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第５章 長野県広域受援計画検討委員会における検討経緯 

５．１ 検討体制 

（１） 検討委員会の設置 

○ 本検討の実施体制として、長野県広域受援計画検討委員会、同専門部会及び同広域

防災拠点ワーキンググループを設置した。 

○ 各委員会等は、学識経験者等の専門家、市町村、防災関係機関、協定事業者、県庁

各部局等により構成され、受援計画を定める上で必要な検討・調整を行った。 

 

（２） 検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 近年の大規模災害の応援の受入れを想定した長野県内の体制整備を示す長野県広

域受援計画（以下「受援計画」という。）策定にあたり、専門的・技術的見地から助言等

を行うため、長野県広域受援計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、受援計画の内容となる次の事項について専門的、技術的助言等を行

う。 

 (１) 広域受援に係る県災害対策本部の受援体制の検討 

 (２) 広域防災拠点計画の検討 

 (３) 機能別活動計画の検討 

 (４) その他広域受援計画に関する事項 

 

(組織) 

第３条 委員会は、学識経験者、指定行政機関職員、市町村防災担当職員及び県職員のう

ちから長野県知事が委嘱する委員をもって組織する。 

２ 委員会には委員長を置き、委員互選により選出する。 

３ 委員長は委員会を総括し、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故あるときなどは、委員長が予め指定する委員がその職務を代理する。 

 

(会議等) 

第４条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができ

る。 

２ 委員会は、原則公開とする。なお、特段の理由がある場合は、委員会の決議により非

公開とすることができる。 

 

（専門部会） 

第５条 委員会は、委員会の所掌事務の詳細等について調査・検討するため、専門部会を

設置することができる。 

 

(庶務) 

第６条 委員会の庶務は、長野県危機管理部が委託する事業者が行う。 

 

(雑則) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年５月 15 日から施行する。 
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（３） 検討委員会等の構成員 

○ 長野県広域受援計画検討委員会、同専門部会及び同広域防災拠点ワーキンググルー

プの構成員を表５-１～表５-５に示す。 

表５-１ 長野県広域受援計画検討委員会 構成員 

（敬称略、五十音順） 

 伊藤 俊幸 下諏訪町総務課長（長野県町村会選出町村） 

 宇田川 真之 
東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター 

特任助教 

 川瀬 宏文 国土交通省中部地方整備局総括防災調整官 

 国崎 信江 株式会社危機管理教育研究所代表 

 越野 修三 国立大学法人岩手大学地域防災センター客員教授 

 阪本 真由美 
公立大学法人兵庫県立大学大学院 

 減災復興政策研究科准教授 

 佐野 正 
内閣府政策統括官（防災担当）付 

 参事官（防災計画担当）付参事官補佐 

 田中 達夫 上田市総務部危機管理防災課長（長野県市長会選出市） 

 秦 康範 

 （委員長） 
国立大学法人山梨大学工学部土木環境工学科准教授 

 池田 秀幸 長野県危機管理監兼危機管理部長 

表５-２ 救助活動専門部会 構成員 

庁内 

危機管理部 危機管理防災課 

危機管理部 消防課 

企画振興部 
交通政策課 

松本空港利活用・国際化推進室 

健康福祉部 健康福祉政策課 

健康福祉部 医療推進課 

建設部 建設政策課技術管理室 

建設部 道路管理課 

建設部 道路建設課 

建設部 都市・まちづくり課 

関係 

機関 

陸上自衛隊第 13 普通科連隊 第３科 

長野県警察本部 警備第二課 

DMAT 関係者 信州大学医学部附属病院 

国土交通省 

関東地方整備局 

北陸地方整備局 

中部地方整備局   
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表５-３ 人的支援専門部会 構成員 

庁内 

危機管理部 危機管理防災課 

企画振興部 総合政策課 

企画振興部 市町村課 

総務部 人事課 

総務部 税務課 

県民文化部 県民協働課 

県民文化部 こども･家庭課 

健康福祉部 健康福祉政策課 

健康福祉部 医療推進課 

健康福祉部 健康増進課 

健康福祉部 保健･疾病対策課 

健康福祉部 障がい者支援課 

健康福祉部 食品･生活衛生課 

健康福祉部 薬事管理課 

健康福祉部 地域福祉課 

環境部 水大気環境課 

環境部 生活排水課 

環境部 資源循環推進課 

観光部 山岳高原観光課 

農政部 農業政策課 

農政部 農地整備課 

林務部 信州の木活用課 

林務部 森林づくり推進課 

建設部 建設政策課技術管理室 

建設部 河川課 

建設部 砂防課 

建設部 都市・まちづくり課 

建設部 建築住宅課 

建設部 施設課 

教育委員会事務局 教育政策課 

教育委員会事務局 心の支援課 

教育委員会事務局 文化財･生涯学習課 

関係 

機関 

長野県市長会 上田市 

長野県町村会 下諏訪町 

国土交通省 

関東地方整備局 

北陸地方整備局 

中部地方整備局 

長野県警察本部 捜査第一課 

公益社団法人長野県トラック協会  

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 地域福祉部 

長野県 NPO センター   

全国災害ボランティア支援団体ネッ

トワーク 
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表５-４ 物的支援専門部会 構成員 

庁内 

危機管理部 危機管理防災課 

企画振興部 
交通政策課 

松本空港利活用・国際化推進室 

県民文化部 くらし安全・消費生活課 

健康福祉部 食品･生活衛生課 

健康福祉部 薬事管理課 

環境部 水大気環境課 

環境部 資源循環推進課 

産業労働部 産業政策課 

産業労働部 ものづくり振興課 

農政部 農業政策課 

農政部 農業技術課 

農政部 農地整備課 

林務部 信州の木活用課 

建設部 建設政策課技術管理室 

建設部 道路管理課 

建設部 道路建設課 

教育委員会事務局 保健厚生課 

関係 

機関 

長野県市長会 上田市 

長野県町村会 下諏訪町 

長野県倉庫協会   

株式会社セブン＆アイ・ホールディン

グス 
  

株式会社ローソン   

イオンリテール株式会社   

公益社団法人長野県学校給食会   

公益社団法人長野県トラック協会   

赤帽長野県軽自動車運送協同組合   

陸上自衛隊第 13 普通科連隊 第３科 

長野県警察本部 交通規制課 

国土交通省 北陸信越運輸局 

国土交通省 

関東地方整備局 

北陸地方整備局 

中部地方整備局 

長野県石油商業組合   

一般社団法人長野県 LP ガス協会   
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表５-５ 広域防災拠点ワーキンググループ（救助活動拠点）構成員 

庁内 

危機管理部 危機管理防災課 

危機管理部 消防課 

企画振興部 交通政策課 

松本空港利活用・国際化推進室 

健康福祉部 健康福祉政策課 

健康福祉部 医療推進課 

建設部 建設政策課技術管理室 

建設部 道路管理課 

建設部 道路建設課 

建設部 都市・まちづくり課 

建設部 河川課 

地域振興局 
佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、

木曽、松本、北アルプス、長野、北信 

建設事務所 

佐久（佐久北部）、上田、諏訪、伊那、

飯田（下伊那南部）、木曽、松本、安曇

野、大町、千曲、須坂、長野、北信（飯

山、中野） 

関係 

機関 

陸上自衛隊第 13 普通科連隊 第３科 

長野県警察本部 警備第二課 

DMAT 関係者 信州大学医学部附属病院 

国土交通省 

関東地方整備局 

北陸地方整備局 

中部地方整備局 

市町村 

長野市、松本市、上田市、岡谷市、

飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、

伊那市、中野市、茅野市、塩尻市、

佐久市、東御市、安曇野市、御代田

町、下諏訪町、南箕輪村、小布施町 

 

 

表５-６ 広域防災拠点ワーキンググループ（航空搬送拠点）構成員 

庁内  

危機管理部 危機管理防災課 

危機管理部 消防課 

企画振興部 交通政策課 

松本空港利活用・国際化推進室 

健康福祉部 医療推進課 

関係 

機関 

陸上自衛隊第 13 普通科連隊 第３科 

長野県警察本部 警備第二課 

DMAT 関係者 信州大学医学部附属病院 

市町村 松本市  
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表５-７ 広域防災拠点ワーキンググループ（広域物資輸送拠点）構成員 

庁内  

危機管理部 危機管理防災課 

県民文化部 くらし安全・消費生活課 

健康福祉部 食品･生活衛生課 

健康福祉部 薬事管理課 

環境部 水大気環境課 

産業労働部 産業政策課 

農政部 農業政策課 

農政部 農業技術課 

教育委員会事務局 保健厚生課 

建設部 建設政策課技術管理室 

建設部 道路管理課 

建設部 道路建設課 

建設部 都市・まちづくり課 

教育委員会事務局 スポーツ課 

教育委員会事務局 教学指導課 

地域振興局 
佐久、上田、諏訪、上伊那、南信州、木

曽、松本、北アルプス、長野、北信 

建設事務所 

佐久（佐久北部）、上田、諏訪、伊那、

飯田（下伊那南部）、木曽、松本、安曇

野、大町、千曲、須坂、長野、北信（飯

山、中野） 

関係 

機関 

長野県倉庫協会  

株式会社セブン＆アイ・ホールディン

グス 

 

株式会社ローソン  

イオンリテール株式会社  

公益社団法人長野県学校給食会  

長野県警察本部 交通規制課 

公益社団法人長野県トラック協会  

赤帽長野県軽自動車運送協同組合  

陸上自衛隊第 13 普通科連隊 第３科 

国土交通省 北陸信越運輸局 

国土交通省 

関東地方整備局 

北陸地方整備局 

中部地方整備局 

市町村 

長野市、松本市、上田市、諏訪市、伊那

市、茅野市、佐久市、千曲市、東御市、

御代田町、立科町、下諏訪町、原村、南

箕輪村、中川村、山形村、飯綱町 
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５．２ 検討スケジュール 

○ 検討委員会は、図 ５-１に示す検討スケジュールに従い、平成 30 年７月から８カ月

にわたり開催した。 

○ 各専門部会及びワーキンググループでの検討結果を検討委員会で報告し、検討の方

向性について助言を受けた。 

○ 広域防災拠点ワーキンググループでは、３つの主な拠点機能ごとに広域防災拠点計

画について検討した。 

○ 専門部会では、16 の機能別作業部会ごとに機能別活動計画について検討した。 

○ 第３回検討委員会において、広域防災拠点計画及び機能別活動計画を含む長野県広

域受援計画を策定した。 

 

 

 

図 ５-１ 検討スケジュール 
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５．３ 検討委員会等の開催概要 

会議 開催日・会場 議事 

第１回検討委員会 平成30年６月19日(火)  

※大阪府北部を震源と

する地震の発生によ

り中止（個別説明を

実施） 

（１）平成 29 年度の検討経緯について 

（２）長野県広域受援計画の検討の進め方につ

いて 

（３）広域防災拠点計画の検討の進め方につい

て 

（４）機能別活動計画の検討の進め方について 

（５）広域受援に係る県災害対策本部の受援体

制について 

（６）長野県広域受援計画の構成について 

（７）その他 

第１回専門部会 

 

第１回広域防災拠

点ワーキンググル

ープ 

平成30年７月11日(水) 

長野県保健福祉事務所 

301、302、303室 

（１）平成 29 年度の検討経緯について 

（２）長野県広域受援計画の検討の進め方につ

いて 

（３）広域防災拠点計画の検討の進め方につい

て 

（４）機能別活動計画の検討の進め方について 

（５）その他 

第２回検討委員会 平成30年８月６日(月) 

松本合同庁舎 

501会議室 

（１）広域防災拠点候補施設の現地視察につい

て 

（２）広域受援に係る県災害対策本部の受援体

制について 

（３）その他 

第１回救助活動拠

点ワーキンググル

ープ 

平成30年８月27日(月) 

長野県庁議会棟 

401会議室 

（１）計画の作成について 

（２）救助活動拠点の選定について 

（３）広域防災拠点計画について 

（４）その他 

第１回広域物資輸

送拠点ワーキング 

グループ 

平成30年８月27日(月) 

長野県庁議会棟 

401会議室 

（１）計画の作成について 

（２）広域物資輸送拠点の選定について 

（３）広域防災拠点計画について 

（４）その他 

第１回航空搬送拠

点ワーキンググル

ープ 

平成30年10月16日(火) 

長野県庁西庁舎 

303会議室 

（１）広域防災拠点ワーキンググループについ

て 

（２）拠点機能別ワーキンググループにおける

計画の作成について 

（３）航空搬送拠点の選定について 

（４）広域防災拠点運用計画の作成について 

（５）航空医療搬送作業部会について 

（６）その他 
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会議 開催日・会場 議事 

第２回専門部会 

 

第２回広域防災拠

点ワーキンググル

ープ 

平成30年11月27日(火) 

長野市生涯学習センタ

ー４階 大学習室３ 

（１）長野県災害対策本部の受援体制について 

（２）広域防災拠点計画（素案）の作成につい

て 

（３）機能別活動計画（素案）の作成について 

（４）長野県広域受援計画（素案）について 

（５）長野県市町村受援計画の作成について 

（６）今後のスケジュール 

（７）その他 

第３回検討委員会 平成30年12月19日(水) 

長野県庁議会棟 404、

405会議室 

（１）長野県災害対策本部の受援体制について 

（２）広域防災拠点計画（素案）の作成につい

て 

（３）機能別活動計画（素案）の作成について   

（４）長野県広域受援計画 素案（事務局案）

について 

（５）長野県市町村受援計画の作成について 

（６）今後のスケジュール 

第４回検討委員会 平成31年２月６日(水) 

長野上水内教育館 

（１）長野県災害対策本部の受援体制について 

（２）広域防災拠点計画（案）について 

（３）機能別活動計画（案）について 

（４）長野県広域受援計画（案）について 

（５）長野県市町村受援計画の作成について 

（６）長野県広域受援計画の今後の継続的取組

について 

（７）今後のスケジュール            

（８）その他 

 


