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第７章 関係資料 

 

我が国の災害時の対策は、基本的事項の総合的な対策については「災害対策基本法」、被災者の救助に関する

具体的、応急的な内容については「災害救助法」に定められている。厚生労働省においては「厚生労働省防災

業務計画」が、県及び各市町村においては「地域防災計画」が策定されている。 

 

第１節 災害対策に関する法律の一覧 

1.1. 基本法関係 

１１１１．．．．災害対策基本法災害対策基本法災害対策基本法災害対策基本法（（（（昭和昭和昭和昭和36 36 36 36 年法律第年法律第年法律第年法律第223 223 223 223 号号号号））））    

２．海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45 年法律第136 号） 

３．石油コンビナート等災害防止法（昭和50 年法律第84 号） 

４．大規模地震対策特別措置法（昭和53 年法律第73 号） 

５．原子力災害対策特別措置法（平成11 年法律第156 号） 

６．東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14 年 

法律第92 号） 

７．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措 

置法（平成16年法律第27号） 

 

1.2. 災害予防関係 

１．砂防法（明治30 年法律第29 号） 

２．建築基準法（昭和25年法律第201号） 

３．森林法（昭和26年法律第249号） 

４．特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（昭和27年法律第96号） 

５．気象業務法（昭和27年法律第165号） 

６．海岸法（昭和31年法律第101号） 

７．地すべり等防止法（昭和33年法律第30号） 

８．台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法（昭和33年法律第72号） 

９．豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号） 

10．河川法（昭和39年法律第167号） 

11．急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号） 

12．活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）（内閣府、農林水産省） 

13．地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別 

措置に関する法律（昭和55年法律第63号） 

14．地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号） 
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15．建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号） 

16．密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号） 

17．土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年 

法律第57号） 

18．特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号） 

 

1.3. 災害対応対策関係 

１１１１．．．．災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法（（（（昭和昭和昭和昭和22222222年法律第年法律第年法律第年法律第118118118118号号号号））））    

２．消防法（昭和23年法律第186号） 

３．水防法（昭和24年法律第193号） 

  

1.4. 災害復旧・復興、財政金融措置関係 

１．森林国営保険法（昭和12年法律第25号） 

２．農業災害補償法（昭和22年法律第185号） 

３．独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）（国土交通省） 

４．農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法 

律第169号） 

５．中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号） 

６．公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号） 

７．公営住宅法（昭和26年法律第193号） 

８．漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号） 

９．農林漁業金融公庫法（昭和27年法律第355号） 

10．鉄道軌道整備法（昭和28年法律第169号） 

11．公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和28年法律第247号） 

12．天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和30 

年法律第136号） 

13．空港整備法（昭和31年法律第80号） 

14．小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和31年法律第115号） 

15．激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第 

150号） 

16．漁業災害補償法（昭和39年法律第158号） 

17．地震保険に関する法律（昭和41年法律第73号） 

18．防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 

（昭和47年法律第132号） 

19．災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号） 

20．被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号） 
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21．被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（平成７年法律第43号） 

22．特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 

（平成８年法律第85号） 

23．被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号） 

 

1.5. 組織関係 

１．消防組織法（昭和22年法律第226号） 

２．海上保安庁法（昭和23年法律第28号） 

３．警察法（昭和29年法律第162号） 

４．自衛隊法（昭和29年法律第165号） 
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第２節 関係機関、関係者の一覧表等   

 

１ 「県大規模災害時医療救護マニュアル」における「報告・要請・伝達先」  

  次に平成２５年度版「県大規模災害時医療救護マニュアル」における「報告・要請・伝達先」を参考まで

に示した。ただし、年度により一部に変更があるので注意を要する。 

 

（１）県医療救護対策本部（県本部） 

 設置場所  山梨県庁本館５階福祉保健部医務課内 

 甲府市丸の内１丁目６－１ 

  （県庁舎が使用不能の場合は、県災害対策本部と連動し、最寄りの地方 

   連絡本部に設置する。） 

 連絡先  電話 ０５５－２２３－１４８０、１４８１、１４８２、１４８３、１４８４ 

 FAX ０５５－２２３－１４８６ 

 防災無線 ９－２００－３４００～３４２５（庁内内線番号） 

E-mail  imuka@pref.yamanashi.lg.jp 

 

（２）県本部役員 

 本部長 

 副本部長  
 県福祉保健部長 

 県医師会長、県歯科医師会長、県薬剤師会長、県看護協会長 

 

（３）地区医療救護対策本部（地区本部） 

 中北地区医療救護対策本部 

 中北保健所内 

 甲府市太田町９－１ 

 

 

 

 電話 ０５５－２３７－１３８０～１３８３、 

            １４０３、１４１８ 

 FAX ０５５－２３５－７１１５ 

 防災 (地)９－２２０－１－１２４ 

   （衛）９１６－２０９ 

E-mail  ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp 

中北地区医療救護対策本部峡北支所 

 中北保健所峡北支所内 

 韮崎市本町４丁目２－４ 

電話 ０５５１－２３－３０７４ 

 FAX ０５５１－２３－３０７５ 

 防災 ９－４００－３００１～３０４４ 

E-mail  khk-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp 

 峡東地区医療救護対策本部 

 峡東保健所内 

 山梨市下井尻１２６－１ 

 

 電話 ０５５３－２０－２７５０～２７５３ 

 FAX  ０５５３－２０－２７５４ 

 防災 ９－３００－３０００～３０５２ 

E-mail  kt-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp 

 峡南地区医療救護対策本部 

 峡南保健所内 
 南巨摩郡富士川町鰍沢７７１－２ 

 

 

 電話 ０５５６－２２－８１４５～８１５８ 

 FAX  ０５５６－２２－８１４７、８１５９ 

 防災  （電話）９－３６０－３０００～３０６３ 

    （fax）９－３６０－３００９，３０３５ 

 E-mail  kn-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp 

富士・東部地区医療救護対策本部 

 富士・東部保健所内 

 富士吉田市上吉田１丁目２－５  

 

 電話 ０５５５－２４－９０３２～９０３５ 

 FAX  ０５５５－２４－９０３７ 
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（４）地区医師会       連絡先は省略 

（５）歯科医師会支部長    連絡先は省略 

（６）薬剤師会支部長     連絡先は省略 

 

（７）日本赤十字社山梨県支部 
団体名等 所在地及び連絡先 

日本赤十字社山梨県支部 

事業推進課 

〒４００－００６２ 

甲府市池田１－６－１ 

ＴＥＬ ０５５－２５１－６７１１ 

防災無線（地） ９－２２０－１－０５７ 

    （衛） ９１６－２１５ 

ＦＡＸ ０５５－２５４－０３５１ 

E-mail：info@yamanashi.jrc.or.jp 

山梨県赤十字血液センター 〒４００－００６２ 

甲府市池田１－６－１ 

ＴＥＬ ０５５－２５１－５８９１ 

ＦＡＸ ０５５－２５２－１２０３ 

E-mail：e-mail@yamanashi.bc.jrc.or.jp 

山梨赤十字病院 〒４０１－０３０１ 

南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ 

ＴＥＬ ０５５５－７２－２２２２（代） 

防災無線 ９－２２０－１－０８２ 

ＦＡＸ ０５５５－７３－１３８５ 

E-mail：rchfuji@mfi.or.jp 

 

（８）消防機関                              
団体名等 所在地及び連絡先 

甲府地区消防本部 〒４００－０８５６ 

甲府市伊勢３丁目８－２３ 

TEL ０５５－２２２－１１９０ 

FAX ０５５－２２２－７５８３ 

防災無線９－２２０－１－０３６ 

E-mail：info@kfd.or.jp 

南アルプス市消防本部 〒４００－０３０５ 

南アルプス市十五所１０１４ 

TEL ０５５－２８３－０１１９ 

FAX ０５５－２８４－６０７１ 

防災無線９－２２０－１－０４５ 

E-mail：sshobo@city.minami-alps.lg.jp 

峡北消防本部 〒４０７－００２４ 

韮崎市本町４丁目９－４８ 

TEL ０５５１－２２－０１１９ 

FAX ０５５１－２２－８７４７ 

防災無線９－２２０－１－０４０ 

E-mail：soumu119@kyohoku.com 
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東山梨消防本部 〒４０４－００３７ 

甲州市塩山西広門田３８５ 

TEL ０５５３－３２－０１１９ 

FAX ０５５３－３２－３２４０ 

防災無線９－２２０－１－０４３ 

笛吹市消防本部 〒４０６－００２７ 

笛吹市石和町下平井２０４ 

TEL ０５５－２６１－０１１９ 

FAX ０５５－２６２－８５３５ 

防災無線９－２２０－１－０４１ 

E-mail：honbu-shobo@city.fuefuki.lg.jp 

峡南消防本部 〒４０９－３６０５ 

西八代郡市川三郷町下大鳥居２７ 

TEL ０５５－２７２－１９１９ 

FAX ０５５－２７２－０６５５ 

防災無線９－２２０－１－０４２ 

E-mail：honbu@kyonan.jp 

富士五湖消防本部 〒４０３－０００４ 

富士吉田市下吉田１８９６ 

TEL ０５５５－２２－０１１９ 

FAX ０５５５－２４－４４２０ 

防災無線９－２２０－１－０３８ 

E-mail：fg-shireika@mfi.or.jp 

都留市消防本部 〒４０２－００５３ 

都留市上谷２丁目２－９ 

TEL ０５５４－４３－１１１９ 

FAX ０５５４－４５－１１９９ 

防災無線９－２２０－１－０３７ 

E-mail：syoubou-keibou@city.tsuru.lg.jp 

大月市消防本部 〒４０１－００１５ 

大月市大月町花咲１６０８番地１９ 

TEL ０５５４－２２－０１１９ 

FAX ０５５４－２３－０１１９ 

防災無線９－２２０－１－０３９ 

E-mail：syoubouhonbu-19206@city.otsuki.lg.jp 

上野原市消防本部 〒４０９－０１１２ 

上野原市上野原７５８ 

TEL ０５５４－６２－４１１１ 

FAX ０５５４－６３－４１１９ 

防災無線９－２２０－１－０４４ 

E-mail：shobo@city.uenohara.lg.jp 

 

 

（９）山梨県災害対策本部・地方連絡本部 

        各地域県民センター 
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■ 災害拠点病院等医療機関 
 ◇ 基幹災害拠点病院 

病院名等 一般 

病床数(床) 

電話 ＦＡＸ E-mail 

県立中央病院 

甲府富士見1-1-1 
６２９ 

055-253-7111 

※防災電話 

 9-210- 

055-253-8011 
chubyo@ych.pref.y

amanashi.jp 

 

 ◇ 基幹災害支援病院 

病院名等 一般 

病床数(床) 

電話 ＦＡＸ E-mail 

山梨大学医学部附属病院 

中央市下河東1110 
５６６ 

055-273-1111 

9-220-1-081 

055-273-7108 

9-220-2-081 

hosp@med.yamanashi

.ac.jp 

山梨赤十字病院 

富士河口湖町船津6663-1 
２２４ 

0555-72-2222 

9-220-1-082 

0555-73-1385 

9-220-2-082 
rchfuji@mfi.or.jp 

 

 ◇ 地域災害拠点病院 

病院名等 一般 

病床数(床) 

電話 ＦＡＸ E-mail 

 市立甲府病院 
  甲府市増坪町366 

 ４０２ 
 055-244-1111 
 9-220-1-083 

 055-220-2650 
 9-220-2-083 

byoinssm@city.  k
ofu.lg.jp 

 巨摩共立病院 
  南アルプス市桃園340 

 １０３ 
 055-283-3131 
 9-220-1-088 

 055-282-5614 
 9-220-2-088 

komakyouritsu@yam
anashi-min.jp 

中 

 

北 

 韮崎市立病院 
  韮崎市本町3-5-3 

 １４１ 
 0551-22-1221 
 9-220-1-087 

 0551-22-9731 
 9-220-2-087 

hospital@city.nir
asaki.lg.jp 

 山梨厚生病院 
  山梨市落合860 

 ３３９ 
 0553-23-1311 
 9-220-1-084 

 0553-22-1000 
 9-220-2-084 

kikaku@kosei.jp 
峡 

東 笛吹中央病院 
  笛吹市石和町四日市場 
47-1 

 １５０ 
 055-262-2185 
 9-220-1-085 

 055-262-5985 
 9-220-2-085 

fuefukihp@fch.or.
jp 

峡 

南 
 社会保険鰍沢病院 
  富士川町鰍沢340-1 

 １５４ 
 0556-22-3135 
 9-220-1-086 

 0556-22-3884 
 9-220-2-086 

s-kajika@aioros.o
cn.ne.jp 

 富士吉田市立病院 
  富士吉田市上吉田6530 

 ２５４ 
 0555-22-4111 
 9-220-1-089 

 0555-22-6995 
 9-220-2-089 

byoin@city.fujiy 
oshida.lg.jp 

富

士 

・ 

東

部 

 大月市立中央病院 
  大月市大月町花咲1225 

 １８３ 
 0554-22-1251 
 9-220-1-090 

 0554-22-3765 
 9-220-2-090 

iji-hp@city.otsu 
ki.lg.jp 
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◇ 災害支援病院 

 

    病院名等  電 話  FAX 

 独立行政法人国立病院機構甲府病院  甲府市天神町11-35  055-253-6131  055-251-5597 

 社会保険 山梨病院  甲府市朝日3-11-16  055-252-8831  055-253-4735 

 甲府共立病院  甲府市宝1-9-1  055-226-3131  055-226-9715 

 武川病院  昭和町飯喰1277  055-275-7311  055-275-4562 

 貢川整形外科病院  甲府市新田町10-26  055-228-6381  055-228-6550 

 三枝病院  甲斐市竜王新町1440  055-279-0222  055-279-3042 

 赤坂台病院  甲斐市竜王新町2150  055-279-0111  055-279-3912 

 竜王ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  甲斐市万才287  055-276-1155  055-279-1262 

 高原病院  南アルプス市荊沢255  055-282-1455  055-284-3877 

 宮川病院  南アルプス市上今諏訪1750  055-282-1107  055-282-1108 

 北杜市立塩川病院  北杜市須玉町藤田773  0551-42-2221  0551-42-2992 

 北杜市立甲陽病院  北杜市長坂町大八田3954  0551-32-3221  0551-32-7191 

 
 
 
 
 
 
 
 中 
 
 
 北 

 韮崎相互病院  韮崎市本町1-16-2  0551-22-2521  0551-23-1838 

 加納岩総合病院  山梨市上神内川1309  0553-22-2511  0553-23-1872 

 塩山市民病院  甲州市塩山西広門田433-1  0553-32-5111  0553-32-5115 

 甲州市立勝沼病院  甲州市勝沼町勝沼950  0553-44-1166  0553-44-2906 

 山梨市立牧丘病院  山梨市牧丘町窪平302-2  0553-35-2025  0553-35-4434 

 富士温泉病院  笛吹市春日居町小松1177  0553-26-3331  0553-26-3574 

 甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院  笛吹市石和町四日市場2031  055-262-3121  055-262-3727 

 石和温泉病院  笛吹市石和町八田330-5  055-263-0111  055-263-0260 

 石和共立病院  笛吹市石和町広瀬623  055-263-3131  055-263-3136 

 
 
 
 
 
 
 峡 
 
 
 
 東 

 一宮温泉病院  笛吹市一宮町坪井1745  0553-47-3131  0553-47-3434 

 市川三郷町立病院  市川三郷町市川大門428-1  055-272-3000  055-272-0937 

 組合立飯富病院  身延町飯富1628  0556-42-2322  0556-42-3481 

 身延山病院  身延町梅平2483-167  0556-62-1061  0556-62-1306 

 峡南病院  富士川町鰍沢1806  0556-22-4411  0556-22-6553 

 
 
 峡 
 
 
 南 

 しもべ病院  身延町下部1063  0556-36-1111  0556-36-1556 

 上野原市立病院  上野原市上野原3195  0554-62-5121  0554-63-2469 富 
士 
・ 
東 
部 

 都留市立病院  都留市つる5-1-55  0554-45-1811  0554-45-2467 
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参考   

１，山梨県における基本計画等 

山梨県地域防災計画 

やまなし防災アクションプラン 

災害時避難対策指針 

山梨県危機管理基本方針 

富士山火山防災避難計画 

山梨県業務継続計画（BCP） 

山梨県大規模災害時医療救護マニュアル  

 

２，山梨県が作成したマニュアル等 

  災害時の特定給食施設等のためのマニュアル策定の手引 （健康増進課） 

  「災害時における歯科口腔保健」           （健康増進課） 

  避難所における要援護者支援チェックリストモデル  （中北保健福祉事務所） 

   

３，山梨県内の機関が作成したその他の関連マニュアル 

  大規模災害時歯科医療救護マニュアル （山梨県歯科医師会） 

  大規模災害時歯科保健医療（口腔ケア）マニュアル （山梨県歯科医師会） 

  山梨県薬剤師会大規模災害時活動マニュアル   （山梨県薬剤師会） 

 

４，災害時保健師活動に関係するマニュアル等    

  避難所での認知症の人と家族支援ガイド  

 （社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター）

http://www.dcnet.gr.jp/info/detail/?INFORMATION=21 

 

  災害時の発達障害児・者支援エッセンス 

   （国立障害者リハビリテーションセンター研究所 発達障害情報・支援センター）

http://www.rehab.go.jp/ddis/?action=common_download_main&upload_id=813 

 

  避難所健康維持チェックリスト 

   （医療安全全国共同行動） http://kyodokodo.jp/ 

 

  日本介護支援専門員協会 災害対応マニュアル 

    （一般社団法人 日本介護支援専門員協会） http://www.jcma.or.jp/index.html   
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５，災害時保健師活動マニュアル関連マニュアル 

大規模災害における保健師の活動マニュアル  

平成２５年７月 全国保健師長会 http://www.nacphn.jp/saigai-manyuaru.html 

 

  東日本大震災・被災地から学ぶ母子保健活動の手引き 

  平成２５年３月 東日本大震災時の地域母子保健活動の課題に関する研究（研究班編） 

 

 被災地への保健師の派遣の在り方に関する検討会報告書   

 平成２５年３月 日本公衆衛生協会 www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h24_01.pdf 

 

 東日本大震災における保健師活動の実態とその課題報告書 

  平成２５年３月 日本公衆衛生協会www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h24_03.pdf 

 

地震災害時における効果的な保健活動の支援体制の在り方に関する検討会報告書   

  平成２０年３月 地震災害時における効果的な保健活動の支援体制の在り方に関する検討会 www.jpha.or.

jp/jpha/suishin/jishin%202007.pdf 

 

大規模災害時における保健師の活動マニュアル 

  平成１８年３月 全国保健師長会 www.nacphn.jp/dl_file/H17chousa_03a.pdf 

 

災害時の保健活動～保健師の派遣と受け入れの指針～ 

  平成２０年３月 地震災害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 www.jpha.or.jp/jpha/suishin/jishin%20shishin%202007.pdf 

 

６，公衆衛生全般の情報 

「公衆衛生ねっと」  http://www.koshu-eisei.net/ 
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災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける保健師活動保健師活動保健師活動保健師活動マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル見直見直見直見直しのためのしのためのしのためのしのための検討委員検討委員検討委員検討委員    

 

        平成２４年度検討委員 

 所属 職位 氏名 

山梨県福祉保健部 

 

医務課 課長 田中 俊郎 

 

 

 看護指導監 三井 文子 

中北保健福祉事務所 

 

健康支援課 課長 市川 敏美 

中北保健福祉事務所峡北支所 

 

健康支援課 課長 河西 文子 

峡東保健福祉事務所 

 

健康支援課 課長 池谷 澄香 

 

峡南保健福祉事務所 

 

地域保健課 課長 横田 恵子 

富士東部保健福祉事務所 

 

地域保健課 課長 柴田 昌子 

甲府市 

 

健康衛生課 課長補佐 黒倉 さゆり 

南アルプス市 

 

健康増進課 副主幹 荻野 尚子 

甲州市 

 

健康増進課 課長 井上 愛子 

南部町 

 

福祉保健課 主査 若林 澄江 

富士吉田市 

 

健康長寿課 主査 安保 洋子 

 

 

庶務 

山梨県福祉保健部 医務課 課長補佐 村松 久 

  副主幹 高野 さは子 

  主査 松井 理香 
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災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける保健師活動保健師活動保健師活動保健師活動マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル見直見直見直見直しのためのしのためのしのためのしのための検討委員検討委員検討委員検討委員・・・・作業部会構成委員作業部会構成委員作業部会構成委員作業部会構成委員    

    

    

平成２５年度検討委員 

 所属 職位 委員氏名 作業部会氏名 

山梨県福祉保健部 

 

医務課 課長 小島 良一  

 

 

 看護指導監 市川 敏美  

中北保健福祉事務所 

 

健康支援課 課長 飯窪 千恵 健康支援課 

飯窪 千恵 

中北保健福祉事務所峡北支所 

 

健康支援課 課長 望月 まゆみ 健康支援課 

望月 まゆみ 

峡東保健福祉事務所 

 

地域保健課 課長 守屋 法子 地域保健課 

守屋 法子 

峡南保健福祉事務所 

 

健康支援課 課長 佐藤 久子 地域保健課 

村松 直美 

富士東部保健福祉事務所 

 

地域保健課 課長 柴田 昌子 健康支援課 

板庇 節子 

甲府市 

 

健康衛生課 課長補佐 黒倉 さゆり 健康衛生課 

花輪 加津美 

南アルプス市 

 

健康増進課 副主幹 荻野 尚子 健康増進課 

荻野 尚子 

甲州市 

 

健康増進課 課長 井上 愛子 福祉介護課 

武藤 陽子 

南部町 福祉保健課 主査 若林 澄江 福祉保健課 

佐野 千代子 

富士吉田市 健康長寿課 主査 滝口 真樹 健康長寿課 

滝口 真樹 

  

 

庶務 

山梨県福祉保健部 医務課 課長補佐 村松 久 

  副主幹 高野さは子 

     技師   大原 美里 

 

 


