
■長野県広域受援計画検討委員会　専門部会構成員（案）

備考・分掌等

救助活動専門部会 庁内 危機管理部 危機管理防災課
県災害対策本部室「総括調整担当」
○防災関係機関との合同会議の開催に関すること　等

・広域防災拠点計画
・救助、消防活動に係る計画
・救命活動に係る計画

危機管理部 消防課

県災害対策本部室「広域応援・救助担当」
○救助部隊（陸上・航空）の活動調整に関すること
○緊急消防援助隊の応援受け入れ
○消防防災ヘリコプターの運航に関すること　等

企画振興部
交通政策課
松本空港利活用・国際化推進室

○松本空港の管理に関すること

健康福祉部 健康福祉政策課 ○所管する現地機関及び県立病院機構の応急対策等に関すること

健康福祉部 医療推進課

○災害医療本部の設置及び運営に関すること
○医療救護の広域応援の調整に関すること
○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）派遣要請
○航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運営に関すること
○ドクターヘリの運航に関すること
○救護所・医療機関等の状況把握　等

建設部 道路管理課
○道路情報の収集及び提供に関すること
○道の駅の道路ネットワーク上の防災拠点としての整備の推進

建設部 道路建設課
○緊急輸送路の整備
○有料道路（道路公社管理）の被害状況の情報収集

建設部 都市・まちづくり課 ○防災拠点（松本平広域公園）の管理
関係機関 陸上自衛隊第13普通科連隊 第３科 ○災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関すること

長野県警察本部 警備第二課 ○警察災害派遣隊の援助の要求

DMAT関係者 信州大学医学部附属病院
○救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請
○医療救護活動に関すること

専門部会
（検討対象の計画）

構成員（案）

資料２－３



備考・分掌等

人的支援専門部会 庁内 危機管理部 危機管理防災課

県災害対策本部室「総括調整担当」
○各部への応援要員の配置、調整に関すること
○避難所運営等に係る県内市町村職員の応援派遣の協力に関すること
〇災害ボランティア・NPOの受入等に関すること　等

・人的支援に係る計画 企画振興部 総合政策課 ○全国知事会に関すること
・災害ボランティア等に係る計画 企画振興部 市町村課 ○被災市町村の行政及び財政の連絡調整に関すること

総務部 人事課 ○派遣職員の選定等の調整に関すること
総務部 税務課 〇住宅の被害認定の支援に関すること
県民文化部 県民協働課 〇NPOの受入等に関すること
県民文化部 こども･家庭課 ○児童福祉司、児童心理司の派遣に関すること
健康福祉部 健康福祉政策課 ○健康福祉部に所属する職員の派遣に関すること

健康福祉部 医療推進課
○災害派遣医療チーム(DMAT)、医療救護班、看護師等医療関係者の派遣に関すること
○遺体の検案及びこれに係る必要な措置に関すること

健康福祉部 健康増進課 ○管理栄養士の派遣に関すること

健康福祉部 保健･疾病対策課
○歯科医師の派遣に関すること
○心のケア対策に関すること

健康福祉部 障がい者支援課 ○手話通訳者の派遣に関すること

健康福祉部 食品･生活衛生課

○避難所運営に係るホテル、旅館等との連携協力に関すること
○被災動物の救援に関すること。
○広域火葬の応援・協力の要請に関すること
○遺体の搬送協力の調整に関すること

健康福祉部 薬事管理課 ○薬剤師班の派遣に関すること
健康福祉部 地域福祉課 ○ボランティアの受入等に関すること
環境部 水大気環境課 ◯被災建築物の石綿露出状況等の調査に関すること
環境部 生活排水課 ○協定に基づく協会等機関への応援要請について
環境部 資源循環推進課 ○災害廃棄物の処理に係る調整に関すること
観光部 山岳高原観光課 ○観光客の安全確保に関すること
農政部 農業政策課 ○農業協同組合、農業者等への指導又は指示に関すること
農政部 農地整備課 ○農地や水路、ため池等の応急対策に関すること
林務部 信州の木活用課 ○林道及び林業関連施設の応急対策等に関すること
林務部 森林づくり推進課 ○林地及び治山施設の応急対策等に関すること
建設部 建設政策課技術管理室 ○協定に基づく協会等機関への応援要請について
建設部 河川課 ○水防活動の応援に関すること
建設部 砂防課 ○土砂災害危険箇所点検に関すること
建設部 都市・まちづくり課 ○被災宅地危険度判定に関すること

建設部 建築住宅課
○被災建築物の応急危険度判定に関すること
○住家の被害認定調査に関すること

建設部 施設課 ○被災県有施設の応急対策に係る技術支援に関すること
教育委員会事務局 教育政策課 ○教職員の派遣に関すること
教育委員会事務局 心の支援課 ○被災した児童生徒等の心のケアに関すること
教育委員会事務局 文化財･生涯学習課 ○文化財の応急対策に関すること

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、
中部地方整備局、
北陸地方整備局

○緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣

長野県警察本部 捜査第一課 ○遺体の検視に関すること
長野県トラック協会 ○遺体の搬送に関すること
県社会福祉協議会 地域福祉部ボランティア振興グループ ○災害ボランティアに関すること
長野県NPOセンター 〇NPOの受入等に関すること
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 〇NPOの受入等に関すること

○要配慮者の安全確保及び避難行動要支援者の安全な避難に関すること
○指定避難所の開設に関すること
○災害時における清掃、防疫その他保健衛生に関すること
○災害時における文教対策に関すること　等

専門部会
（検討対象の計画）

構成員（案）



備考・分掌等

物的支援専門部会 庁内 危機管理部 危機管理防災課
県災害対策本部室「物資調整担当」（物資輸送関係機関を含む）
○食料品、生活必需品等の輸送に関すること　等

企画振興部
交通政策課
松本空港利活用・国際化推進室

○松本空港の管理に関すること

県民文化部 くらし安全・消費生活課 ○食料・生活物資の調達に関すること
健康福祉部 食品･生活衛生課 ○棺、ドライアイス等の手配要請に係る支援に関すること

健康福祉部 薬事管理課
○備蓄医薬品・衛生材料の供給に関すること
○医療ガスの供給に関ること

環境部 水大気環境課 ○飲料水供給の応援に関すること
環境部 資源循環推進課 ○災害廃棄物の処理に係る調整に関すること
産業労働部 産業政策課 ○生活必需品等物資の供給に係る協定締結団体への要請に関すること
産業労働部 ものづくり振興課 ○ＬＰガスに係る物資の調達に関すること
農政部 農業政策課 ○食料品等供給に係る協定締結団体への要請に関すること
農政部 農業技術課 ○主要食糧の調達に関すること
農政部 農地整備課 ○農地、農業用施設の応急対策等に関すること
林務部 信州の木活用課 ○林道及び林業関連施設の応急対策等に関すること

建設部 建設政策課技術管理室
○部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること
○土木資材の確保に関すること

建設部 道路管理課
○道路啓開の実施
○通行の規制及び迂回路に関すること
○道路障害物の除去（啓開）に関すること

建設部 道路建設課 ○有料道路（道路公社管理）の被害状況の情報収集
教育委員会事務局 保健厚生課 ○学校給食の確保に関すること

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 ○食料、生活必需品等の保管等の倉庫による保管協力
(株)セブン＆アイ・ホールディングス 〇物資の確保に関すること
(株)ローソン 〇物資の確保に関すること
イオンリテール(株) 〇物資の確保に関すること
（公財）長野県学校給食会 ○学校給食の確保に関する協力
長野県トラック協会 ○災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送協力
赤帽長野県軽自動車運送協同組合 ○食料、生活必需品等の輸送協力
陸上自衛隊第13普通科連隊 第３科 ○災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関すること

長野県警察本部 交通規制課
○交通規制に関すること
○緊急通行車両等の確認事務に関すること
○道路調査及び交通情報の収集、伝達に関すること

国土交通省 北陸信越運輸局 ○災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及び自動車による輸送の確保に関すること

国土交通省
関東地方整備局、
中部地方整備局、
北陸地方整備局

○緊急輸送を確保するために必要な道路の整備
○緊急輸送を確保するために必要な道路の啓開・啓開支援

長野県石油商業組合
○緊急車両への石油類の優先供給
○災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設への石油類の優先供給

長野県ＬＰガス協会 ○液化石油ガスの緊急輸送

○救助物資及び災害対策用資機（器）材の備蓄・調達に関すること
○資材、人員、生活必需品等の緊急輸送に関すること
○緊急道路及び緊急輸送の確保に関すること

・物的支援、輸送活動に係る計画
・燃料調達に係る計画

専門部会
（検討対象の計画）

構成員（案）


