
発災 1時間後 3～4時間後

　　（時間経過） （午後6時） （午後7時） （午後9～10時）

▼ ▼ ▼

★応援部隊の配分を検討

★職員の非常参集開始 ★関係機関へ応援要請

 県災対本部 ★災害対策本部設置・推定被害情報収集 ★県内の応援要請（消防庁、警察、自衛隊） ★救護班派遣・後方搬送の準備 ・津波警

★ヘリコプターによる情報収集開始 ★物資確保準備 ★物資供給拠点の開設準備 ★ヘリ消火の検討

★医療救護本部設置 ★交通輸送手段の確保準備

★職員の非常参集開始 ★消防の広域応援要請（県下協定応援、消防庁） ★物資確保に関して要請（県、関係機関

★災害対策本部設置 ★県へ応援要請（1次） 応援

★応援準備 ★関係機関へ応援要請（1次要請）

 市町村災対本部 ★協定都市等へ応援要請（1次要請）

★協定業者協会等へ応援要請

★自衛隊の派遣要請

★広域医療法人救護要請・広域医療搬送要請

火
　
災

　消防
　消防団

△監視カメラ、高所→△出動 △1次運用で消火 △消火できない現場へ2次運用 ★延焼対応の ★応援部隊を含めた

見張りにより感知 にあたる △一部非常参集職員が救出活動にまわる 作戦に移行 作戦に移行

△職員の非常参集 ★応援部隊の調整

△コンビナート地区の安全確認 ・誘導

　住民等
　避難

△住民、自主防等による △一部住民の避難が始まる △延焼地区の避難が

消火活動が行われる ピークに達する

救
　
出

　消防
　消防団

△津波発生 △警戒及び避難者探索開始

△生き埋め現場 △消防署・消防団 △救助隊による △暗闇のため活動制約

から救出要請 の救出隊が出動 活動始まる △延焼拡大のため消防は

△消火優先のため △消防職員の一部が 救出活動困難

△被害状況収集 出動できず 近隣住民とともに救出活動 △民間の自主的協力

△照明、重機の確保が行われるが、不足する ★土木・建築業者へ協力依頼

　住民等の
　対応

△家族・隣人による △自主防、住民、事業所の △自主防、住民、事業所 △暗闇により活動難航

救出活動始まる 組織的活動が始まる による組織的活動が本格化 △土木・建築業者が

重機等を提供

医
療
救
護

　現場・医
　療機関で
　の対応

△負傷者の病院等 △一部病院へ患者が集中負傷者への △独自に搬送先を探すが、搬送先及び △応援救急車医療班

への殺到が始まる 簡単な応急処置のみ実施 搬送手段の確保難航 到着し始める（不足状態）

△医療関係者の参集 △病院・診療所での対応開始 △火災延焼 △重症熱傷患者が出始める

△病院での対応が遅れているため、 △搬送先探索難航

家族等が独自に重傷者の搬送先を探し始める

△救出された負傷者の病院への搬送始まる
　市町村に
　おける搬
　送等の対
　応

 △医療機関の情報収集開始 ★広域医療救護、広域搬送要請 △応援医療の2次要請

△119番・駆付けで救急 △救急車はほとんど △他病院への患者の家族等による移送指示 △周辺病院も混雑のため搬送先を探すのが困難

要請が来始める 出動できず △搬送先及び搬送手段の確保難航 △病院までのピストン輸送

△救護所開設が必要か情報収集 ★救護所開設準備に入る △救護所への医療関係者の参集 ★救護所の一部開設

被
災
者
救
援

△避難所の開設準備 △避難所の △避難者名簿等の準備が行われる △避難所の運営

　避難所 （管理者による安全確認） 開設 △災害対策本部との連絡確保 体制ができ始める

△避難所内の備蓄物資

　物資調達 配布開始 △一部給水開始

★協定先等への物資調達を開始するが連絡が取れない

　滞留者対
　応

△施設管理者等が安全確保 △状況等について順次 △帰宅経路等について

情報提供が行われる 情報提供が行われる

△一部の滞留者は住民とともに避難

△道路被災箇所の通行規制 △緊急交通路の指定

道路 道路点検パトロール開始 優先的規制・啓開

△緊急交通路規制

迂回路設定

 県内応援市町村 △応援出動準備 △消防広域応援 △応援出動 △消防広域応援 △応援部隊出動

要請を受ける 準備 要請を受ける △第一陣到着

△自市区町村内を警戒 △おおよその △広域医療応援 △被災地からの重症者の受入れ準備開始 △負傷者受入れ開始

調査開始 状況を確認 要請を受ける

 県外応援 △都県内被害調査の開始 △被害が軽微な県は △県から応援要請を受ける △緊急消防援助隊の準備・出発

おおよその状況を確認 △消防庁より広域応援の要請 △後方支援準備

★応援出動 △搬送広域応援 △被災市町村の状況や ★応援救急隊

準備 要請を受ける 道路被害情報の収集 出動

 県警本部 ★警備本部設置 △被害情報収集開始 △被害箇所が多数発生 △道路被害概要判明

△初動体制確立指示 △道路被害確認開始 していることを把握 △緊急交通路指定

△推定被害情報収集 △先行情報班 △県機動態の出動 △現場到着後活動開始

△ﾍﾘﾃﾚ送信開始 調査開始 ★警察庁へ応援要請

 自衛隊 △被害調査活動開始 △出動準備 △ヘリ、航空機が出動 △出動要請を受ける △第一陣出発

△広域の派遣準備開始

▲ ▲ ▲

発災 1時間後 3～4時間後

（午後6時） （午後7時） （午後9～10時）



警

関

た

難

6～7時間後 12時間後 24時間後

（午後12～午前1時） （翌日午前6時） （翌日午後6時） 48時間後 72時間後 1週間後

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

★追加の応援派遣を検討 ★救出合同調整会議 ★応援態勢の解除

報解除 ★孤立地区への輸送検討→△空と海からのアクセス不能

輸送要請 △孤立地区への救援部隊投入、活動調整始まる

） ★県へ応援要請（2次、自衛隊、海保、重機や照明）

★関係機関へ応援要請（2次）（消防、警察）

★協定都市等へ応援要請（2次要請）

★延焼地区に避難指示が出される→★避難指示の区域が拡大される ★避難指示解除

★輸送手段・方法の調整 ・ボランティア希望者の問い合わせが増える △ボランティアの調整

★県へ応援要請（孤立地区・2次）

★緊急消防援助隊を含めた △延焼鎮火（14時間） ★一般の体制に移行

作戦に移行

△本格的な後方支援（応援部隊含む）が始まる

（職員交替、食料、宿泊、燃料等）

△延焼地区やその周辺 △対象地域の住民の避難完了

の住民の避難が続く △そのまま、避難所へ収容

△大規模現場の救出活動続く △大規模現場の活動終了

△応援部隊を含め △救出活動がほぼ完了

★第1回救出活動調整会議 救出活動が本格化 ★第2回救出活動調整会議 ★第3回救出活動調整会議

（早朝からの活動調整：警察、消防、自衛隊） （作業報告と翌日の作業調整）

★孤立地区活動調整会議

△家族・隣人による救出がほぼ終了

★応援部隊を含め △緊急を要する

医療救護活動が本格化 医療救護活動が △病院への応援班の

一段落する 一部撤退始まる

★熱傷患者の搬送先を探し始める

△負傷者の再診

△病院・救護所等の △緊急医療対応一段落

△備蓄してある医薬品等の供出開始 活動状況把握 ★応援医療救護班第一陣帰任

★ヘリポート、搬出拠点の準備 △応援部隊を含め医療搬送及び △緊急を要する ★医療搬送活動が

△重篤患者の搬送始まる 被災地内医療救護活動が本格化 医療搬送活動がほぼ終了 ほぼ終了

△ヘリ搬送開始 △患者搬送完了

△本格的な運営が始まる △弱者向け対応が本格化

△ボランティアが避難所に入り始める

△避難者名簿作成

△本格応急給水が始まる

△備蓄物資が避難所に届き始める △物資調達要請が本格化する

△協定先等への物資調達を開始する △一部物資が到着し始める △物資の確保が本格化する

△滞留者が徒歩で帰宅し始める

△一部が避難所へ向かう △観光客滞留者の △観光客滞留者の

（遠距離者、非通勤者等） 移送が必要となる 移送が行われる

△道路の本格復旧作業の開始

△応急啓開・復旧完了

△県内の応援部隊が続々と到着

△応援の後続部隊の △出発

出発準備

△緊急消防援助隊の一部が到着 △緊急消防援助隊のほとんどが到着

△先発救急隊による陸路搬送開始 ★負傷者受入れの本格化 △後方医療救護活動継続 △後方医療救護

△医療救護班の △現地到着医療救護開始 活動継続

△孤立地区へ部隊投入開始 後続部隊が出発

△孤立地区へ部隊投入開始

△現地到着 △孤立地区へ部隊投入開始

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

6～7時間後 12時間後 24時間後 48時間後 72時間後 1週間後

（午後12～午前1時） （翌日午前6時） （翌日午後6時）
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