         
 

フェイズ 1      ・遺体の衛生管理等に
関する支援 

 ・管内避難所，救護所
等に関する資料等の
作成 

フェイズ２      ・井戸水，湧水等の水
質，応急給水に「関す
る支援 

 ・全戸調査訪問の企
画，準備，データ入力
等の支援 

フェイズ３  ・義歯の喪失，破損等
歯科医受診に関する
支援 

   ・公衆浴場，仮設浴場
等の開設等の情報提
供に関する支援 

・PTSD 等こころのケ
アに関する支援 

・保健活動のモニタリ
ング，記録，評価に関
する支援，会議等に関
連する支援 

フェイズ４  ・歯科保健，診療，相
談に関する支援 

・栄養相談に関する支
援 

  ・瓦礫撤去粉じん（ア
スベスト）に関する問
合せ支援 

 ・平常業務再開のため
の支援 

平成 23 年度広島県保健師研究協議会全体研修会 国立保健医療科学院奥田博子先生講演資料参考（一部修正）

応急仮設住宅入居者の健康調査訪問に関する

災害時要援護者安否確認 

情報提供（管内被災状況，健康被害，避難状況，医療・保健・福祉等関係機関稼働状況，職員安否確認，遺体の手当，急を要する問合せ対応等） 

＊各種支援チームと連携を図り活動を行う。 
 ・DMAT       ・こころのケアチーム        ・口腔ケア（歯科保健）チーム  ・介護支援チーム 
 ・医療チーム    ・子どものこころのケアチーム   ・栄養チーム            ・リハビリ支援チーム 
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9. 災害時の公衆衛生活動に関連する法令等 

災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号） 

＜災害時における職員派遣＞ 

○指定行政機関等
（各省庁）の職員の 
派遣要請 

第 29 条第 1項 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員は，災害応急対策又は災害復旧のための
必要があるときは，政令に定めるところにより，指定行政機関の長，指定地方行政機関の長又は指定公
共機関に対し，当該指定行政機関，指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することが
できる。 

○指定行政機関（各
省庁）等の職員の
派遣のあっせん
の要請 

第 30 条第 1項  都道府県知事等又は市町長村等は，災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは，
政令で定めるところにより，内閣総理大臣又は都道府県知事に対し，それぞれ，指定行政機関，指定地
方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員の派遣について
あっせんを求めることができる。 

○地方自治体職員等
の派遣のあっせん
の要請 

第 30 条第 2項  都道府県知事等又は市町村長等は，災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは，
政令で定めるところにより，内閣総理大臣又は都道府県知事に対し，それぞれ，地方自治法第 252 条の
１７の規定による職員の派遣について，又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法
第 91 条第 1項の規定による職員（指定地方公共機関である同法第 2 条第 2項に規定する特定地方独立
行政法人（次条において「特定地方公共機関」）という。）の職員に限る。）の派遣についてあっせんを
求めることができる。 

○派遣職員の身分の
取り扱い 

第 32 条第 1項 都道府県又は市町村は，前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため
に派遣された職員に対し，政令で定めるところにより，災害派遣手当を支給することができる。 

第 32 条第 2項  前項に規定するもののほか，前条の規定により指定行政機関，指定地方行政機関又は指
定公共機関から派遣された職員の身分の取扱いに関し必要な事項は，政令で定める。 

＜災害応急対策・応急措置＞ 

○災害応急対策及び
その実施責任 

第 50 条第 1項 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 

第 50 条第 2項 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。 

○市町村の応急措置 第 62 条第 1項 市町村長は，当該市町村の地域に係る災害が発生し，又はまさに発生しようとしていると
きは，法令又は地域防災計画の定めるところにより，消防，水防，救助その災害の発生を防禦し，又は
災害の拡大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施しなけれ
ばならない。 

○他の市町村長等に
対する応援の要求 

第 67 条第 1項 市町村長等は，当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において，応急措置を実施す
るため必要があると認めるときは，他の市町村長等に対し，応援を求めることができる。この場合にお
いて，応援を求められた市町村長等は，正当な理由がない限り，応援を拒んではならない。 

○指揮系統 
 

第 67 条第 2項 前項の応援に従事する者は，応急措置の実施については，当該応援を求めた市町村長等の
指揮の下に行動するものとする。 

○都道府県知事等に
対する応援の要求 

第 68 条第 1項 市町村長等は，当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において，応急措置を実施す
るため必要があると認めるときは，都道府県知事等に対し，応援を求め，又は応急措置の実施を要請す
ることができる。 

○他の都道府県知事
等に対する応援の
要請 

第 74 条第 1項 都道府県知事等は，当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において，応急措置を
実施するため必要があると認められるときは，他の都道府県の都道府県知事等に対し，応援を求めるこ
とができる。この場合において，応援を求められた都道府県知事等は，正当な理由がない限り，応援を
拒んではならない 

○指揮系統 第 74 条第 2項 前項の応援に従事する者は，応急措置の実施については，当該応援を求めた都道府県知事
等の指揮の下に行動するものとする。この場合において，警察官にあたっては，当該応援を求めた都道
府県の公安委員会の管理の下にその職務を行うものとする。 

 
災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号） 

○応援の指示 
 

第 31 条 厚生労働大臣は，都道府県知事が行う救助につき，他の都道府県知事に対して，応援をなすべき
ことを指示することができる。 

○費用の支弁 第 33 条第 1項 第 23 条の規定による救助に要する費用（救助の事務を行うのに必要な費用を含む。）は，
救助の行われた他の都道府県が，これを支弁する。 

○費用の求償 第 35 条 都道府県は，他の都道府県において行われた救助につきなした応援のため支弁した費用につい
て，救助の行われた他の都道府県に対して，求償することができる。 
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71災害時の公衆衛生活動に関連する法令等

地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号） 

○職員の派遣  

 

第２５２条の１７ 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は，法律に特別の定めがあるものを除
くほか，当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは，他の普通地方
公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し，当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることがで
きる。 

２ 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は，派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあ
わせ有することとなるものとし，その給料，手当（退職手当を除く。）及び旅費は，当該職員の派遣を
受けた普通地方公共団体の負担とし，退職手当及び退職年金又は退職一時金は，当該職員の派遣をした
普通地方公共団体の負担とする。ただし，当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があると
きは，当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により，当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内
において，当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担する
こととすることができる。 

 
厚生労働省防災業務計画（地域保健の関連が深い部分の抜粋） 

平成 13 年 2月 14 日厚生労働省発総第 11 号制定，平成 21 年 3月 10 日厚生労働省発社援 0310001 号修正 

【第１編 災害予防対策 第３章 医療・保健に係る災害予防対策】 

第２節  
災害時医療体制の
整備 

第５ 災害時情報網の整備  
厚生労働省医政局，健康局及び都道府県は，大規模災害発生時において医療機関における傷病者数等の

状況等の被害の規模を推測するため，広域災害及び救急医療に関する情報システム（コンピュータ等を利
用し，災害時に医療施設の診療状況等の迅速な把握が可能な広域災害・救急医療情報システム）により，
国・都道府県間，都道府県・市町村・保健所間，保健所・医療施設間等の災害時における情報収集及び連
絡体制の整備に努める。 

第７節  
防疫に係る防災体制
の整備 

１ 都道府県及び市町村は，防災業務担当者に対して，関係法令，実務等に関する講習会，研究会等を実
施すること等により，災害時の防疫活動の迅速かつ適切な確保に努める。 

２ 都道府県は，災害時の衛生状態の悪化や拡大により，防疫に必要な器具機材等が不足する場合に備え，
平常時から，器具機材の確保や近隣都道府県との応援体制の確立に努める。  

３ 厚生労働省健康局は，都道府県及び市町村が行う防疫に係る防災体制の整備に関し，必要な助言及び
その他の支援を行う。 

第８節  
個別疾病に係る防災
体制の整備 

第１ 人工透析 
１ 都道府県は，クラッシュシンドロームによる急性腎障害患者への対応も含めた災害時の人工透析医療
を確保するため，社団法人日本透析医会その他の関係機関と協力し，透析患者の受療状況及び透析医療
機関の稼働状況の把握並びに必要な水・医薬品等の確保に努める。 

２ 厚生労働省健康局は，都道府県が行う人工透析医療に係る防災体制の整備に関し，必要な助言及びそ
の他の支援を行う。 

第２ 難病 
１ 都道府県は，人工呼吸器等を使用している在宅の難病患者その他特殊な医療を必要とする患者（以下
「難病患者等」という。）に対する災害時の医療を確保するため，医療機関等の協力を求めるとともに，
連絡体制を整備するなど，難病患者等の受療状況及び医療機関の稼働状況の把握並びに必要な医薬品等
の確保に努める。  

２ 厚生労働省健康局は，都道府県が行う難病等に係る防災体制の整備に関し，必要な助言及びその他の
支援を行う。 

【第２編 災害応急対策 第３章 医療・保健に係る対策】 

第１節  
被災地の状況把握 

非常災害時に迅速かつ的確な医療・保健サービスを提供するためには，情報を迅速かつ正確に把握する
ことが重要であることから，厚生労働省医政局その他の関係部局は，被災都道府県・市町村，独立行政法
人国立病院機構，日本赤十字社，関係省庁，民間医療施設，医薬品等関係団体等からの以下の事項につい
ての情報収集を行う。  
(1) 被災地の衛生行政機能の被害状況 
(2) 施設・設備の被害状況 
(3) 診療（施設）機能の稼働状況 
(4) 職員の被災状況，稼働状況 
(5) 医薬品等及び医療用資器材の需給状況 
(6) 施設への交通状況 等 

第４節  
公衆衛生医師及び保
健師等による健康管
理 

１ 被災都道府県・市町村は，以下により，被災者等の健康管理を行う。  
(1) 公衆衛生医師及び保健師等により，被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理（保健指導及び栄養
指導等をいう。以下同じ。）を行うこと。 

(2) 被害が長期化する場合，避難所が多数設置されている場合等，被災者等の健康管理を組織的に行うこ
とが必要と見込まれる場合には，被災者等の健康管理のための実施計画を策定すること等により，計画
的な対応を行うこと。 

(3) 被災者等及び救護活動並びに健康管理に従事している者の精神不安定に対応するため，精神保健福祉
センター等においてメンタルヘルスケアを実施すること。 

２ 被災都道府県は，被災者等の健康管理に際し，管下の保健師等のみによる対応が困難であると認める
ときは，必要に応じ，厚生労働省健康局に公衆衛生医師及び保健師等の派遣を要請する。  

３ 厚生労働省健康局及び社会・援護局障害保健福祉部は，被災都道府県からの公衆衛生医師及び保健師
等の派遣要請数を確認し，被災都道府県以外の都道府県との調整を行うほか，被災都道府県・市町村の
行う被災者等の健康管理に関し，必要な支援を行う。 

第７節 防疫対策 １ 被災都道府県・市町村は，災害防疫実施要綱（昭和４０年５月１０日衛発第３０２号各都道府県知事・
各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知）により策定された防疫計画に基づき，以下の点に留意し
つつ，災害防疫活動を実施する。  
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72 参考資料 

(1) 被災都道府県は，災害発生時の生活環境の悪化，被災者の病原体に対する抵抗力の低下等の悪条件下
に備え，管内市町村に対する迅速かつ強力な指導を徹底し，感染症流行の未然防止に万全を努めること。

(2) 夏場に災害が発生した場合や大雨や台風による河川の増水により洪水の発生が想定される場合には，
衛生状態の悪化や汚染地域の拡大により，防疫に必要な器具機材等が不足することも想定されるため，
被災都道府県は，近隣都道府県に対する応援要請を検討し，必要に応じ，速やかな応援要請を行うこと。

(3) 冬場に災害が発生した場合には，インフルエンザが避難所において流行することが考えられるため，
被災都道府県は，手洗いやうがいの励行，マスクの活用とともに，十分な睡眠の確保，清潔維持などを
心がけることについて，被災者に対して注意喚起を行う。 

(4) 避難所は，臨時に多数の避難者を収容するため，衛生状態が悪化し，感染症発生の原因となる可能性
があることから，簡易トイレ等の消毒を重点的に強化すること。 また，施設の管理者を通じて衛生に
関する自主的組織を編成するなど，その協力を得て防疫に努めること。 

２ 厚生労働省健康局は，前項に掲げる措置に関し，必要な助言及びその他の支援を行う。 

 
地域保健対策の推進に関する基本的な指針（健康危機管理と関連の深い部分の抜粋） 

平成六年十二月一日厚生省告示第三百七十四号 最終改正：平成二四年七月三十一日厚生労働省告示第四百六十四号 

４．地域における健
康危機管理体制の
確保について 

東日本大震災において，健康危機事案発生時における住民の健康管理の拠点である保健所や市町村保健
センターそのものが被災した。報告書においては，避難住民の健康状態や避難所の衛生状態などの情報の
把握及び共有や保健師の配置等の保健調整機能の確保等が課題として指摘されたことから所要の見直し
を行うこととした。 
また，新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）が制定されたことも踏まえ，

以下の事項について規定したものである。 

 (1)地域保健対策の推進の基本的な方向に関する事項における地域における健康危機管理体制の確保に
関する事項として次の内容を追加すること。 
① 都道府県及び市町村は，大規模災害時に十分に保健活動を実施することができない状況を想定し，
他の地方公共団体や国とも連携して，大規模災害時の情報収集，医療機関との連携を含む保健活動
の全体調整，保健活動への支援及び人材の受入れ等に関する体制を構築する必要があること。 

② 国，都道府県及び市町村は，健康危機の発生時に地域住民が状況を的確に認識した上で行動ができ
るよう，地域住民や関係者との相互の情報及び意見の交換（以下「リスクコミュニケーション」と
いう。）を実施するよう努める必要があること。 

(2)保健所の運営に関する事項における地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化に関する事
項として次の内容を追加すること。 
健康危機管理に対する住民の意識を高めるため，リスクコミュニケーションに努めること。 

(3)その他の地域保健対策の推進に関する重要事項における地域における健康危機管理体制の確保に関す
る事項として次の内容を追加すること。 
① 都道府県は，健康危機に関する事案の発生時に，市町村と有機的に連携した対応ができるよう，市
町村と密接な連携体制を整えること。 

② 都道府県及び市町村は，複数の都道府県に及ぶ大規模災害の発生に備えて，地方公共団体間で情報
収集，情報提供，要支援者への支援等の保健活動の連携体制を強化するとともに，国は，広域的な
災害に係る保健活動に資する人材の育成を支援し，保健活動に携わる保健師等について，迅速に派
遣のあっせん・調整を行う仕組みを構築すること。 

③ 新型インフルエンザ等対策については，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき，新型イン
フルエンザ等の発生に備えた万全の体制を確立するため，都道府県は，政府行動計画に基づき都道
府県行動計画を，市町村は，都道府県行動計画に基づき市町村行動計画を速やかに策定すること。
保健所及び地方衛生研究所は，当該行動計画を踏まえ，地域の保健医療の管理機関としての機能及
び役割を果たすとともに，都道府県は，市町村への技術的支援などを積極的に行うこと。 
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