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第12 岡山市大規模地震・津波発生時の防災体制 
 

１ 防災体制 

地震による防災体制及び職員の配備体制は、次のとおり。 

 

防災体制 震度階 勤 務 時 間 内 勤務時間外 

注意体制 

（災害警戒本部設置

の体制） 
震度４ 

風水害対策編、第３編 第２章 第３ 

「配備体制・基準表」の基準による。 

※ 必要と認める場合は非常体制に移行する。 

緊急初動班員ほか 

 

 

警戒体制 

特別警戒体制 

（災害対策本部設置

の体制） 

震度５弱 

非常体制 震度５強 

以上 

市職員全員 

 

市職員全員 

 

 

２ 初動体制 

地震による突発的な災害発生に対しては、速やかに被災情報の収集を行い、応急対策を実行する体制（災害対策本

部体制）への移行に備える。 

(1) 勤務時間内の初動体制 

① 震度４の場合（注意体制、警戒体制） 

(ｱ) 地震情報の把握は、庁内ＬＡＮ掲示板及び庁内放送等により地震情報を各課に知らせる。出先機関ヘは各主

管課から連絡する。 

各課、出先機関は、地震による強い揺れを感じた場合は、テレビ、ラジオにより地震情報の早期把握に努め

る。 

［地震速報について］ 

(1) 地震発生から約１分半後に、気象台より震度３以上を観測した地域名（全国を約190地域に区分）と地

震の揺れの発現時刻が発表される。 

(2) 津波警報等については、地震発生から約３分程度で発表される。 

(3) 各地の震度がその後発表される。 

岡山市域では、 

「岡山市北区桑田町」「岡山市北区足守」「岡山市北区大供」「岡山市北区御津金川」「岡山市北区建

部町」「岡山市北区新屋敷」「岡山市中区浜」「岡山市東区西大寺南」「岡山市東区瀬戸町」「岡山市

南区片岡」「岡山市南区浦安南町」の11地点の震度が発表される。 

 

(ｲ) 被災情報の収集、報告 

各課、出先機関は、直ちに被災情報の収集にあたり、特に出先機関は災害時優先電話を活用し主管課等への

報告に努める。（市有または管理する施設及び設備を含む）各局室主管課は、被災情報を取りまとめて危機管

理室に報告する。また、危機管理室は、防災関係機関から情報収集する。消防局長は、被災情報を市長に報告
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する。 

［収集する被災情報の種類］ 

(1)人的被害情報  (2)建築物被害情報  (3)火災情報  (4)公共施設被害情報  

(5)ライフライン被害情報  (6)道路等被害情報、交通情報  (7)避難情報 

(8)文教施設病院被害情報  (9)土木農林被害情報  (10)その他 

(ｳ) 非常体制への移行措置 

市長から非常体制への移行の指示があれば、危機管理室は、災害対策本部の設置を庁内LAN及び庁内放送等

により各課に知らせる。出先機関ヘは各主管課から連絡する。 

また、危機管理室は保健福祉会館８階、災害対策本部室に災害対策本部を設置する。 

非常体制に移行しない場合でも、被害が相当数ある場合には危機管理室は情報収集及び災害応急対応のため

本部室を設置し、また各担当課は応急対策を実施する。 

［災害対策本部室の電話番号等］ 

災害対策本部室を設置した場合の電話番号等は以下のとおり。 

・電  話（直通）803-1600、（代表）803-1000 内線4460～4488 

・ＦＡＸ（危機管理室） 234-7066 

 

② 震度５（弱）の場合（特別警戒体制） 

(ｱ) 地震情報の把握 

震度４の場合と同じ。 

(ｲ) 情報収集室の設置 

危機管理室は、被災情報の収集のため、保健福祉会館８階、災害対策本部室に災害対策本部を設置する。（情

報収集室の電話番号等は、災害対策本部室と同じ） 

(ｳ) 被災情報の収集、報告 

各課、出先機関は、直ちに被災情報の収集（市有または管理する施設及び設備を含む。）にあたり、特に出

先機関は災害時優先電話、MCA無線機等を活用し主管課等への報告に努め、被災情報を情報収集室に報告する。

また、危機管理室は、防災関係機関から情報収集する。 

消防局長は、被災情報を市長に報告する。 

(ｴ) 非常体制への移行措置 

震度４の場合と同じ。 

③ 震度５（強）以上の場合（非常体制） 

(ｱ) 地震情報の把握 

震度４の場合と同じ。 

(ｲ) 災害対策本部室の設置 

消防局長は、地震情報を市長に報告する。 

危機管理室は、保健福祉会館８階、災害対策本部室に災害対策本部を設置する。 

危機管理室は、保健福祉会館が被災し災害対策本部室が利用できない場合には、分庁舎あるいはほっとプラ

ザ大供等に本部室を設置する。 

各局室は、電話応対等のため職員を本部室に派遣する。 
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(2) 勤務時間外の初動体制 

① 緊急初動班員の指名 

勤務時間外に震度４～震度５（弱）の地震が発生した場合には、迅速に被災情報の収集を行い、非常体制への

移行を検討するため、常勤体制の消防局を除く各局室で緊急初動班を組織する。 

ただし、地震はいつ発生するのか予想ができないことから、指名した緊急初動班員の全員がそろわない場合も

考慮したうえで対応することとする。 

(ｱ) 緊急初動班員の指名 

緊急初動班員は、別途指定する参集箇所までの距離が、概ね５㎞以内に居住する職員の中から本部長が毎年

度指名し、合わせて班長及びその代位者を選任する。 

ただし、水道局は別に定める。 

(ｲ) 市有公共施設等の被災調査職員の指名  

市有公共施設を管理する各課は、勤務時間外に震度４以上の地震が発生した場合に、施設の被災状況を調査

する職員を事前に指名しておく。調査職員は原則として複数とする。 

② 震度４の場合（注意体制、警戒体制） 

(ｱ) 地震情報の把握 

職員は、勤務時間外に地震による強い揺れを感じた場合は、テレビ、ラジオにより地震情報の早期把握に努

める。 

(ｲ) 緊急初動班員等の参集 

震度４と判明した場合、各局室及び各区の緊急初動班員及び市有公共施設等の被災調査職員は速やかに自主

参集し、応急対応に当たる。参集途中においては、道路や建物等の被災状況を目視等により把握しながら参集

する。 

各緊急初動班長等は、適宜参集状況を危機管理室へ報告する。本人または家族等が被災したなど、やむを得

ず参集できない職員はその旨を各班長等に連絡する。なお、水道局にあっても緊急初動班員が勤務場所に参集

する。 

(ｳ) 被災情報の収集、報告 

緊急初動班長等は、収集した被災情報を危機管理室（本部室がある場合は本部室）及び各局室長、各区長に

報告する。危機管理室（本部室がある場合は本部室）は、防災関係機関からの情報と合わせ被災情報を取りま

とめて市長及び県に報告する。 

市有公共施設を管理する各課は、状況により公共施設の被災調査を行い、緊急初動班に報告する。 

(ｴ) 非常体制への移行措置 

市長から非常体制への移行の指示があれば、危機管理室（本部室がある場合は本部室）は、緊急初動班に連

絡する。各緊急初動班は、各局室長、各区長等に連絡する。 

また、危機管理室は保健福祉会館８階、災害対策本部室に災害対策本部を設置する。 

非常体制に移行しない場合でも、被害があれば各担当課長等に連絡し、各担当課において応急対策を実施す

る。 
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［県への報告について］県の報告先電話番号等は以下のとおり。 

(1) 備前県民局協働推進室 ・電  話 233-9880 ・ＦＡＸ 224-3448 

 ・岡山県情報ネットワーク電話  77-6200-681 

 ・同ＦＡＸ 6200-571 

(2) 岡山県危機管理課 ・電  話 226-7293 ・ＦＡＸ 225-4659 

 ・岡山県情報ネットワーク電話  77-6100-2521 ～2513 

 ・同ＦＡＸ 6100-5730～5731 

 

③ 震度５（弱）の場合（特別警戒体制） 

(ｱ) 地震情報の把握 

震度４の場合と同じ。 

(ｲ) 緊急初動班員の参集 

震度４の場合と同じ。ただし、庁舎が被災により使用できない場合は、代替施設に参集する。なお、消防局

にあっては全職員が自主参集する。 

(ｳ) 幹部職員の参集 

消防局、水道局を除く各局室の課長補佐級職以上の全幹部職員は、勤務箇所に自主参集する。原則としてバ

イク・自転車・徒歩で参集し、参集途中においては道路や建物等の被災状況を目視等により把握しながら参集

する。 

本人または家族等が被災したなど、やむを得ず参集できない職員はその旨を各所属に連絡する。 

(ｴ) 被災情報の収集、報告 

各緊急初動班長等は、収集した被災情報を危機管理室（本部室がある場合は本部室）及び各局室長、各区長

に報告する。危機管理室（本部室がある場合は本部室）は、防災関係機関からの情報と合わせ被災情報を取り

まとめて市長及び県に報告する。 

また、市有公共施設を管理する各課の被災調査員は、公共施設の被災調査を行い本庁もしくは支所の緊急初

動班に報告する。 

(ｵ) 非常体制への移行措置 

震度４の場合と同じ。 

④ 震度５（強）以上の場合（非常体制） 

(ｱ) 地震情報の把握 

震度４の場合と同じ。 

(ｲ) 全職員の自主参集 

全職員は勤務箇所に自主参集する。原則としてバイク・自転車・徒歩で参集し、参集途中においては道路や

建物等の被災状況を目視等により把握して参集する。また、職員は出来るかぎり各自で食料飲料水を持参する

こと。交通事情等により勤務箇所に出勤できない職員は、最寄りの支所等に参集し、所属長に報告し指示を受

ける。本人または家族等が被災したなど、やむを得ず参集できない職員はその旨を各所属に連絡する。 

(ｳ) 災害対策本部室の設置 

消防局長は、地震情報を市長に報告する。 

危機管理室は、保健福祉会館８階、災害対策本部室に災害対策本部を設置する。 

危機管理室は、保健福祉会館が被災し災害対策本部室が利用できない場合には、分庁舎あるいはほっとプラ

ザ大供等に本部室を設置する。各局室は、電話応対等のための職員を本部室に派遣する。 
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【地震発生直後の初動体制フロ－】 

（１）  勤務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地  震  発  生 

地震情報の把握・各課，出先機関への連絡 

震度５（弱） 

（特別警戒体制） 

被 災 情 報 の 収 集 

【情報収集室の設置】 

被災情報の取りまとめ 

市長への被災情報の報告 

災害対策本部の設置 

地  震  発  生 

地震情報の把握 

震度５（弱） 

（特別警戒体制） 
震度５（強）以上 

（非  常  体  制） 
震度４ 

（注意体制，警戒体制） 

①緊急初動班員の参集 

②公共施設の被災調査 
①緊急初動班員の参集 

②幹部職員の参集 

③公共施設の被災調査 

全職員の参集 

被災情報の収集・取りまとめ 

市長への被災情報の報告 

震度５（強）以上 

（非  常  体  制） 

災害警戒本部の設置 

震度４ 

（注意体制，警戒体制） 

被 災 情 報 の 収 集 

【情報収集室の設置】 

被災情報の取りまとめ 

市長への被災情報の報告 

災害警戒本部の設置 災害対策本部の設置 


