
 

 

 

第 17 節 衣料、生活必需品等物資の供給計画 

被災者に配付する衣料、生活必需品等の確保と供給を迅速かつ確実に行うための計画であり、特

に給与又は貸与については責任分担と協力者をきめて、調達の方法、配分計画などを定め災害時に

不安・混乱を生じないよう定めておくものとする。 

１．実施責任者 

災害対策本部長（市長）が主体となり実施するものとするが、災害救助法が適用された場合の

給与物資の確保及び市当局までの輸送は県知事が行い、被災者に対する支給は知事の補助機関と

して本部長が実施するものとする。また、知事から委任されたとき及び知事に救助のいとまがな

いときも知事の補助機関として本部長（市長）が行う。 

２．給与又は貸与の対象者 

災害により住居に被害（全焼・全壊・流失・半焼・半壊・床上浸水）を受けた場合、生活上必

要な家財等が喪失又は毀損し、日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。 

３．給与又は貸与の方法 

（１）物資の購入及び配分計画の樹立 

民生対策部は、世帯構成員別被害状況を把握し、救助物資の購入及び配分計画を作りこれ

によって購入し給与及び貸与するものとする。 

（２）物資の調達 

物資の調達については、民生対策部において行うが、市内で調達困難な場合は、県に依頼

し調達する。 

（３）救援物資の集積場所 

調達した物資又は県からの救援物資は、小中学校体育館等で運送業者やボランティアの協

力を得て仕分け等を行う。 

４．給与又は貸与の費用及び期間等 

給与又は貸与の品目、支給基準、費用・期間については、災害救助法が適用された場合に準ず

る。 
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第 18 節 応急仮設住宅建設等計画 

災害のため住家が全焼、全壊、流失、又は半焼、半壊した場合の応急仮設住宅の建設及び応急的

修理を行い、被災者の居住の安定を図るための計画である。 

１．実施責任者 

災害対策本部長（市長）が被災者に対する応急仮設住宅の設置について行うものとする。災害

救助法を適用した場合の応急仮設住宅の建設は知事が行うが、知事により救助事務を行うことと

された場合又は知事の実施を待つことができない場合は、本部長（市長）が実施する。 

担当は、災害対策部があたるものとする。 

２．応急仮設住宅の設置 

（１）応急仮設住宅の入居基準 

応急仮設住宅に収容する被災者は、災害のため住家が全焼・全壊・流失し、自らの資力で

住宅を得ることの出来ない者とする。 

（２）応急仮設住宅の建設方法 

応急仮設住宅の建設は、本部会議が検討し民生対策部からの要請により、災害対策部が実

施する。 

（３）建設用地の決定 

災害の状況に応じ、飲料水・衛生環境・交通の利便・教育等を勘案のうえ、出来る限り公

有地を選定する。 

（４）応急仮設住宅建設等の費用期間等 

ア．規  模 １戸あたり、29.7 ㎡以内を基本とする 

イ．費  用 １戸あたり、国が示す限度額以内を基本とする 

ウ．着工期限 災害発生の日から 20 日以内 

エ．供与期間 完成の日から２年以内 

３．住宅の応急修理 

（１）対象者 

災害のため住家が半焼・半壊し日常生活が営み得ない状態であり、かつ自らの資力では、

応急修理することが出来ない者とする。 

（２）修理の範囲 

居室・炊事場・便所等、日常生活に必要な最小限度の部分とする。 

（３）応急修理の費用期間等 

ア．費  用 １戸あたり、国が示す限度額以内 

イ．期  間 災害発生の日から１ヶ月以内 

４．建築資材の調達 

近隣市村の建築資材業者より調達する。 
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第 19 節 防疫及び清掃計画 

災害時においては、被災地区が汚染され生活環境が悪化し、病原菌に対する抵抗力が低下するた

め、感染症の流行を防止するとともに環境の改善を図るための計画である。 

１．防疫計画 

（１）実施責任者 

災害対策部長（市長）が責任をもって、被災地区の防疫を行うものとするが、市独自で実

施することが困難な場合は、県・他市村及び医師会等、関係機関の応援協力のもとに実施す

る。 

（２）防疫及び検病班の編成 

被災地区の防疫活動を迅速かつ的確に実施するため、防疫班、検病班を編成する。 

ア．防疫班 

市は防疫実施のため、次により防疫班を編成する。 

衛生技術者（班長） １名 

作 業 員 ２～３名 

助 手 １名 

イ．検病班 

保健所は検病のため必要があるときは、次により検病班を編成する。 

医  師 １名 

保健師（看護師） ２名 

助 手 １名 

（３）防疫の種類及び方法 

ア．検病調査及び健康診断 

被災地区内の感染症患者の早期発見及び患者の収容、ならびに汚染地区の消毒・清掃

等環境の整備及び改善を図るため、県及び保健所の応援を得て検病及び健康診断を実施

する。 

イ．臨時予防接種 

被災地区の感染症発生を予防するため、種類・対象・期間等を定めて県と共同して予

防接種を実施する。 

ウ．消毒方法 

県知事の指示に基づいて、民生対策部の防疫班は次の要領により消毒活動を実施する。 

① 浸水家屋・下水・その他不潔場所の消毒 

② 避難所の便所・その他不潔場所の消毒 

③ 井戸の消毒 

④ 状況によって、鼠族・昆虫等の駆除を地域及び期間を定めて実施する。 

エ．各地帯における家屋の消毒 

床上浸水地域に対しては、被災直後に各戸にクレゾール及びクロール石灰等の消毒剤

を配付して床・壁の拭浄、手洗設備の設置、便所の消毒及び野菜等の消毒について衛生

上の指導を行う。 
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（４）患者等に対する措置 

ア．隔離収容 

被災地に感染症患者が発生し、又は保菌者が発見されたときは、速やかに隔離収容の

措置をとるものとする。感染症指定医療機関又は隔離病舎に収容することが困難な場合

は、保健所長と協議し適当な場所に臨時の隔離施設を設けて収容するものとする。 

イ．自宅隔離 

隔離施設へ収容措置をとることが出来ない保菌者に対しては、自宅隔離を行い、し尿

の衛生的処理等について厳重に指導し、必要があるときは治療を行う。 

２．清掃計画 

被災地における、ごみの収集及びし尿の汲み取り処分、へい獣の処理等の清掃業務を適切に実

施し、環境衛生の万全を図るため定めておくものとする。 

（１）実施責任者 

災害対策本部長（市長）が被災地区における清掃業務を実施するが、実施困難な場合は、

県・隣接市村の応援を要請して行うものとする。 

（２）清掃の方法 

ア．ごみ収集処分 

① 食品の残廃物を優先的に収集するものとする。ごみの処分は、焼却場の他、必要に

応じて埋め立て、露天焼却等と環境衛生上支障のない方法で行うものとする。 

② 処理施設の機能に障害を与えないよう、可燃物及び不燃物の分別排出の徹底につい

て、住民に周知する。 

③ 市のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市村等に応援を要請する。 

イ．し尿の収集処分の方法 

① 大規模な災害が発生し、トイレが使用不能となった場合、備蓄している仮設トイレ

の他、リース業者から仮設トイレを借上げ、避難所その他必要と認める箇所に設置

する。 

② 被災地域での処理能力が及ばない場合はとりあえずの措置として便池内容の２～

３割程度の汲み取りを全戸に実施し、各戸の便所の使用を可能にするよう配慮する

とともに、し尿の処分は、従来の処分の方法にて実施するものとする。 

③ 市のみで対応が困難な場合は、県を通じて他市村等に応援を要請する。 

ウ．へい獣の処理方法 

へい獣の処理は、へい獣の処理取扱場で行うのが困難な場合、適当な場所に収集し、

埋没又は焼却等の方法で処理するものとする。 
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第 20 節 遺体の捜索及び処理ならびに埋葬計画 

災害によって既に死亡したと推定される者の捜索及び死亡者の収容・処理・埋葬の実施に関する

計画を定めておくものとする。 

１．実施責任者 

災害対策本部長（市長）が遺体の捜査及び収容埋葬を行うが、災害救助法が適用された場合の

実施は県知事の補助機関として行い、担当は民生対策部が警察と協力して行うものとする。 

２．遺体の捜索 

（１）実施者及び方法 

遺体捜索の計画は、民生対策部が警察と協力して捜索班を編成し、必要な船、その他機械

器具を活用して実施する。状況により消防機関の応援及び地域住民の応援を得て実施する。 

また、遺体を発見したときは、発見日時、場所、発見者等を記載したメモを添え、災害対

策本部及び警察署に連絡する。 

（２）応援要請等 

ア．関係市村への要請 

被災し隣接市村の応援を要する場合、又は遺体が流出等により他市村に漂着している

と考えられる場合は、漂着が予想される市村に対し捜索の依頼を要請する。 

イ．応援の提示事項 

応援要請にあたっては、次の事項を明示して行うものとする。 

① 遺体が漂着していると思われる場所 

② 遺体数及び氏名・性別・年齢・容貌・特徴・着衣等 

ウ．応援を要請する人数、又は舟艇・器具等 

３．納棺用品等の確保 

遺体を収めるための棺や保存のためのドライアイスを、近隣の葬儀業者から確保する。また、

捜索、収容、埋葬に必要な人員、遺体搬送車ならびに処理のための施設を確保する。 

４．遺体の収容、処理方法 

（１）遺体の見分、検視 

明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき、又は遺体がある旨の届出

を受けた場合は、警察は遺体の見分、検視を行う。遺体の見分にあたっては、指紋の採取、

写真撮影を行う。 

（２）関係者への連絡 

警察による見分、検視が終了後、遺体の身元が判明している場合は、遺族に引き渡す。ま

た、遺体の受取人がいないとき、又は身元不明の遺体は、検視調書を添え市長に引き渡す。 

（３）遺体の処理 

ア．見分、検視が終了した遺体について医師等による死因その他の医学的検査を実施する。 

イ．検視及び医学的検査を終了した遺体について、おおむね次により処理する。 

① 遺体の識別のため、死体の洗浄・縫合・消毒等を行い、遺体撮影等により身元確認

の措置をとるともに、遺体処理台帳の整備を行う。 
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② 遺体の身元識別のため相当の期間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時日に埋

葬できない場合は、遺体を特定の場所に集めて、埋葬の処理をするまで一時保存す

るものとする。 

（４）遺体の埋葬 

災害の際死亡したもので、遺族等が遺体の埋葬を行うことが困難な場合、又は遺族がいな

い場合は、次にように遺体の埋葬を実施する。埋葬は、原則的に火葬とする。 

ア．身元不明の遺体については、警察・その他関係機関と連絡し、その調査にあたる。 

イ．被災地以外に漂着した遺体で身元が判明しない者の埋葬は、行旅死亡人扱いとする。 

ウ．本市内で、速やかな遺体の火葬が困難と思われるときは、近隣団体との広域的協定等

に基づき火葬協力を依頼する。 

エ．火葬した遺骨は、一時寺院等に安置し、埋葬台帳を作成する。 

オ．遺族等から遺骨、遺留品の引き取り希望のあるときは、遺骨及び遺留品処理票により

整理のうえ、引き渡す。 

カ．遺骨の引取り人がない場合は、本部長が指定する場所に仮埋葬する。 

（５）費用及び期間 

遺体の捜索及び収容埋葬のための費用及び期間については、災害救助法が適用された場合

に準じて行うものとする。 

【遺体の処理、埋・火葬関係一覧表】 

 名称 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

火 葬 場 浮羽町浄光苑 浮羽町小塩 4958-1 0943-77-8391  

〃 霊峰苑 
久留米市田主丸町

森部 1307-1 
0943-73-0611  

葬 儀 場 うきは斎場 浮羽町朝田 1005 0943-77-8800  

〃 草苑 吉井町 256-3 0943-75-3579  

〃 アルカス吉井 吉井町 682-1 0943-74-2200  

〃 
メモリアルステージ

吉井ホール 
吉井町 549-4 0943-76-5533  

〃 アルカスうきは 浮羽町朝田 694-1 0943-77-1030  
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第 21 節 緊急輸送計画 

災害時における、被災者の避難、傷病者の収容・隔離、災害応急対策要員の移送、災害対策用資

材、生活必需品物資の輸送を迅速かつ的確に行うための計画である。 

１．輸送方法 

輸送の方法は、災害の程度、物資等の種類・数量、緊急度ならびに現地の交通施設等の状況を

勘案して行う。 

（１）車両による輸送 

（２）航空機（ヘリコプター等）輸送 

（３）人力による輸送 

（４）船舶による輸送（災害が広域範囲の場合） 

２．輸送の対象 

輸送の対象は次のとおりとする。 

（１）傷病者 

（２）災害弱者の被災者 

（３）避難者 

（４）災害対策要員 

（５）各資機材 

（６）水、食糧、生活必需品 

（７）救助物資 

（８）遺体 

（９）その他 

３．車両による輸送 

災害の種別、程度により道路交通が不能となる場合の外は、車両により迅速・確実に輸送する。 

（１）市有車両等の確保 

車両の確保・配車については、総務対策部が担当し、各対策部が車両を必要とする場合は、

総務対策部に配車の要請をするものとする。 

【市有車両】 

車 名 台 数 車 名 台 数 

トラック ２台 軽乗用車 ４台 

普通ライトバン １２台 軽トラック ５台 

軽ライトバン １２台 普通乗用車 ５台 

バス（26 人乗り） １台 

バス（10 人乗り） ４台 

消防車 ２７台 

平成２１年５月現在 

（２）市有以外の車両等の確保 

各対策部は市有以外の車両等を必要とする場合、総務対策部に車両の確保を要請するもの

とする。要請があった場合は、直ちに他の民間団体の車両・営業用の車両等を確保するもの

とする。 
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（３）緊急通行車両 

ア．緊急通行車両の確認 

公安委員会が災害対策基本法に基づく通行の規制又は制限を行った場合、災害対策活

動に従事する車両のうち、当該道路を通行しようとする車両は、緊急通行車両の確認（証

明書及び標章の交付）を受ける必要がある。 

緊急通行車両であることの確認は、県又は公安委員会(各警察署)に対し所定の書類を

もって申請する。 

イ．緊急通行車両の使用 

緊急通行車両の確認を受けた場合、各車両ごとに確認証明書・標章の交付を受ける。

標章は、車両の助手席側ウィンドガラスの上部の前面から見やすい箇所に貼付する。確

認証明書は必ず携行し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示する。 

ウ．事前届出済み車両の証明書交付 

事前届出を申請している車両については、県又は公安委員会(各警察署)に当該届出済

証を提出し、確認審査を省略して速やかに確認証明書・標章の交付を受けることができ

る。 

４．船舶による輸送 

災害により陸上輸送が不可能な場合、又は災害が広範囲にわたり船舶輸送の方が効率的な場合

においては、船舶輸送により必要物資等の確保を図る。船舶輸送を必要とする場合は、総務対策

部は県内の船舶を借り上げるものとする。 

５．航空機による輸送 

災害により地上輸送がすべて不可能な場合等、航空機による輸送の必要が生じた場合は県を通

じ航空機輸送の要請を行うものとする。 

６．人力による輸送 

災害のため車両等による輸送が不可能な場合は労務者による人力の輸送を行う。労務の確保は

｢第３章 第 24 節 労務供給計画｣による。労務者の確保が困難な場合、物資の輸送が緊急を要す

る場合は、県に対し自衛隊の災害派遣要請の依頼を行う。自衛隊の派遣要請は、「第３章 第９

節 ２．自衛隊の災害派遣要請計画」によるものとする。 
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第 22 節 交通施設災害応急対策計画 

災害時に、交通施設を確保することは特に重要であることから、ここでは、道路・橋梁の被害状

況及び危険箇所を直ちに把握し、これに応急措置を行うための計画である。 

１．応急対策 

（１）被害状況の調査 

パトロール等を実施して市内の重要道路の被害及び道路上の障害物の状況を把握するとと

もに、国土交通省福岡国道事務所、県久留米土木事務所、うきは警察署等関係機関と連絡を

密にし、隣接市村を含む道路被害の状況及び交通状況を把握する。 

（２）道路管理者への通報 

市道以外の道路が損壊等により通行に支障をきたしている場合は、道路管理者に通報し、

応急復旧の実施を要請する。市が管理する道路は、市が応急・復旧対策を行う。 

（３）交通規制 

被災者の移送、被災地への緊急物資の輸送等の緊急輸送を確保するため必要と認めるとき

は、県公安委員会（うきは警察署）に災害対策基本法第 76 条に基づく交通規制を要請する。

また、市道の損壊、決壊その他の事由により交通が危険である場合、市は道路法第 46 条に基

づく通行の禁止又は制限措置を施す。 

２．復旧対策 

（１）道路の応急復旧 

ア．道路上の放置車両、倒壊物及び落下物等、道路の通行に支障を及ぼす障害物を除去し、

交通の確保に努める。この場合、緊急道路及び主要避難路から優先的に行う。 

イ．市は、被害状況等に基づき、効率的な防災活動が展開可能となるよう下記の点を考慮

し、土木組合等の協力を得て重要道路の応急措置を行う。なお、市道以外の道路につ

いては、各々の道路管理者に応急措置を要請する。 

① 消火活動、救出活動上重要な道路 

② 緊急医療上重要な道路（病院やヘリポートへのアクセス道路） 

③ 緊急物資の輸送上重要な道路 

④ 広域応援受け入れ上必要な道路 

（２）仮設道路の設置 

市が管理する道路が被災した場合は、迂回路等の有無を充分調査し、迂回路がある場合は

代替道路として利用するものとするが、他に交通の手段がない場合は、関係機関と協議のう

え、仮設道路を設置する。 

【市内の重要道路】 

道路の種類 路 線 名 道路管理者連絡先 

国 道 ２１０号線、２１０号線浮羽バイパス 福岡国道事務所 

県 道 
 

浮羽・草野・久留米線 
吉井・恵蘇宿線、甘木・吉井線 
山北・日田線、朝田・日田線、八女・香春線 
保木・吉井線、吉井・妹川線、長栖・高橋線 
甘木・朝倉・田主丸線、久留米・浮羽線 

県久留米川土木事務所 

市 道 １級（２４路線） ２級（６０路線） 市 建 設 課 
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第 23 節 障害物除去計画 

災害に際して、土石、竹木及び災害を受けた工作物等の障害物を除去し、災害の拡大防止と交通

路の確保等、災害応急措置を迅速かつ的確に実施するための計画である。 

１．実施責任者 

災害対策本部長（市長）が実施責任者として障害物の除去を行うものとするが、災害救助法が

適用された場合の障害物除去の実施は、知事の補助機関として行う。 

２．障害物の除去の対象 

災害において、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等のため、生活に支障をきたす障害物

の除去を行う対象としては、次のような場合が考えられる。 

（１）障害物のため、日常生活が営み得ない状態であること。 

（２）居間、炊事場等日常生活に欠くことのできない場所に障害物がある場合、又は障害物によ

り家への出入りが困難な状態であること。 

（３）自らの資力をもっては、障害物の除去ができない者。 

（４）住家が半壊、又は床上浸水を受けた者。 

（５）応急措置の支障となるもので緊急を要する場合。 

３．除去の方法 

除去については、除去担当の対策部が消防団と協力し、原則としては機械力により除去するも

のとする。 

４．障害物の保管等の場所 

（１）障害物の大小によるが再び人命、財産に被害を与えない安全な場所を選定する。 

（２）道路交通の障害とならない場所を選定する。 

（３）盗難等の危険のない場所を選定する。 

（４）工作物等を保管したときは、保管を始めた日から 14 日間、その工作物名簿を公示する。 

５．障害物の売却及び処分方法 

保管した工作物等が破損するおそれがあるとき、又は保管に不相当な費用、又は手数を要する

ときは、その工作物を売却し代金は保管するものとする。売却の方法は、競争入札又は随時契約

により行うものとする。 
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第 24 節 労務供給計画 

災害応急対策を迅速・的確に実施するため、必要な要員を確保し労務供給の万全を図るための計

画である。 

１．実施責任者 

市が実施する災害応急対策に必要な労務者の雇上げ及び民間団体の活用については、災害対策

本部長（市長）が行うものとする。 

２．民間団体等の協力要請等 

（１）動員等の順序 

災害応急対策の要員を確保する場合の順序としてまず、ボランティアの動員、次に労務者

の雇上げ、特に必要な場合は近隣の者の協力を得るものとする。 

（２）動員の要請 

災害の程度により、各対策部がボランティア又は労務者を必要とするときは、次の事項を

示し総務対策部を通じ要請するが、なおも作業が不可能又は人員が不足するときは、県に応

援又は派遣を要請するものとする。 

ア．応援を必要とする理由 オ．就労予定期間 

イ．作業の内容 カ．所要人員 

ウ．従事場所 キ．集合場所 

エ．労務の種別 

３．ボランティアの編成及び活動 

（１）ボランティアの編成 

ボランティアは次の団体の協力を得て編成する。 

ア．日本赤十字奉仕団 

イ．区長会 

ウ．その他 

（２）災害ボランティア活用計画 

市は、県、日本赤十字社、社会福祉協議会等と連携し、ボランティアに関する情報の収集

及びボランティアに対する被災地の必要性の把握に努め、その情報を示してボランティアの

参加、協力を求め、災害応急対策の実施にあたるものとする。 

また、ボランティアの受け入れに際しては、老人・傷病者介護や外国語の能力等の技能等

が効果的に活用されるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供

する等、円滑な実施が図られるよう支援する。 

（３）ボランティアの活動内容 

ボランティアの活動内容はおおむね次のとおりとし、作業の種別により適宣協力を求める。 

ア．避難所運営の補助 

イ．炊き出し、食糧・飲料水等の配布 

ウ．救援物資等の仕分け、輸送 

エ．高齢者、障害者等の介護補助 

オ．清掃及び防疫活動 

カ．現地災害ボランティアセンター運営の補助 
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キ．その他被災地での軽作業 

【ボランティアの活動拠点】 

名 称 所 在 地 施設管理者 連 絡 先 

うきは市御幸公民館 浮羽町朝田 389-3 市長 0943-75-3367 

うきは市文化会館 吉井町 1001-4  0943-75-3300 

 ※ボランティアの数に応じ、公共施設を確保する。 

４．労務者雇上げ 

活動要員及びボランティアの人員が不足、又は特殊作業のための労力が必要なときは、労務者

を雇用するものとする。市だけでは労務者が不足したとき、又は雇用ができないときは、県を通

じて職業安定所長へ要請し確保を図るものとする。 
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第 25 節 文教対策計画 

災害により教育施設又は児童・生徒が被災し、通常の教育を行えない場合には、文教施設の応急

復旧を行うとともに、被災生徒に学用品等を支給する等の応急教育を実施するための計画である。 

１．実施責任者 

小・中学校の応急教育、文教施設の応急復旧作業は、災害対策本部長（市長）、市教育委員会

が行う。また、各小中学校ごとの災害発生の場合に伴う適切な措置については、学校長が具体的

な応急計画をたてて行うものとする。 

２．応急教育対策 

（１）災害発生時の措置 

ア．授業開始後の措置 

災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、各学校長は、文教対

策部（教育委員会）と協議し必要に応じて休校措置をとるものとする。帰宅させる場合

は、注意事項を充分理解させ、低学年児童にあっては、教師が地区別に付き添う等の措

置をとるものとする。 

イ．登校前の措置 

休校措置を登校前に決定したときは、直ちにその旨を広報するものとする。 

（２）学校施設の確保 

授業実施のための校舎等施設の確保は、災害の規模・被害の程度によって、次の方法によ

るものとする。 

ア．校舎の一部が利用できない場合 

屋内体育施設等を利用してなお不足するときは、二部授業等の方法をとる。 

イ．被災学校が１校で、全部又は大部分が使用不能の場合、公民館等施設を借用する。 

ウ．特定の地区が全体的に被災を受けた場合 

避難先の最寄りの学校、又は被災をまぬがれた公共的施設を利用するものとする。利

用すべき施設がない場合は、応急仮校舎を建設するなどの対策を講ずるものとする。 

３．教科書及び学用品の調達ならびに支給 

（１）調達方法 

ア．教科書の調達 

被災学校の学校別・学年別・使用教科書毎に、その数量をすみやかに調査し、県に報

告するとともに指示に基づき教科書供給書店に連絡し、供給をうけるものとする。 

また、市内の他の学校ならびに他の市村に対し、使用済みの古本の供与を依頼するも

のとする。 

イ．学用品の調達 

学用品については、県より送付を受けた物を配布するほか、県の指示により調達する。 

（２）支給対象者 

住家が全壊・全焼・流失・半壊・半焼又は床上浸水の被害を受けた世帯の児童・生徒で教

科書・学用品を喪失又は毀損した者に対して支給する。 
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（３）支給の方法 

文教対策部（教育委員会）は、学校長と緊密な連絡を保ち、支給の対象となる児童・生徒

を調査把握し、支給を必要とする学用品の確保を図り、各学校長を通じて対象者に給付する。 

（４）支給項目 

ア．教科書 

イ．文房具（ノート・鉛筆・消ゴム・クレヨン等） 

ウ．通学用品（運動靴・カバン等） 

エ．その他 

４．教科書及び学用品等の給付の費用・期間 

教科書及び学用品の支給品目、費用及び期間については、災害救助法が適用された場合に準じ

て行うものとする。 

５．学校給食対策 

文教対策部（教育委員会）は、応急給食の必要があると認めたときは、民生対策部及び県なら

びに関係機関と協議のうえ、応急給食を実施する。 

６．被災教職員・児童・生徒の健康管理 

災害の状況により被災学校の教職員・児童・生徒に対し、感染症予防接種・健康診断を保健所

に依頼し、実施するものとする。 

７．心のケア対策 

市及び学校長は、保健所等関係機関と連携し、被災した児童・生徒の心の健康管理に十分配慮

し、カウンセリングの実施等心に傷を受けた児童・生徒の心の健康保持に努める。 
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