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資料 1

資料

資料 1

資料１ 医療救護施設の一覧 平成 31 年 4 月 1 日現在

Ø 医療救護所と救護病院は市町村が、災害拠点病院は県があらかじめ指定します。

また、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）には県が必要な機材を整備します。

県保健医療支部名

支部設置機関
市町村 医療救護所 （79） 救護病院（64）

災害拠点病院

(9)

広域的な災害

拠点病院(3)

安芸

安芸福祉保健所

（安芸市）

室戸市 室戸市保健福祉センター

あき総合病院

高知医療セン

ター

高知赤十字病

院

高知大学医学

部附属病院

安芸市
土居小学校・安芸第一小学校・

森澤病院・芸西病院

森澤病院

芸西病院

東洋町
甲浦小学校・野根地区公民館・

野根地区防災活動拠点施設
海南病院（徳島県）

奈半利町 愛光園 田野病院

田野町
ふれあいセンター・田野町保健

センター・中芸高校
田野病院

安田町 安田中学校 田野病院

北川村 北川村総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 田野病院

馬路村 馬路診療所 田野病院

芸西村 芸西村民会館・芸西病院 芸西病院

中央東

中央東

福祉保健所

（香美市）

南国市
鳶ヶ池中学校・香長中学校・南

国厚生病院・藤原病院

南国厚生病院

ＪＡ高知病院

藤原病院

香南市 野市中央病院前救護所 野市中央病院

香美市

岩河整形外科駐車場及び隣接

地（同仁病院所有地）・岩河整形

外科東市所有地・香北病院駐車

場及び物療室・大栃診療所

香北病院

前田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

岩河整形外科

本山町
嶺北中央病院・汗見川へき地診

療所
嶺北中央病院

大豊町 大杉中央病院・大田口医院
大杉中央病院

大田口医院

土佐町 田井医院・早明浦病院 嶺北中央病院

大川村 小松診療所 嶺北中央病院

高知市

高知市保健所

（高知市）

高知市

高知脳神経外科病院

近森病院

国立病院機構

高知病院

もみのき病院

高知生協病院

高知西病院

高知整形・脳外科病院

田中整形外科病院

細木病院

国吉病院

竹下病院

愛宕病院

潮江高橋病院

図南病院

三愛病院

いずみの病院

高知高須病院

高知厚生病院

長浜病院

海里マリン病院

永井病院

リハビリテーション病院

すこやかな杜

島津病院
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県保健医療支部名

支部設置機関
市町村 医療救護所 （79） 救護病院（64）

災害拠点病院

(9)

広域的な災害

拠点病院(3)

中央西

中央西

福祉保健所

（佐川町）

土佐市 土佐市民病院 土佐市民病院

仁淀病院

土佐市民病院

高知医療セン

ター

高知赤十字病

院

高知大学医学

部附属病院

いの町 仁淀病院

仁淀病院

さくら病院

仁淀川町

大崎診療所・安部病院・西村医

院及び別府小学校又はグラウン

ド

高北病院

山﨑外科整形外科病院

前田病院

北島病院

山崎病院

岡本内科

佐川町 高北病院駐車場 高北病院

越知町 越知町保健福祉センター

山﨑外科整形外科病院

前田病院

北島病院

日高村 日高村保健センター
高北病院

さくら病院

高 幡

須崎福祉保健所

（須崎市）

須崎市
須崎市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ・朝

ヶ丘中学校・上分中学校

高陵病院

須崎くろしお

病院

くぼかわ病院

土佐市民病院

中土佐町 久礼中学校・大野見診療所
なかとさ病院

くぼかわ病院

檮原町
梼原病院・四万川診療所・

松原診療所
梼原病院

津野町
姫野々診療所・杉ノ川診療所・

つのやまクリニック

梼原病院

高陵病院

四万十町
農村環境改善センター・大正診

療所・十和診療所

くぼかわ病院

大西病院

幡 多

幡多福祉保健所

（四万十市）

宿毛市
大井田病院・聖ヶ丘病院・筒井

病院・沖の島へき地診療所

大井田病院

幡多けんみん

病院

聖ヶ丘病院

筒井病院

沖の島へき地診療所

土佐清水

市

清水中学校・下ノ加江地区防災

コミュニティセンター・足摺岬小

学校・平ノ段区長場・下川口地

区防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

渭南病院

足摺病院

松谷病院

四万十市

四万十市立市民病院救護所・中

村病院救護所・木俵病院救護

所・森下病院救護所・竹本病院

救護所・国保西土佐診療所救護

所・渡川病院救護所

四万十市立市民病院

中村病院

木俵病院

森下病院

竹本病院

渡川病院

国保西土佐診療所

大月町
大月病院（病院前駐車場救護

所）
大月病院

三原村 三原村国保診療所敷地内 三原村国保診療所

黒潮町

国民健康保険拳ノ川診療所・伊

与喜小学校・国民健康保険佐賀

診療所・高知県立幡多青少年の

家・大方中学校・三浦小学校・大

方クリニック

四万十市立市民病院

くぼかわ病院
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≪航空搬送拠点・ＳＣＵ≫

※ＳＣＵ＝ Staging Care Unit（航空搬送拠点臨時医療施設）

航空搬送拠点の場所
○SCU管理協力病院

●担当支部
備 考

安芸市総合運動場

（安芸市桜ケ丘町）

北緯 33.5028 東経 133.891

○あき総合病院

●安芸支部

・担当支部は、管理協力病院の協力を得てＳＣＵの設

置を行います。

・SCU高知県本部の設置運営に関して人員不足が予想

されるため、あらかじめ県保健医療本部は高知県災

害対策本部と協議し、支部の支援体制を組んでおき

ます。

・担当支部は、SCUの設置及び運営に当たる要員が不

足する場合は、県災害対策支部に人員調整を依頼し

ます。

高知大学医学部

（南国市岡豊町小蓮）

北緯 33.5934 東経 133.615

○高知大学医学部附属病院

●中央東支部

宿毛市総合運動公園

（宿毛市山奈町芳奈）

北緯 32.9677 東経 132.786

○幡多けんみん病院

●幡多支部
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資料２ 災害時の連絡先一覧 平成 31 年 4 月 1 日現在

県全域を対象

県保健医療本部 高知県保健医療調整本部 （高知県健康政策部内：高知市丸ノ内１-2-20）

<電話> 088-823-9667、9682、9623、9749 携帯電話 080-2988-7298 <FAX> 088-823-9137
<衛星携帯電話> 090-6886-8901（ワイドスター） 050-5212-0300（内線 7055985）(IPSTAR)
<防災行政無線> 電話 72-9667、72-9682 FAX 72-9137
<Email> 132101@ken.pref.kochi.lg.jp（医事薬務課）、131301@ipstar.ne.jp

広域的な災害拠点病院

① 高知医療センター （高知市池 2125-1） ＊基幹災害拠点病院

<電話>088-837-3790(救急外来) <FAX> 088-837-6798(救急外来)
<衛星携帯電話> 090-8692-1244（ワイドスター）
<防災行政無線> 電話 493-611 FAX 493-710 <Email> khsc0001@khsc.or.jp

② 高知大学医学部附属病院（南国市岡豊町小蓮）

<電話> 088-866-5811(代表) 夜間・休日 088-866-5815（時間外代表） <FAX> 088-880-2227
<衛星携帯電話> 090-6886-8908（ワイドスター） <防災行政無線> 電話 492-611 FAX 492-710
<Email> is04@kochi-u.ac.jp

③ 高知赤十字病院 （高知市秦南町一丁目４番 63-11 号）

<電話> 088-822-1201 (代表) <FAX> 088-822-1056
<衛星携帯電話> 090-6886-8914（ワイドスター） <防災行政無線> 電話 494-611 FAX 494-710
<Email> info@kochi-med.jrc.or.jp

安芸支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整安芸支部（高知県安芸福祉保健所：安芸市矢ノ丸１-4-36）

<電話> 0887-34-3175 <FAX> 0887-34-3170
<衛星携帯電話> 090-6886-8902（ワイドスター） 050-5212-0305(内線 7034517) (IPSTAR)
<防災行政無線> 電話 83-614 FAX 83-631
<Email> 130111@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130111@ipstar.ne.jp 、 130111ioas@mopera.net

災害拠点病院 あき総合病院 （安芸市宝永町３-３３）

<電話> 0887-34-3111(代表) <FAX> 0887-34-2687
<衛星携帯電話> 090-6886-8909（ワイドスター）
<防災行政無線> 電話 490-611 FAX 490-710 <Email> 620103@ken.pref.kochi.lg.jp

室戸市

■ 室戸市 室戸市災害対策本部（防災対策課）

<電話>0887-22-5132 <FAX>0887-22-1120

<衛星携帯電話>090-4331-3611、090-4338-6077、090-4334-4461（ワイドスター）

<防災行政無線>電話 401-619 FAX 401-710

<Email> mr-011900@city.muroto.lg.jp
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■ 室戸市 衛生部 医療救護班（保健介護課）

<電話>0887-22-3100 <FAX>0887-24-2287

<衛星携帯電話>090-2787-0340（ワイドスター）

<Email> mr-010600@city.muroto.lg.jp

■ 医療救護所

① 室戸市保健福祉センター <電話>0887-22-3100 <FAX>0887-24-2287

安芸市

■ 安芸市 安芸市災害対策本部（危機管理課）

<電話>0887-37-9101 、0887-34-1243 、0887-34-1244 <FAX>0887-35-4445

<衛星携帯電話>090-4785-1162（ワイドスター）

<衛星携帯電話・移動用>8816-2347-1958（防災センター：イリジウム）

8816-2347-1959（市役所：イリジウム）

<防災行政無線>電話 452-619 FAX 452-710

<Email> kikikanri@city.aki.lg.jp

■ 安芸市 看護係（市民課健康ふれあい係）

<電話>0887-32-0300 <FAX>0887-32-0301

<Email> fureai@city.aki.lg.jp

■ 医療救護所

① 土居小学校 <電話>0887-35-2044 <FAX>0887-35-2197

② 安芸第一小学校 <電話>0887-35-4123 <FAX>0887-35-4124

<Email>akidai1-e@kochinet.ed.jp

③ 森澤病院（救護病院）

④ 芸西病院（救護病院）

⑤「被害想定レベル２」の場合の設置場所（次の場所から選定）

〈安芸地区〉 安芸市多目的体育館（安芸ドーム）、安芸中学校

〈伊尾木地区〉 伊尾木保育所

〈川北地区〉 清水ヶ丘中学校、清水ヶ丘体育館、内原野体育館

〈東川地区〉 東川公民館

〈土居・井ノ口地区〉井ノ口保育所、井ノ口小学校、井ノ口公民館

〈畑山地区〉 畑山公民館、栃ノ木公民館

〈穴内・赤野地区〉 穴内保育所、穴内小学校

■ 救護病院

① 森澤病院 <電話>0887-34-1155 <FAX>0887-34-1157

<衛星携帯電話>090-5910-5281（ワイドスター）

② 芸西病院 <電話>0887-33-3833 <FAX>0887-33-3490

〈E-mail〉info@mizukikai.or.jp

東洋町

■ 東洋町 東洋町災害対策本部（総務課）
<電話>0887-29-3111 <FAX>0887-29-3813
<衛星携帯電話>080-8630-8259 （ワイドスター） 、 8816-5147-1831（イリジウム）
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<防災行政無線>電話 411-1 FAX 411-710
<Email> soumu@town.toyo.kochi.jp

■ 東洋町 医療救護班（住民課）
<電話>0887-29-3394 <FAX>0887-29-3813
<防災行政無線>電話 411-613
<Email> jumin@town.toyo.kochi.jp

■ 医療救護所

① 甲浦小学校 <電話>0887-24-3101 <FAX>0887-24-3104

<衛星携帯電話>8816-5147-1832（イリジウム）

<衛星携帯電話>080-2970-2394 （ワイドスター）

② 野根地区公民館 <電話>0887-28-1674 <FAX>0887-28-1674

<衛星携帯電話>8816-5147-1833（イリジウム）

<衛星携帯電話>080-8637-1019 （ワイドスター）

③ 野根地区防災活動拠点施設 <衛星携帯電話>080-2990-0318（ワイドスター）

■ 救護病院
① 海南病院（徳島県海部郡海陽町四方原字広谷 16-1）

<電話>0884-73-1355 <FAX>0884-73-3685 <衛星携帯電話>080-1993-0438（ワイドスター）

奈半利町

■ 奈半利町 奈半利町災害対策本部（総務課）
<電話>0887-38-4011 <FAX>0887-38-7788
<衛星携帯電話>090-2781-0144（ワイドスター）
<防災行政無線>電話 412-1 、412-619 FAX 412-710
<Email> soumu@town.nahari.kochi.jp

■ 奈半利町 医療救護班（住民福祉課）
<電話>0887-38-4012 <FAX>0887-38-7788
<Email> jyuuminhukushi@town.nahari.kochi.jp

■ 奈半利町 防災センター
<電話>0887-38-8130 <FAX>0887-38-8135

■ 医療救護所
① 愛光園 <電話>0887-38-3101 <FAX>0887-38-5641

■ 救護病院

① 田野病院 <電話>0887-38-7111 <FAX>0887-38-5568

<衛星携帯電話>090-7783-9966（ワイドスター）

<Email> t.usui@usui-kai.com 、 tano-hospital@mopera.net

田野町

■ 田野町 田野町災害対策本部（総務課）
<電話>0887-38-2811 <FAX>0887-38-2044
<防災行政無線>電話 413-619 FAX 413-710
<衛星携帯電話>080-2979-5665（ワイドスター）
〈E-mail〉soumu@town.kochi-tano.lg.jp

■ 田野町 医療救護班（保健福祉課）
<電話>0887-38-2812 <FAX>0887-38-2044
<防災行政無線>電話 413-612 〈E-mail〉hoken@town.kochi-tano.lg.jp

■ 医療救護所
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① ふれあいセンター <電話>0887-38-2511 <FAX>0887-38-7000

② 田野町保健センター <電話>0887-38-8211 <FAX>0887-32-1091

③ 中芸高校 <電話>0887-38-2914 <FAX>0887-38-2603

■ 救護病院

① 田野病院 <電話>0887-38-7111 <FAX>0887-38-5568

<衛星携帯電話>090-7783-9966（ワイドスター）

<Email> t.usui@usui-kai.com 、 tano-hospital@mopera.net

安田町

■ 安田町 安田町災害対策本部（総務課）

<電話>0887-38-6711 <FAX>0887-38-6780

<防災行政無線>電話 414-611 FAX 414-710

<Email> ysd-soumu@town.yasuda.lg.jp

■ 安田町 医療救護班（町民生活課）

<電話>0887-38-6712 <FAX>0887-38-6780

<防災行政無線>電話 414-615 、414-619

<Email> ysd-choumin@town.yasuda.lg.jp

■ 医療救護所

① 安田中学校 <電話>0887-38-6201 <FAX>0887-38-4100

■ 救護病院

① 田野病院 <電話>0887-38-7111 <FAX>0887-38-5568

<衛星携帯電話>090-7783-9966（ワイドスター）

<Email> t.usui@usui-kai.com 、 tano-hospital@mopera.net

北川村

■ 北川村 北川村災害対策本部（総務課）

<電話>0887-32-1212 <FAX>0887-32-1234

<衛星携帯電話>080-1995-8324（ワイドスター）

<防災行政無線>電話 415-1228 FAX 415-710

<Email> soumu@vill.kitagawa.lg.jp

■ 北川村 医療救護班（住民課）

<電話>0887-32-1214 <FAX>0887-32-1234

<防災行政無線>電話 415-614

<Email> jyumin@vill.kitagawa.lg.jp

■ 医療救護所
① 北川村総合保健福祉センター <電話>0887-32-1214 <FAX>0887-32-1234

<Email> jyumin@vill.kitagawa.lg.jp
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■ 救護病院

① 田野病院 <電話>0887-38-7111 <FAX>0887-38-5568

<衛星携帯電話>090-7783-9966（ワイドスター）

<Email> t.usui@usui-kai.com 、 tano-hospital@mopera.net

馬路村

■ 馬路村 馬路村災害対策本部（総務課）

<電話>0887-44-2111 <FAX>0887-44-2779

<衛星携帯電話>080-1995-2356（ワイドスター）

<防災行政無線>電話 416-619 FAX 416-710

<Email> soumu@vill.umaji.lg.jp

■ 馬路村 医療救護班（健康福祉課）

<電話>0887-44-2112 <FAX>0887-44-2779

<防災行政無線>電話 416-619

<Email> hukushi@vill.umaji.lg.jp

■ 医療救護所
① 馬路診療所 <電話>0887-44-2010 <FAX>0887-44-2080

■ 救護病院

① 田野病院 <電話>0887-38-7111 <FAX>0887-38-5568

<衛星携帯電話>090-7783-9966（ワイドスター）

<Email> t.usui@usui-kai.com tano-hospital@mopera.net

芸西村

■ 芸西村 芸西村災害対策本部（総務課）

<電話>0887-33-2111 <FAX>0887-33-4035

<衛星携帯電話>080-2990-0121（ワイドスター）

<防災行政無線>電話 417-619 FAX 417-710

<Email> soumu@vill.geisei.lg.jp

■ 芸西村 医療救護班（健康福祉課）

<電話>0887-33-2112 <FAX>0887-33-4035

<防災行政無線>電話 417-612

<Email> fukushi@vill.geisei.lg.jp

■ 医療救護所
① 芸西村民会館 <電話>0887-33-4156（芸西村保健センター）<FAX>0887-33-4035（芸西村役場）

<Email> fukushi@vill.geisei.lg.jp

② 芸西病院（救護病院）

■ 救護病院

① 芸西病院 <電話>0887-33-3833 <FAX>0887-33-4367

<衛星携帯電話>080-8632-1950（ワイドスター） <Email> info@mizukikai.or.jp
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中央東支部管内
県保健医療支部 高知県保健医療調整中央東支部

（高知県中央東福祉保健所：香美市土佐山田町山田 1128-1）

<電話> 0887-53-3171 <FAX> 0887-52-4561
<衛星携帯電話> 090-6886-8903（ワイドスター） 050-5212-0304（内線 7023187）（IPSTAR）
<防災行政無線> 電話 481-613、380～383（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX 481-710
<Email> 130112@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130112@ipstar.ne.jp

災害拠点病院 ＪＡ高知病院 （南国市明見字中野 526-1）

<電話> 088-863-2181 <FAX> 088-863-2186 <衛星携帯電話> 090-6886-8910
<防災行政無線> 電話 491-611 FAX 491-710 <Email> jahp@kouseiren.ja-kochi.or.jp

南国市

■ 南国市 保健福祉センター
<電話> 088-863-7373 <FAX> 088-863-7908
<防災行政無線>（危機管理課）電話 403-619 FAX 403-710
<Email> n-chiikihoken@city.nankoku.lg.jp

■ 医療救護所

① 鳶ヶ池中学校 <電話> 088-864-2678 <FAX> 088-864-2640

② 香長中学校 <電話> 088-863-2460 <FAX> 088-863-2492

③ 南国厚生病院（救護病院）

④ 藤原病院（救護病院）

■ 救護病院

① 南国厚生病院 <電話> 088-863-3030 <FAX> 088-863-6183

② 藤原病院 <電話> 088-863-1212 <FAX> 088-863-5585

香南市

■ 香南市 健康対策課
<電話> 0887-57-7516 <FAX> 0887-55-3110
<防災行政無線>（防災対策課） 電話 409-619 FAX 409-710
<Email>kenkou@city.kochi-konan.lg.jp

■ 医療救護所

① 野市中央病院前救護所

■ 救護病院

① 野市中央病院 <電話> 0887-55-1101 <FAX> 0887-55-0177

香美市

■ 香美市 健康介護支援課

<電話> 0887-52-9281 <FAX> 0887-53-1094 <衛星携帯電話> 090-8970-0043（ワイドスター）

<防災行政無線>（健康介護支援課） 電話 410-12309 （防災対策課）電話 410-619 FAX410-710

<Email> suishin@city.kami.lg.jp

■ 医療救護所

① 岩河整形外科駐車場及び隣接地（同仁病院所有地）
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<電話> 0887-52-5000 <FAX> 0887-52-3939

② 岩河整形外科東市所有地

<電話> 0887-52-9281 <FAX> 0887-53-1094

③ 香北病院駐車場及び物療室

<電話> 0887-59-2251 <FAX> 0887-59-2928 <Email> kahokuhp01@pony.ocn.ne.jp

④ 大栃診療所

<電話> 0887-58-2410 <FAX> 0887-58-2423

■ 救護病院

① 香北病院

<電話> 0887-59-2251 <FAX> 0887-59-2928 <Email> kahokuhp01@pony.ocn.ne.jp

② 前田メディカルクリニック

<電話> 0887-57-3811 <FAX> 0887-59-2003 <Email> office@maeda-mc.com

③ 岩河整形外科

<電話> 0887-52-5000 <FAX> 0887-52-3939

本山町

■ 本山町 健康福祉課
<電話> 0887-70-1060 <FAX> 0887-70-1038 <防災行政無線> 電話 418-619 FAX 418-710
<Email> kenkou@town.motoyama.lg.jp

■ 医療救護所
① 嶺北中央病院（救護病院）

② 汗見川へき地診療所 <電話> 0887-82-0551

■ 救護病院

① 嶺北中央病院

<電話> 0887-76-2450 <FAX> 0887-76-2453 <Email> reihoku_msw@yahoo.co.jp

大豊町

■ 大豊町 住民課
<電話> 0887-72-0450 <FAX> 0887-72-0474 <防災行政無線> 電話 419-614 FAX 419-710

■ 医療救護所

① 大杉中央病院（救護病院）

② 大田口医院（救護病院）

■ 救護病院

① 大杉中央病院 <電話> 0887-72-1003 <FAX> 0887-72-1004

② 大田口医院 <電話> 0887-73-0333 <FAX> 0887-73-0340

土佐町

■ 土佐町 健康福祉課
<電話> 0887-82-0442 <FAX> 0887-70-1312 <防災行政無線> 電話 420-615

総務企画課
<電話> 0887-82-0480 <FAX> 0887-82-2681 <防災行政無線> 電話 420-619 FAX 420-710
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<Email> tosat-20@town.tosa.kochi.jp

■ 医療救護所

① 田井医院 <電話> 0887-82-0005 <FAX> 0887-82-2767

② 早明浦病院 <電話> 0887-82-0456 <FAX> 0887-82-0459

■ 救護病院

① 嶺北中央病院

<電話> 0887-76-2450 <FAX> 0887-76-2453 <Email> reihoku_msw@yahoo.co.jp

大川村

■ 大川村 総務課
<電話> 0887-84-2211 <FAX> 0887-84-2328 <防災行政無線> 電話 421-619 FAX 421-710
<衛星携帯電話> 090-9558-4357（ワイドスター）
<Email> soumu@vill.okawa.lg.jp 、 d-fukushi@vill.okawa.lg.jp

■ 医療救護所

① 小松診療所 <電話> 0887-84-2335 <FAX> 0887-84-2540

■ 救護病院

① 嶺北中央病院

<電話> 0887-76-2450 <FAX> 0887-76-2453 <Email> reihoku_msw@yahoo.co.jp

高知市支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整高知市支部 （高知市医療対策本部）

（高知市保健所：高知市丸ノ内 1-7-45）

<電話> 088-822-9955～9957（災害時優先電話） <FAX> 088-822-9958
<衛星携帯電話> 090-6886-8907、080-1993-9970、080-1993-9971（データ通信用）
<防災行政無線> 電話 895-611、895-619 FAX 895-710 <Email> kc-140200@city.kochi.lg.jp
<衛星メール> kochi_city-saigaiiryo@mopera.net

災害拠点病院

① 近森病院（高知市大川筋 1-1-16）

<電話> 088-822-5231 <FAX> 088-872-3059 <衛星携帯電話> 080-1993-9951
<防災行政無線> 電話 495-611 FAX 495-710 <Email> saigai@chikamori.com

② 国立病院機構高知病院 （高知市朝倉西町 1-2-25）

<電話> 088-844-3111 <FAX> 088-843-6385 <衛星携帯電話> 080-1993-9952
<防災行政無線> 電話 496-611 FAX 496-710 <Email> 7104sy01@kochi.hosp.go.jp

高知市

■ 高知市保健所（高知市医療対策本部）

「県保健医療支部」を参照

■ 救護病院

① 高知脳神経外科病院

<電話> 088-840-3535 <FAX> 088-840-3615 <衛星携帯電話> 080-1993-9953（ワイドスター）
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<Email> jim@kochi-nsg-hp.or.jp 、 knghp3535@mopera.net

② もみのき病院

<電話> 088-840-2222 <FAX> 088-840-1001 <衛星携帯電話> 080-8632-7830（ワイドスター）
<Email> mominoki@me.pikara.ne.jp 、 mominokihp@mopera.net

③ 高知生協病院

<電話> 088-840-0123 <FAX> 088-844-4438 <衛星携帯電話> 080-1993-9954（ワイドスター）
<Email> hps0123@kochi-iryoseikyo.jp 、 khs0123@mopera.net

④ 高知西病院

<電話> 088-843-1501 <FAX> 088-840-1096 <衛星携帯電話> 080-1993-9955（ワイドスター）
<Email> main@kochi.jcho.go.jp 、 k-nenkinriha-eisei@mopera.net

⑤ 高知整形・脳外科病院

<電話> 088-822-1285 <FAX> 088-875-4311 <衛星携帯電話> 080-8632-7831（ワイドスター）
<Email> kochions@athena.ocn.ne.jp 、 kochions@ mopera.net

⑥ 田中整形外科病院

<電話> 088-822-7660 <FAX> 088-823-6565 <衛星携帯電話> 080-8632-7832（ワイドスター）
<Email> soumu-tanakaorth@pearl.ocn.ne.jp 、 soumu-tanakaorth@ mopera.net

⑦ 細木病院

<電話> 088-822-7211 <FAX> 088-825-0909 <衛星携帯電話> 080-1993-9956（ワイドスター）
<Email> hosogi-h03@md.pikara.ne.jp 、 hosogi-hp@mopera.net

⑧ 国吉病院

<電話> 088-875-0231 <FAX> 088-875-0233 <衛星携帯電話> 080-1993-9957（ワイドスター）
<Email> management@kuniyoshi-hp.or.jp 、 kamimati@mopera.net

⑨ 竹下病院

<電話> 088-822-2371 <FAX> 088-822-2375 <衛星携帯電話> 080-1993-9958（ワイドスター）
<Email> takeshita-hp@sweet.ocn.ne.jp 、 takeshita112@mopera.net

⑩ 愛宕病院

<電話> 088-823-3301 <FAX> 088-871-0531 <衛星携帯電話> 080-1993-9959（ワイドスター）
<Email> er@atago-hp.or.jp 、 atago_hp@mopera.net

⑪ 潮江高橋病院

<電話> 088-833-2700 <FAX> 088-832-7646 <衛星携帯電話> 080-1993-9965（ワイドスター）
<Email> ushioetakahashi@takashiokai.or.jp 、 ushioetakahashi@mopera.net

⑫ 図南病院

<電話> 088-882-3126 <FAX> 088-882-3128 <衛星携帯電話> 080-1993-9962（ワイドスター）
<Email> tonan@hisakai.or.jp 、 tonan@mopera.net

⑬ 三愛病院

<電話> 088-845-5291 <FAX> 088-845-5611 <衛星携帯電話> 080-1993-9961（ワイドスター）
<Email> san-ai@hop.ocn.ne.jp 、 sanaihospital@mopera.net

⑭ いずみの病院

<電話> 088-826-5511 <FAX> 088-826-5510 <衛星携帯電話> 080-1993-9960（ワイドスター）
<Email> soumu@izumino.or.jp 、 izuminosoumu@mopera.net

⑮ 高知高須病院

<電話> 088-878-3377 <FAX> 088-878-3322 <衛星携帯電話> 080-1993-9963（ワイドスター）
<Email> daihyou@takasuhp.or.jp 、 takasuhp@mopera.net

⑯ 高知厚生病院
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<電話> 088-882-6205 <FAX> 088-883-1655 <衛星携帯電話> 080-1993-9964（ワイドスター）
<Email> k-k@kochi-koseihp.jp 、 kochikosei@mopera.net

⑰ 長浜病院

<電話> 088-841-2337 <FAX> 088-842-0809 <衛星携帯電話> 080-1993-9966（ワイドスター）
<Email> webmaster@nagahama-hp.or.jp 、 nagahamahp@mopera.net

⑱ 海里マリン病院

<電話> 088-847-0101 <FAX>088-847-0252 <衛星携帯電話> 080-1993-9967（ワイドスター）
<Email> info@marine-hosp.jp 、 marine-hp@mopera.net

⑲ 永井病院

<電話> 088-894-6611 <FAX> 088-894-6612 <衛星携帯電話> 080-1993-9968（ワイドスター）
<Email> jyohokanri@nagai-hp.com 、 nagai_saigaitaisaku@mopera.net

⑳ リハビリテーション病院すこやかな杜

<電話> 088-837-2345 <FAX> 088-837-2227 <衛星携帯電話> 080-1993-9969（ワイドスター）

<Email> yosihara@globe.ocn.ne.jp 、 sukoyaka@mopera.net

㉑ 島津病院

<電話> 088-823-2285 <FAX> 088-824-2363 <衛星携帯電話> 090-6889-6613（ワイドスター）

<Email> shimazuhp@shimazuhp.jp 、 shimazuhp@mopera.net

中央西支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整中央西支部 （高知県中央西福祉保健所：佐川町甲 1243-4）

<電話> 0889-22-1240 <FAX> 0889-22-9031
<衛星携帯電話> 090-6886-8904(ワイドスター)、050-5212-0303（内線 7016834）（IPSTAR）
<防災行政無線> 電話 482-611～617、482-619、 384～387（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX 482-710
<Email> 130115@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130115@ipstar.ne.jp

災害拠点病院 仁淀病院 （吾川郡いの町 1369）

<電話> 088-893-1551 <FAX> 088-893-4892（平日日中）、088-893-0229（夜間及び休日）
<衛星携帯電話> 090-6886-8911（(ワイドスター)
<防災行政無線> 電話 497-611 FAX 497-710 <Email> niyodo-h@town.ino.kochi.jp

災害拠点病院 土佐市民病院 （土佐市高岡町甲１８６７）

<電話> 088-852-2151 <FAX> 088-852-3476
<衛星携帯電話> 8816-2345-2849、8816-2345-2850（イリジウム）
<防災行政無線> 電話 478<Email> tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp

土佐市

■ 土佐市 健康づくり課
<電話> 088-852-1113 <FAX> 088-850-2433
<防災行政無線> 電話 404-619 FAX 404-710（防災対策課）
<衛星携帯電話> 080-1993-0673（ワイドスター） <Email> kenkou@city.tosa.lg.jp

■ 医療救護所
① 土佐市民病院 （救護病院）

■ 救護病院
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① 土佐市民病院 （災害拠点病院）

<電話> 088-852-2151 <FAX> 088-852-3476
<衛星携帯電話> 8816-2345-2849、8816-2345-2850（イリジウム）
<防災行政無線> 電話 478 <Email> tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp

いの町

■ いの町 ほけん福祉課
<電話> 088-893-3811 <FAX> 088-893-1101 <Email> hokenhukushi@town.ino.kochi.jp
<衛星携帯電話>(総務課)080-1993-7194(ワイドスター)
<防災行政無線>（総務課） 電話 422-619 FAX 422-710

■ 医療救護所

① 仁淀病院 （救護病院）

■ 救護病院

① 仁淀病院 （災害拠点病院）

<電話> 088-893-1551 <FAX> 088-893-4892（平日日中）、088-893-0229（夜間及び休日）
<衛星携帯電話> 090-6886-8911（ワイドスター）
<防災行政無線> 電話 497-611 FAX 497-710 <Email> niyodo-h@town.ino.kochi.jp

② さくら病院 <電話> 088-893-5111 <FAX> 088-893-0005 <Email> skr5111@yahoo.co.jp

<衛星携帯電話> 090-5715-1082（ワイドスター）

仁淀川町

■ 仁淀川町 保健福祉課
<電話> 0889-35-0888 <FAX> 0889-35-0228
<防災行政無線> 電話 423-619 FAX 423-710（総務課）

■ 医療救護所

① 大崎診療所 <電話> 0889-35-0211 <FAX> 0889-35-0008

② 安部病院 <電話> 0889-34-2011 <FAX> 0889-34-2495

③ 西村医院及び別府小学校又はグラウンド

<電話> 0889-32-1126 <FAX> 0889-32-1477

■ 救護病院

① 高北病院 <電話> 0889-22-1166 <FAX> 0889-22-7414

<衛星携帯電話> 88216-6876-4106（ｽﾗｰﾔ）

<Email> sk14010@town.sakawa.lg.jp

② 山﨑外科整形外科病院 <電話> 0889-26-1136 <FAX> 0889-26-1799

<Email> sansyu@mb.inforyoma.or.jp

③ 前田病院 <電話> 0889-26-1175 <FAX> 0889-26-2603

<衛星携帯電話> 870-7763-99687、870-7763-99688（ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ）

<Email> maedahp-k2@honey.ocn.ne.jp

④ 北島病院 <電話> 0889-26-0432 <FAX> 0889-26-3600

<衛星携帯電話> 080-2983-7364（ワイドスター） <Email>wakaayu@axel.ocn.ne.jp

⑤ 山崎病院 <電話> 0889-26-1123 <FAX> 0889-26-3260

⑥ 岡本内科 <電話> 0889-26-1121 <FAX> 0889-26-1125
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佐川町

■ 佐川町 健康福祉課
<電話> 0889-22-7705 <FAX> 0889-22-7721
<衛星携帯電話> 88216-6876-4105（ｽﾗｰﾔ）
<防災行政無線> 電話 425-619 FAX 425-710（総務課）

<Email> sk06010@town.sakawa.lg.jp

■ 医療救護所

① 高北病院駐車場 （救護病院前）

■救護病院

① 高北病院 <電話> 0889-22-1166 <FAX> 0889-22-7414

<衛星携帯電話> 88216-6876-4106（ｽﾗｰﾔ） <Email> sk14010@town.sakawa.lg.jp

越知町

■ 越知町 保健福祉課

<電話> 0889-26-3211 <FAX> 0889-20-1186 <Email>center@town.ochi.lg.jp

<防災行政無線> 電話（住民課） 426-614 FAX（危機管理課） 426-710

■ 医療救護所

① 越知町保健福祉センター
<電話> 0889-26-3211 <FAX> 0889-20-1186 <Email> center@town.ochi.kochi.jp

■ 救護病院

① 山﨑外科整形外科病院 <電話> 0889-26-1136 <FAX> 0889-26-1799

<Email> sansyu@mb.inforyoma.or.jp

② 前田病院 <電話> 0889-26-1175 <FAX> 0889-26-2603

<衛星携帯電話> 870-7763-99687、870-7763-99688（ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ）

<Email> maedahp-k2@honey.ocn.ne.jp

③ 北島病院 <電話> 0889-26-0432 <FAX> 0889-26-3600

<衛星携帯電話> 080-2983-7364（ワイドスター） <Email>wakaayu@axel.ocn.ne.jp

日高村

■日高村 健康福祉課
<電話> 0889-24-5197 <FAX> 0889-24-7900 <防災行政無線> 電話 428-619 FAX 428-710
<衛星携帯電話> 080-8638-1572（ワイドスター） <Email> kenkou@vill.hidaka.lg.jp

■ 医療救護所

① 日高村保健センター <電話> 0889-24-5001 <FAX> 0889-24-7372

<衛星携帯電話> 080-8638-1572（ワイドスター） <Email> kenkou@vill.hidaka.lg.jp

■ 救護病院

① 高北病院 <電話> 0889-22-1166 <FAX> 0889-22-7414

<衛星携帯電話> 88216-6876-4106（ｽﾗｰﾔ） <Email> sk14010@town.sakawa.lg.jp

② さくら病院 <電話> 088-893-5111 <FAX> 088-893-0005 <Email> skr5111@yahoo.co.jp

<衛星携帯電話> 090-5715-1082(ワイドスター)
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高幡支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整高幡支部（高知県須崎福祉保健所：須崎市東古市町 6-26）

<電話> 0889-42-1875 <FAX> 0889-42-8924
<衛星携帯電話> 090-6886-8905(ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ) 050-5212-0302(内線 7027842) (IPSTAR)
<防災行政無線> 電話 84-606、842-290～297、388～391（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX 842-299
<Email> 130116@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130116@ipstar.ne.jp

災害拠点病院

① 須崎くろしお病院 （須崎市緑町 4-30）

<電話> 0889-43-2121 <FAX> 0889-42-1582 <衛星携帯電話> 090-6886-8912（ワイドスター）
<防災行政無線> 電話 498-611 FAX 498-710
<Email> dmat1.susaki.kuroshio.hp@gmail.com 、 DMAT-1@susaki-kuroshio-hp.or.jp 、

informanage@susaki-kuroshio-hp.or.jp 、 satsukikai@susaki-kuroshio-hp.or.jp、

② くぼかわ病院 （四万十町見付 902-1）
<電話> 0880-22-1111 <FAX> 0880-22-1166
<衛星携帯電話> 090-5914-6492（ワイドスター） <Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 479

須崎市

■ 須崎市 健康推進課
<電話> 0889-42-1280 <FAX> 0889-42-1245 <衛星携帯電話> 080-2971-5612（ワイドスター）
<防災行政無線> 電話 405-619 FAX 405-710 <Email> kenko1@city.susaki.lg.jp

■ 医療救護所

① 須崎市総合保健福祉センター

<電話> 0889-42-1280 <FAX> 0889-42-1245 <防災行政無線> 電話 405-614
② 朝ヶ丘中学校
<電話> 0889-42-1864 <FAX> 0889-42-1865

③ 上分中学校
<電話> 0889-46-0112 <FAX> 0889-46-0173

■ 救護病院

① 高陵病院 <電話> 0889-42-2485 <FAX> 0889-40-0125

<衛星携帯電話> 8816-234-21069（イリジウム） 〈Email〉 fujito@koryo-hp.or.jp

②土佐市民病院 <電話> 088-852-2151 <FAX> 088-852-3476
<衛星携帯電話> 8816-2345-2849、8816-2345-2850（イリジウム）
<防災行政無線> 電話 478 <Email> tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp

中土佐町

■ 中土佐町 健康福祉課
<電話> 0889-52-２６６２ <FAX> 0889-52-2432
<防災行政無線> 電話 424-613 FAX 424-710
<衛星携帯電話> 88216-6876-3046（スラーヤ）、 （大野見支所）88216-6876-3047（スラーヤ）
<Email> ｆukushi@town.nakatosa.lg.jp

■ 医療救護所

① 久礼中学校 <電話> 0889-52-2811 <FAX> 0889-52-2839
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② 大野見診療所 <電話> 0889-57-2127 <FAX> 0889-57-2111

■ 救護病院

① なかとさ病院 <電話> 0889-52-2040 <FAX> 0889-52-368

<Email>nakatosa@mx82.tiki.ne.jp

② くぼかわ病院（災害拠点病院）

<電話> 0880-22-1111 <FAX> 0880-22-1166
<衛星携帯電話> 090-5914-6492（ワイドスター） <Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 479

梼原町

■ 梼原町 保健福祉支援センター
<電話> 0889-65-1170 <FAX> 0889-65-0379 <防災行政無線> 電話 427-619 FAX 427-710
<衛星携帯電話> 080-2977-0055（ワイドスター） <Email> 40-yusuhara@town.yusuhara.ｌｇ.jp

■ 医療救護所
① 梼原病院 （救護病院）
② 四万川診療所 <電話> 0889-67-0314 <FAX> 0889-67-0315
③ 松原診療所 <電話> 0889-66-0031 <FAX> 0889-66-0032

■ 救護病院
① 梼原病院 <電話> 0889-65-1151 <FAX> 0889-65-1152

<Email> yusu-hospital@town.yusuhara.kochi.jp

津野町

■ 津野町 町民課

<電話> 0889-55-2314 <FAX> 0889-55-2022 <衛星携帯電話> 080-1992-3198（ワイドスター）

<防災行政無線> 電話 429-619 FAX 429-710
<Email> chomin@town.kochi-tsuno.lg.jp

■ 医療救護所
① 姫野々診療所
<電話> 0889-55-2001 <FAX> 0889-55-2514 <Email> himesin@town.kochi.tsuno.lg.jp

② 杉ノ川診療所
<電話> 0889-56-3333 <FAX> 0889-56-3352 <Email> sugisin@town.kochi-tsuno.lg.jp

③ つのやまクリニック
<電話> 0889-62-2175 <FAX> 0889-62-2135

■ 救護病院

① 梼原病院 <電話> 0889-65-1151 <FAX> 0889-65-1152

<Email> yusu-hospital@town.yusuhara.kochi.jp

② 高陵病院 <電話> 0889-42-2485 <FAX> 0889-40-0125

<衛星携帯電話> 8816-2342-1069（イリジウム） 〈Email〉 fujito@koryo-hp.or.jp

四万十町

■ 四万十町 健康福祉課
<電話> 0880-22-3115 <FAX> 0880-22-3725 <防災行政無線> 電話 430-619 FAX 430-710

<衛星携帯電話> 870-776398309(ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ) <Email> 106000@town.shimanto.lg.jp
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■ 医療救護所

① 農村環境改善センター <電話> 0880-22-3711 <FAX> 0880-22-3345

② 大正診療所 <電話> 0880-27-0210 <FAX> 0880-27-0288

<衛星携帯電話> 870-776171120（インマルサット）

<Email> 404000@town.shimanto.lg.jp

③ 十和診療所 <電話> 0880-28-5523 <FAX> 0880-28-5158

<衛星携帯電話> 870-776171369（インマルサット）

<Email> 405000@town.shimanto.lg.jp

■ 救護病院

① くぼかわ病院（災害拠点病院）

<電話> 0880-22-1111 <FAX> 0880-22-1166
<衛星携帯電話> 090-5914-6492（ワイドスター） <Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 479

② 大西病院

<電話> 0880-22-1191 <FAX> 0880-22-1250

<衛星携帯電話> 8816-2344-0768 、 8816-2344-0769（イリジウム）

<Email> info@oonishi-hp.or.jp

幡多支部管内

県保健医療支部 高知県保健医療調整幡多支部 （高知県幡多福祉保健所：四万十市中村山手通 19）

<電話> 0880-35-5979 <FAX> 0880-35-5980
<衛星携帯電話> 090-6886-8906（ワイドスター） 050-5212-0301(内線 7050448)(IPSTAR)
<防災行政無線> 電話 483-619 、 483-611 FAX 483-710
<Email> 130118@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130118@ipstar.ne.jp

災害拠点病院 幡多けんみん病院 （宿毛市山奈町芳奈 3-1）

<電話> 0880-66-2222 <FAX> 0880-66-2111 <衛星携帯電話> 090-6886-8913(ワイドスター)
<防災行政無線> 電話 499-611 FAX 499-710 <Email> 620108@ken.pref.kochi.lg.jp

宿毛市

■ 宿毛市 健康推進課
<電話> 0880-63-1113 <FAX> 0880-63-0410 <防災行政無線> 電話 406-615 FAX 406-710

<Email> hoken@city.sukumo.lg.jp

■ 医療救護所

① 大井田病院（救護病院）

② 聖ヶ丘病院（救護病院）

③ 筒井病院（救護病院）

④ 沖の島へき地診療所（救護病院）

■ 救護病院

① 大井田病院

<電話> 0880-63-2101 <FAX> 0880-63-4792 <衛星携帯電話> 080-8632-9708(ワイドスター)
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<Email> info@ooida-hp.net

② 聖ヶ丘病院

<電話> 0880-63-2146 <FAX> 0880-63-3336 <衛星携帯電話> 080-2975-6225(ワイドスター)

<Email> fujiwara@mb.gallery.ne.jp

③ 筒井病院

<電話> 0880-66-0013 FAX> 0880-66-0078 <衛星携帯電話> 080-8633-1637(ワイドスター)

<Email> tsutsui-h@goseikai.jp

④ 沖の島へき地診療所

<電話> 0880-69-1330 <FAX> 0880-69-1330 <衛星携帯電話>080-2990-2385 (ワイドスター)

<Email>oki-clinic@city.sukumo.lg.jp

土佐清水市

■ 土佐清水市 健康推進課
<電話> 0880-82-1121 <FAX> 0880-82-5599 <防災行政無線> 電話 407-619 FAX 407-710
<Email> kenkou@city.tosashimizu.lg.jp

■ 医療救護所

① 清水中学校 <電話> 0880-82-1243 <FAX>0880-83-0027 <Email>shimizu-j@kochinet.ed.jp

② 下ノ加江地区防災コミュニティセンター <電話> なし <FAX> なし

③ 足摺岬小学校 <電話> 0880-88-0001 <FAX> 0880-88-0001

④ 平ノ段区長場 <電話> 0880-85-0124 <FAX> なし

⑤ 下川口地区防災コミュニティセンター <電話> なし <FAX> なし

■ 救護病院

① 渭南病院

<電話> 0880-82-1151 <FAX> 0880-82-0429 <衛星携帯電話>080-1996-7025 (ワイドスター)
<Email> takehisa-mizobuchi@inan-hp.jp

② 足摺病院

<電話> 0880-82-1275 <FAX> 0880-82-5585 <衛星携帯電話>080-2978-6998 (ワイドスター)
<Email> natureforvictoria@yahoo.co.jp

③ 松谷病院

<電話> 0880-82-0001 <FAX> 0880-82-0119 <衛星携帯電話> 080-2978-7806(ワイドスター)
<Email> seiyukai@giga.ocn.ne.jp

四万十市

■ 四万十市 健康推進課
<電話> 0880-34-1823 <FAX> 0880-34-0567
<防災行政無線> 電話 408-619 FAX 408-710 <Email> eisei@city.shimanto.lg.jp

■ 医療救護所

① 四万十市立市民病院救護所 （救護病院）

② 木俵病院救護所 （救護病院）

③ 竹本病院救護所 （救護病院）

④ 森下病院救護所 （救護病院）

⑤ 中村病院救護所 （救護病院）

⑥ 国保西土佐診療所救護所 （救護病院）

⑦ 渡川病院救護所 （救護病院）
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■ 救護病院

① 四万十市立市民病院

<電話> 0880-34-2126 <FAX> 0880-34-1861 <衛星携帯電話> 080-2973-7313(ワイドスター)
<Email> byouin@city.shimanto.lg.jp

② 木俵病院

<電話> 0880-34-1211 <FAX> 0880-35-4691 <Email> niiya-kidawara@mbr.sphere.ne.jp

③ 竹本病院

<電話> 0880-35-4151 <FAX> 0880-35-4155 <Email> takemoto@poem.ocn.ne.jp

④ 森下病院

<電話> 0880-34-2030 <FAX> 0880-34-6952 <Email> m-hospi@basil.ocn.ne.jp

⑤ 中村病院

<電話> 0880-34-3177 <FAX> 0880-34-7318 <Email>jikeikai@titan.ocn.ne.jp

⑥ 国保西土佐診療所

<電話> 0880-52-1011 <FAX> 0880-52-1897 <Email> n-shinryou@city.shimanto.lg.jp

⑦ 渡川病院

<電話> 0880-37-2220 <FAX> 0880-37-2218 <Email> wh2218@vega.ocn.ne.jp

大月町

■ 大月町 保健介護課
<電話> 0880-73-1365 <FAX> 0880-73-1613
<衛星携帯電話>080-2978-5602(ワイドスター)（大月病院と共有）
<防災行政無線> 電話 431-619 FAX 431-710
<Email> hoken@town.otsuki.lg.jp

■ 医療救護所

① 大月病院（病院前駐車場救護所） （救護病院）

■ 救護病院

① 大月病院

<電話> 0880-73-1300 <FAX> 0880-73-1448
<衛星携帯電話>080-2978-5602(ワイドスター)（保健介護課と共有）
<Email> byouin@town.otsuki.lg.jp

三原村

■ 三原村 住民課
<電話> 0880-46-2111 <FAX> 0880-46-2114 <防災行政無線> 電話 432-611 FAX 432-710
<Email> jumin@vill.mihara.lg.jp

■ 医療救護所

① 三原村国保診療所敷地内（救護病院）

■ 救護病院

① 三原村国保診療所 <電話> 0880-46-2011 <FAX> 0880-46-2012

黒潮町

■黒潮町 健康福祉課
<電話> 0880-43-2836 <FAX> 0880-43-2676
<衛星携帯電話>090-5145-6125(ワイドスター) 080-2215-1221(ワイドスター)
<防災行政無線> 電話 433-619 FAX 433-710
<Email> kenkouhukushi@town.kuroshio.lg.jp
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■ 医療救護所

① 国民健康保険拳ノ川診療所 <電話> 0880-55-7111 <FAX> 0880-55-7081

② 伊与喜小学校 <電話> 0880-55-2069 <FAX> 0880-55-2069

③ 国民健康保険佐賀診療所 <電話> 0880-55-2037 <FAX> 0880-55-3415（津波等浸水時は除く）

④ 高知県立幡多青少年の家 <電話> 0880-44-1199 <FAX> 0880-44-1566

⑤ 大方中学校 <電話> 0880-43-2222 <FAX> 0880-31-3007

⑥ 三浦小学校 <電話> 0880-43-1114 <FAX> 0880-43-1114

⑦ 大方クリニック <電話> 0880-43-2255 <FAX> 0880-43-2462（津波等浸水時は除く）

■ 救護病院

① 四万十市立市民病院

<電話> 0880-34-2126 <FAX> 0880-34-1861 <衛星携帯電話> 080-2973-7313(ワイドスター)

<Email> byouin@city.shimanto.lg.jp

② くぼかわ病院（災害拠点病院）

<電話> 0880-22-1111 <FAX> 0880-22-1166
<衛星携帯電話> 090-5914-6492（ワイドスター） <Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 479

国等の機関

厚生労働省 東京都千代田区霞が関 1-2-2 <電話> 03-5253-1111 (代表)

■ 医政局地域医療計画課

<電話> 03-3595-2194 災害発生時緊急連絡先 03-3591-7059 <FAX> 03-3503-8562
<緊急時用携帯電話> 090-3338-6434

■ 医政局経済課

<電話> 03-3595-2421 <FAX> 03-3507-9041

■ ＤＭＡＴ事務局 立川市緑町 3256 独立行政法人国立病院機構災害医療センター内

<電話> 042-526-5701 <FAX> 042-526-5706 <Email> info@dmat.jp

日本赤十字社

■ 日本赤十字社（本社） 東京都港区芝大門 1-1-3

<電話> 03-3438-1311 (代表) <Ｅｍａｉｌ> info@jrc.or.jp

■ 高知県支部 高知市丸ノ内 1-7-45 総合あんしんセンター１階

<電話> 088-872-6295 <FAX> 088-872-6299
<衛星携帯電話> 080-8639-9016
<防災行政無線> 電話 896-611、896-619 FAX 896-710 <Email> jigyo@kochi.jrc.or.jp

■ 高知県赤十字血液センター 南国市岡豊町小蓮 448 番地
<電話> 088-866-6660 <FAX> 088-866-6661
<衛星携帯電話> 080-8639－9015、010-870-772580683（インマルサット）
<衛星携帯 FAX＞ 010-870-782500683（インマルサット）
<非常用通信機器> ハザードトーク 050-3695-0266
<Email> kenketsu@kochi.bc.jrc.or.jp
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出典：EMIS 関連様式
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資料３ 緊急通行車両・規制除外車両の事前届出

１ 事前届出から確認標章等交付、返納までの流れ

【大規模災害（大地震）発生時の交通規制要領】

２ 事前届出に必要な書類（様式は高知県警察ホームページからダウンロード可能）

大規模災害（大地震）の発生

緊急交通路の指定

緊急通行車両・規制除外車両以外

の車両の通行を禁止または制限

緊急通行車両・規制除外車両の確

認、確認標章・証明書交付

被災情報収集、被害甚大通行可能道路の確認

災害対策基本法に基づく交通規制の実施

緊急自動車、自衛隊車両等は即通行可能

応急対策のための緊急交通路を確保

確認標章を掲示して緊急交通路を通行

規制除外車両の確認標章等交付対

象を拡大

緊急交通路等の状況の改善

被災地のニーズ等を考慮

タンクローリー大型バス、霊柩車、一定物資

輸送の大型貨物車等追加

さらに交通容量に余裕が見られる場合

公安委員会の意思決定の内容を変

更

意思決定の内容変更により、貨物車、営業車

等登録番号による通行を認める。標章の掲示

を要しない。

交通容量が回復

交通規制の解除 確認標章、証明書の返却

第

一

局

面

第

二

局

面

第一局面：災害発生後２～３日の間

第二局面：災害発生後３～４日目から約 10日間

緊急通行車両等事前届出書（２通）

申請車両の車検証の写し（１通）

疎明資料【輸送協定書その他の当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類（こ

れらの書類がない場合は、指定行政機関等の上申書等）】

規制除外車両事前届出書（２通）、車検証の写し（１通）と以下の書類

①医師・歯科医師、医療機関等の使用する車両

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類

②医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両

使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類

③患者等搬送車両（特別な構造又は装置があるものに限る。）

車両の写真（ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの）

緊
急
通
行
車
両

規
制
除
外
車
両
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資料４ ヘリコプター ランディングポイント等適地一覧 （平成 31 年４月現在）

災害発生時にヘリコプターの離着陸場として使用する際の参考として記載します。

なお、高知県航空部隊受援計画に、より詳細な一覧表が掲載されています。

北緯 東経 長さ 幅
1 高知市 高知市東部総合運動場(多目的グラウンド) 高知市介良丙1000-1 N33°32′59″ E133°35′57″ 127 102 砂質土
2 高知市 高知市東部総合運動場(野球場) 高知市五台山1789 N33°32′50″ E133°35′52″ 88 81 芝・砂質土
3 高知市 高知東警察署【高知東署】 高知市大津乙807-1 N33°34′10″ E133°35′30″ 47 38 アスファルト
4 高知市 高知新港 高知市仁井田字新港 N33°30′48″ E133°35′20″ 256 91 砂質土
5 高知市 高知医療センター(地上 6.5tまで)【KOCHI】 高知市池2125-1 N33°31′51″ E133°35′14″ 22 22 アルミ
6 高知市 高知医療センター(屋上 6.5tまで) 高知市池2125-1 N33°31′53″ E133°35′06″ 21 18 コンクリート
7 高知市 ぢばさんセンター 高知市布師田3992-2 N33°34′24″ E133°34′37″ 69 41 アスファルト
8 高知市 高須浄化センター（南側グラウンド） 高知市高須305 N33°33′45″ E133°34′23″ 144 103 砂質土
9 高知市 高須浄化センター（センター内広場） 高知市高須304 N33°33′49″ E133°34′18″ 84 40 草地
10 高知市 丸池公園グラウンド 高知市丸池町 N33°33′43″ E133°33′49″ 86 81 砂質土
11 高知市 久重小学校 高知市久礼野2340-2 N33°36′42″ E133°33′45″ 62 41 砂質土
12 高知市 萩公園グラウンド 高知市新田町16 N33°32′59″ E133°33′19″ 87 84 砂質土
13 高知市 長浜公園グラウンド 高知市長浜5618-1 N33°29′41″ E133°32′54″ 87 63 砂質土
14 高知市 高知市青年センター多目的広場 高知市桟橋通り2丁目1-50 N33°33′02″ E133°32′51″ 82 67 砂質土
15 高知市 近森病院（屋上 7.0tまで）【CHIKAMORI HOSPITAL】 高知市大川筋1丁目1-16 N33°33′52″ E133°32′30″ 21 21 コンクリート
16 高知市 瀬戸公園グラウンド 高知市横浜新町5丁目 N33°30′50″ E133°32′25″ 62 50 芝・砂質土
17 高知市 太平洋セメント(株)土佐山鉱業所 高知市土佐山1200-16 N33°37′43″ E133°32′18″ 31 21 アスファルト・コンクリート

18 高知市 （株）四電工高知支店高知営業所 高知市長浜3101-1 N33°29′42″ E133°32′04″ 16 16 アスファルト
19 高知市 高知県警ヘリポート(屋上 6.5tまで) 高知市丸の内2丁目4-30 N33°33′48″ E133°31′55″ 21 17 コンクリート
20 高知市 高知市総合運動場補助グラウンド 高知市大原町 N33°33′10″ E133°31′51″ 101 65 砂質土
21 高知市 土佐山運動公園 高知市土佐山1137 N33°37′32″ E133°31′51″ 80 74 砂質土
22 高知市 城西公園グラウンド 高知市丸ノ内1丁目8 N33°33′42″ E133°31′40″ 75 72 砂質土
23 高知市 土佐山小中学校 高知市土佐山桑尾27 N33°37′60″ E133°31′38″ 83 24 砂質土
24 高知市 月ノ瀬公園 高知市上町2丁目13 N33°33′16″ E133°31′28″ 70 20 芝
25 高知市 土佐山夢産地パーク交流館「かわせみ」 高知市土佐山桑尾1856-1 N33°38′03″ E133°31′28″ 29 28 アスファルト
26 高知市 土佐山地区桑尾飛行場外離着陸場 高知市土佐山桑尾1607-1 N33°37′47″ E133°30′55″ 23 20 アスファルト
27 高知市 春野総合運動公園(多目的広場) 高知市春野町芳原2485 N33°30′46″ E133°30′20″ 115 70 芝
28 高知市 春野総合運動公園(補助競技場) 高知市春野町芳原2485 N33°30′48″ E133°30′12″ 106 70 芝
29 高知市 春野総合運動公園(陸上競技場) 高知市春野町芳原2485 N33°30′41″ E133°30′10″ 104 74 芝
30 高知市 春野総合運動公園(運動広場D) 高知市春野町芳原2485 N33°30′26″ E133°30′05″ 149 105 砂質土
31 高知市 旧土佐山中学校 高知市土佐山弘瀬405 N33°37′24″ E133°29′54″ 45 25 砂質土・芝
32 高知市 高知商業高等学校 高知市大谷6 N33°33′32″ E133°29′46″ 113 104 砂質土
33 高知市 高知市内県立学校共同グラウンド 高知市朝倉甲525 N33°32′21″ E133°29′44″ 99 91 砂質土
34 高知市 鏡小学校 高知市鏡今井7 N33°36′13″ E133°28′22″ 47 30 砂質土
35 高知市 鏡中学校 高知市鏡今井191 N33°36′23″ E133°28′20″ 55 45 砂質土
36 高知市 城ノ平運動公園(ソフトボール専用球場) 高知市鏡小浜435-2 N33°35′39″ E133°28′04″ 50 50 砂質土
37 高知市 城ノ平運動公園(多目的広場) 高知市鏡小浜435-2 N33°35′43″ E133°28′03″ 70 66 砂質土
38 高知市 国交省仁淀川水防へリポート 高知市春野町弘岡上 N33°29′57″ E133°27′01″ 18 18 アスファルト
39 高知市 鏡地区横矢飛行場外離着陸場 高知市鏡横矢1367番34 N33°37′19″ E133°24′12″ 27 22 アスファルト
40 高知市 鏡地区梅ノ木離着陸場 高知市鏡梅ノ木1235番 N33°35′44″ E133°25′26″ 57 24 アスファルト
41 高知市 鏡地区城ノ平飛行場外離着陸場 高知市鏡小浜431番3 N33°35′37″ E133°28′04″ 28 28 アスファルト
42 東洋町 東洋町白浜海岸（ホワイトビーチホテル） 安芸郡東洋町白浜88-8 N33°32′33″ E134°17′39″ 90 60 砂質土
43 東洋町 東洋町防災ヘリポート【KOCHI TOYO】 安芸郡東洋町河内1436-1 N33°32′08″ E134°17′16″ 40 40 アスファルト
44 東洋町 東洋町運動公園総合運動場 安芸郡東洋町生見10-2 N33°31′46″ E134°16′59″ 65 62 砂質土
45 東洋町 東洋町生見サーフビーチ 安芸郡東洋町生見 N33°31′22″ E134°16′59″ 290 28 砂質土
46 東洋町 東洋町野根海浜 安芸郡東洋町野根丙 N33°30′04″ E134°16′07″ 260 42 砂質土
47 東洋町 魚網干場 安芸郡東洋町野根甲 N33°29′37″ E134°15′56″ 110 50 アスファルト
48 東洋町 野根中学校 安芸郡東洋町野根丙994-1 N33°30′24″ E134°15′22″ 69 65 芝
49 東洋町 押野公園 安芸郡東洋町野根甲373 N33°30′15″ E134°14′55″ 130 37 芝
50 室戸市 佐喜浜港 室戸市佐喜浜町山口 N33°23′42″ E134°12′38″ 61 30 砂質土
51 室戸市 佐喜浜中学校 室戸市佐喜浜町3848 N33°24′03″ E134°12′37″ 90 50 砂質土
52 室戸市 佐喜浜川川原 室戸市佐喜浜町山口 N33°23′51″ E134°12′37″ 30 20 砂質土
53 室戸市 芸東衛生組合佐喜浜クリーンセンター 室戸市佐喜浜町3370-1 N33°24′43″ E134°11′55″ 73 70 砂質土
54 室戸市 室戸世界ジオパークセンター 室戸市室戸岬町1810-2 N33°17′57″ E134°11′14″ 50 24 アスファルト
55 室戸市 高岡漁港 室戸市室戸岬町高岡 N33°16′02″ E134°11′05″ 20 20 コンクリート
56 室戸市 室戸広域公園（運動広場） 室戸市領家・室戸岬町 N33°17′17″ E134°10′12″ 114 67 砂質土
57 室戸市 室戸市消防署 室戸市室津12 N33°17′41″ E134°10′01″ 45 30 アスファルト
58 室戸市 室津河内(北側) 室戸市室津948-8　他 N33°20′12″ E134°09′58″ 26 19 砂質土
59 室戸市 室戸中央公園(芝生広場) 室戸市室戸岬町 N33°17′06″ E134°09′32″ 83 34 芝
60 室戸市 室戸中央公園(運動広場) 室戸市室戸岬町 N33°17′12″ E134°09′30″ 124 70 砂質土・芝

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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北緯 東経 長さ 幅
61 室戸市 むろと防災公園【MUROTO】 室戸市室津　神ノ前 N33°17′31″ E134°09′29″ 36 36 コンクリート・アスファルト

62 室戸市 室戸岬中学校 室戸市室戸岬町5709 N33°16′29″ E134°09′28″ 90 60 砂質土・芝
63 室戸市 室戸小学校 室戸市浮津115 N33°17′30″ E134°09′07″ 77 44 砂質土
64 室戸市 室戸中学校 室戸市浮津三番町92-1 N33°17′33″ E134°08′34″ 80 66 砂質土
65 室戸市 国立室戸青少年自然の家 室戸市元乙1721 N33°18′56″ E134°07′17″ 65 65 草地
66 室戸市 行当グラウンド(東側) 室戸市元甲2743-88先 N33°17′42″ E134°06′59″ 100 60 砂質土・草地

67 室戸市 行当グラウンド(西側) 室戸市元甲2743-88先 N33°17′41″ E134°06′55″ 19 18 芝
68 室戸市 吉良川中学校 室戸市吉良川町乙2000 N33°20′13″ E134°05′44″ 87 67 砂質土
69 室戸市 羽根川河口 室戸市羽根町乙 N33°21′48″ E134°03′42″ 39 24 砂質土
70 室戸市 羽根中学校 室戸市羽根町乙774 N33°22′21″ E134°03′38″ 65 60 砂質土
71 北川村 北川村島【シマ】 安芸郡北川村島 N33°32′31″ E134°07′13″ 30 30 アスファルト
72 北川村 北川中学校 安芸郡北川村野友甲1548 N33°26′46″ E134°02′28″ 90 65 砂質土
73 奈半利町 奈半利町防災ヘリポート 安芸郡奈半利町乙478-1 N33°25′13″ E134°01′42″ 45 24 アスファルト
74 奈半利町 奈半利港緑地 安芸郡奈半利町西河原 N33°25′32″ E134°01′00″ 36 32 芝
75 田野町 二十三士公園 安芸郡田野町開 N33°25′50″ E134°01′02″ 42 26 芝

76 馬路村 魚梁瀬東川
安芸郡馬路村魚梁瀬東川
(大戸山国有林24林班)

N33°37′20″ E134°07′21″ 24 23 砂利

77 馬路村 魚梁瀬丸山公園 安芸郡馬路村魚梁瀬 N33°36′51″ E134°06′38″ 34 32 砂利
78 馬路村 魚梁瀬小中学校 安芸郡馬路村魚梁瀬10-149 N33°37′02″ E134°06′32″ 78 38 砂質土
79 馬路村 魚梁瀬森林公園 安芸郡馬路村魚梁瀬813-5 N33°36′11″ E134°06′24″ 43 25 芝
80 馬路村 (株)エコアス馬路村 安芸郡馬路村馬路1464-3 N33°33′60″ E134°03′54″ 21 17 アスファルト
81 馬路村 馬路村貯木場 安芸郡馬路村馬路西張 N33°33′52″ E134°03′28″ 20 13 アスファルト
82 馬路村 平瀬仮置き場 安芸郡馬路村馬路平瀬 N33°32′05″ E134°03′08″ 26 15 砂利
83 馬路村 馬路村民運動場 安芸郡馬路村馬路 N33°33′16″ E134°02′58″ 92 54 砂質土
84 馬路村 一谷ヘリポート【UMAJI】 安芸郡馬路村馬路 N33°33′03″ E134°02′35″ 20 20 コンクリート
85 馬路村 馬路村長滝林道 安芸郡馬路村馬路須垣谷 N33°36′22″ E134°02′31″ 13 5 コンクリート
86 安田町 結の丘ドーム【CHUGEI】 安芸郡安田町東島2017 N33°26′22″ E134°00′20″ 50 40 コンクリート
87 安田町 中山小・中学校 安芸郡安田町正弘1538 N33°29′12″ E134°00′04″ 62 50 砂質土
88 安田町 安田(ヘリポート)【安田】 安芸郡安田町安田3131 N33°26′21″ E133°59′21″ 61 20 アスファルト
89 安田町 安田中学校 安芸郡安田町安田2003 N33°26′31″ E133°59′04″ 78 62 砂質土
90 安田町 安田（ヘリポート）【安田瀬切】 安芸郡安田町瀬切383-1 N33°31′13″ E134°01′56″ 64 35 コンクリート
91 安芸市 古井加勝林道沿い広場 安芸市古井 N33°36′36″ E133°59′13″ 16 15 砂質土
92 安芸市 東川小中学校 安芸市入河内710 N33°33′26″ E133°57′37″ 50 30 砂質土
93 安芸市 安芸広域メルトセンター 安芸市伊尾木4034-1 N33°29′42″ E133°56′51″ 30 16 アスファルト
94 安芸市 クリエイティブシャトルはたやま 安芸市畑山乙381 N33°37′19″ E133°55′26″ 34 24 芝
95 安芸市 中ノ橋下サッカー場 安芸市土居1313 N33°30′54″ E133°55′00″ 130 28 草地
96 安芸市 安芸高校野球場 安芸市川北甲 N33°30′11″ E133°54′59″ 88 81 砂質土
97 安芸市 安芸中学校野球場 安芸市川北甲 N33°30′07″ E133°54′58″ 82 81 砂質土
98 安芸市 中ノ橋上公園【どい】 安芸市土居 N33°31′02″ E133°54′57″ 62 18 アスファルト
99 安芸市 安芸川河口周辺 安芸市川北 N33°29′42″ E133°54′45″ 62 58 砂利
100 安芸市 浄化センター西グラウンド 安芸市港町1丁目737-4 N33°29′53″ E133°54′37″ 48 42 砂質土
101 安芸市 あき総合病院 （屋上 6.5tまで） 安芸市宝永町1-32 N33°30′24″ E133°53′50″ 21 18 コンクリート
102 安芸市 ニッポン高度紙工業サッカー場 安芸市植野1 N33°31′00″ E133°53′32″ 103 74 芝
103 安芸市 安芸市総合運動場（多目的競技場） 安芸市桜ヶ丘町 N33°30′16″ E133°53′30″ 136 69 芝
104 安芸市 安芸市総合運動場（野球場） 安芸市桜ヶ丘町2248-1 N33°30′21″ E133°53′29″ 104 82 芝
105 安芸市 安芸漁港 安芸市津久茂町 N33°30′06″ E133°53′05″ 168 64 草地・アスファルト

106 芸西村 芸西村憩ヶ丘運動公園陸上競技場 安芸郡芸西村和食甲4537-1先 N33°31′42″ E133°49′07″ 103 70 砂質土
107 芸西村 芸西【GEISEI】 安芸郡芸西村和食甲4525 N33°31′44″ E133°49′03″ 29 25 アスファルト
108 芸西村 芸西中学校 安芸郡芸西村和食甲2265 N33°31′28″ E133°48′43″ 63 50 砂質土
109 芸西村 芸西小学校 安芸郡芸西村和食甲1188 N33°31′39″ E133°48′27″ 75 49 砂質土
110 芸西村 和食川河口 安芸郡芸西村和食甲 N33°31′03″ E133°47′58″ 108 31 砂質土
111 芸西村 黒潮カントリークラブ内ヘリコプター離着陸場 安芸郡芸西村西分甲5207 N33°32′24″ E133°47′29″ 46 25 アスファルト
112 芸西村 ウエルプラザ洋寿荘駐車場 安芸郡芸西村西分乙297 N33°30′59″ E133°46′22″ 45 31 アスファルト
113 香南市 土佐カントリークラブ【ANH TOSA】 香南市夜須町手結山668 N33°31′14″ E133°46′38″ 17 17 コンクリート・アスファルト

114 香南市 夜須小学校 香南市夜須町西山13-2 N33°32′37″ E133°45′38″ 59 34 砂質土
115 香南市 夜須中学校 香南市夜須町西山5-1 N33°32′33″ E133°45′36″ 66 34 砂質土
116 香南市 陸自高知駐屯地(ヘリポート) 香南市香我美町上分3390 N33°33′25″ E133°45′26″ 89 79 芝
117 香南市 陸自高知駐屯地(グラウンド) 香南市香我美町上分3390 N33°33′22″ E133°45′16″ 341 115 砂質土
118 香南市 ヤ・シィパーク 香南市夜須町千切537-90 N33°32′03″ E133°45′09″ 59 31 芝
119 香南市 夜須運動広場 香南市夜須町坪井1692 N33°32′39″ E133°45′00″ 97 81 砂質土
120 香南市 香我美小学校 香南市香我美町下分750 N33°34′25″ E133°44′35″ 78 41 砂質土
121 香南市 香我美運動広場 香南市香我美町徳王子2220-1 N33°33′35″ E133°44′15″ 98 87 砂質土
122 香南市 香我美中学校 香南市香我美町山北41-1 N33°34′03″ E133°44′01″ 87 64 砂質土
123 香南市 岸本小学校 香南市香我美町岸本95 N33°32′32″ E133°44′01″ 70 23 砂質土
124 香南市 赤岡運動広場 香南市赤岡町1094 N33°32′35″ E133°43′46″ 90 87 砂質土
125 香南市 赤岡小学校 香南市赤岡町弁天通816 N33°32′32″ E133°43′34″ 54 32 砂質土
126 香南市 赤岡中学校 香南市赤岡町1611 N33°32′45″ E133°43′24″ 104 54 砂質土
127 香南市 城山高校 香南市赤岡町1612 N33°32′53″ E133°43′24″ 90 84 砂質土
128 香南市 野市東小学校 香南市野市町中ノ村770 N33°33′52″ E133°43′13″ 56 53 砂質土
129 香南市 野市中学校 香南市野市町東野72 N33°34′02″ E133°42′23″ 98 50 砂質土
130 香南市 吉川小学校 香南市吉川町吉原 N33°32′34″ E133°42′02″ 70 59 砂質土
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北緯 東経 長さ 幅
131 香南市 佐古小学校 香南市野市町母代寺104 N33°34′55″ E133°42′01″ 45 33 砂質土
132 香南市 県立青少年センター（陸上競技場） 香南市野市町西野303-1 N33°34′37″ E133°41′51″ 107 68 芝
133 香南市 野市小学校 香南市野市町西野618 N33°33′52″ E133°41′51″ 69 47 砂質土
134 香南市 のいちふれあい広場 香南市野市町深渕919 N33°34′11″ E133°41′03″ 124 62 芝
135 香美市 岡ノ内ヘリポート【オカノウチ】 香美市岡ノ内235-6 N33°43′20″ E133°56′27″ 73 31 アスファルト・砂質土

136 香美市 神池ヘリポート【カミイケ】 香美市物部町神池 N33°43′37″ E133°52′39″ 25 16 アスファルト
137 香美市 旧大栃高校 香美市物部町大栃 N33°41′59″ E133°52′30″ 86 51 砂質土
138 香美市 香美市農村広場 香美市香北町吉野1300先 N33°39′15″ E133°48′20″ 100 66 芝
139 香美市 香北中学校 香美市香北町美良布892 N33°39′10″ E133°46′52″ 109 69 砂質土
140 香美市 鏡野公園 香美市土佐山田町宮ノ口 N33°37′08″ E133°43′13″ 88 62 芝
141 香美市 片地小学校 香美市土佐山田町宮の口9 N33°37′04″ E133°43′04″ 56 50 砂質土
142 香美市 物部川緑地公園 香美市土佐山田町山田島 N33°36′40″ E133°42′48″ 82 46 芝
143 香美市 物部川川原（町田） 香美市土佐山田町町田 N33°35′57″ E133°42′10″ 137 50 草地
144 香美市 香美市市民グラウンド 香美市土佐山田町楠目中村4 N33°36′40″ E133°41′53″ 90 49 砂質土
145 香美市 鏡野中学校 香美市土佐山田町楠目1973 N33°36′46″ E133°41′50″ 91 60 砂質土
146 香美市 山田小学校 香美市土佐山田町西本町2丁目4-5 N33°36′23″ E133°41′01″ 68 37 砂質土
147 香美市 土佐山田スタジアム 香美市土佐山田町植1252-2 N33°36′41″ E133°40′48″ 110 88 芝
148 香美市 五王堂ヘリポート【ゴオドウ】 香美市物部町五王堂字亀原38-1 N33°44′50″ E133°54′37″ 31 31 アスファルト

149 香美市 大栃ヘリポート【おおどち】
香美市物部町大栃

字柳澤西掛テ965番3地先 N33°41′55″ E133°52′26″ 35 32 アスファルト

150 香美市 別府ヘリポート【べふ】
香美市物部町別府

字シノミネ438番4 N33°45′40″ E134°01′59″ 32 52 アスファルト

151 香美市 北滝本ヘリポート（きたたきもと）
香美市土佐山田町北滝本

字上ミイタ渕８９番４ Ｎ33°40′06″ Ｅ133°39′54″ 30 24 アスファルト

152 香美市 三谷ヘリポート（みたに）
香美市香北町谷相

字山ノ根２８５５番 Ｎ33°40′10″ Ｅ133°47′42″ 30 18 アスファルト

153 南国市 高知空港 南国市久枝乙58 N33°32′46″ E133°40′28″ ― ― コンクリート
154 南国市 南国市立スポーツセンター 南国市前浜1344-3 N33°32′29″ E133°39′19″ 118 96 砂質土
155 南国市 北部スポーツレクリエーション施設グラウンド 南国市比江字国庁前703 N33°35′55″ E133°38′50″ 106 53 砂質土
156 南国市 吾岡山文化の森多目的広場 南国市大埇乙3542-1 N33°34′01″ E133°38′36″ 148 69 芝
157 南国市 南国スポーツパーク 南国市三和琴平2-1638-2 N33°32′13″ E133°38′26″ 102 77 人工芝・砂質土

158 南国市
高知大学医学部（屋上 9.0tまで）

【KOCHI MEDICAL SCHOOL HOSPITAL】
南国市岡豊町小蓮 N33°35′43″ E133°36′55″ 21 21 アルミ合金

159 南国市 高知大学医学部（グラウンド） 南国市岡豊町小蓮 N33°35′32″ E133°36′40″ 82 75 砂質土
160 南国市 奈路【なろ】 南国市奈路字上平藪1659 N33°37′57″ E133°35′44″ 15 15 コンクリート
161 大豊町 にしみね【にしみね】 長岡郡大豊町西峯字筧ノ本567 N33°48′03″ E133°49′33″ 20 20 コンクリート
162 大豊町 とよなが【とよなが】 長岡郡大豊町東土居170-1地先 N33°47′51″ E133°45′32″ 20 20 コンクリート
163 大豊町 大豊小学校 長岡郡大豊町東土居257 N33°47′42″ E133°45′31″ 48 33 砂質土

164 大豊町 梶ヶ森キャンプ場
長岡郡大豊町佐賀山

字池野山1248-1
 N33°45′32″ E133°45′22″ 25 20 草地

165 大豊町 旧大豊中学校 長岡郡大豊町黒石200-2 N33°47′05″ E133°43′47″ 46 39 草地
166 大豊町 あまつぼ【あまつぼ】 長岡郡大豊町馬瀬1657-2 N33°41′32″ E133°41′33″ 20 20 アスファルト
167 大豊町 ゆとりすとパーク(第1駐車場) 長岡郡大豊町中村大王1057先 N33°44′55″ E133°40′56″ 39 39 アスファルト

168 大豊町 立川PA
長岡郡大豊町立川下名

高知自動車道下りPA N33°49′06″ E133°39′55″ 37 37 芝

169 大豊町 大豊町大杉農村広場 長岡郡大豊町中村大王1056 N33°45′09″ E133°39′54″ 110 55 砂質土
170 大豊町 川口南【OTOYO】　 長岡郡大豊町津家2095 N33°46′08″ E133°39′12″ 36 29 コンクリート
171 本山町 木能津 松島(吉野川右岸ヘリポート) 長岡郡本山町木能津 N33°45′34″ E133°36′34″ 141 87 コンクリート・砂質土

172 本山町 本山【もとやま】 長岡郡本山町下津野 N33°45′31″ E133°35′53″ 48 43 コンクリート・砂質土

173 本山町 帰全の森グラウンド 長岡郡本山町本山2133-1 N33°45′33″ E133°35′40″ 74 37 砂質土
174 本山町 本山小学校 長岡郡本山町本山458 N33°45′30″ E133°35′25″ 56 46 砂質土
175 本山町 嶺北高等学校 長岡郡本山町本山727 N33°45′30″ E133°35′02″ 116 60 砂質土
176 本山町 吉野運動公園 長岡郡本山町吉野152-3 N33°45′16″ E133°33′20″ 103 54 砂質土
177 本山町 汗見川【あせみかわ】 長岡郡本山町屋所字北浦159-2 N33°47′10″ E133°33′04″ 20 20 コンクリート
178 土佐町 田井小学校 土佐郡土佐町田井979 N33°44′57″ E133°33′40″ 22 13 砂質土
179 土佐町 土佐町民グラウンド 土佐郡土佐町田井1670 N33°44′48″ E133°33′04″ 92 66 砂質土
180 土佐町 早明浦ダム公園 土佐郡土佐町田井182 N33°45′18″ E133°32′55″ 47 36 コンクリート
181 土佐町 土佐町中学校 土佐郡土佐町宮古野1 N33°44′39″ E133°32′51″ 87 62 砂質土
182 土佐町 相川運動公園多目的運動広場 土佐郡土佐町相川 N33°42′41″ E133°31′19″ 64 42 砂質土
183 土佐町 地蔵寺小学校 土佐郡土佐町地蔵寺1212 N33°42′25″ E133°30′14″ 67 43 砂質土
184 土佐町 石原コミュニティセンター 土佐郡土佐町西石原1228 N33°41′22″ E133°27′50″ 46 30 砂質土
185 土佐町 みながわ【南川】 土佐郡土佐町南川1087-2 N33°45′12″ E133°26′44″ 21 21 アスファルト
186 土佐町 黒丸地区ヘリポート 土佐町瀬戸644-1 N33°43'　13″ E133°24′44″ 52 20 アスファルト
187 土佐町 もりヘリポート 土佐町土居318番地１ N33°44'　01″ E133°31′55″ 20 20 アスファルト
188 大川村 船戸【フナト】 土佐郡大川村船戸 N33°47′18″ E133°28′57″ 15 14 アスファルト
189 大川村 大川村山村広場 土佐郡大川村朝谷 N33°49′39″ E133°28′14″ 81 81 砂質土
190 大川村 大川中学校 土佐郡大川村中切517-2 N33°46′49″ E133°28′09″ 65 38 砂質土
191 大川村 白滝キャンプ場 土佐郡大川村朝谷26 N33°49′11″ E133°28′00″ 38 19 砂質土
192 大川村 小麦畝【小麦畝】 土佐郡大川村小麦畝123-4 N33°48′21″ E133°21′31″ 18 18 コンクリート
193 いの町 枝川小学校 吾川郡いの町枝川2964-1 N33°33′14″ E133°27′33″ 75 55 砂質土
194 いの町 いの町総合運動場　テニス場 吾川郡いの町天王南6丁目9番 N33°32′01″ E133°27′06″ 51 38 芝
195 いの町 伊野商業高校 吾川郡いの町332-1 N33°33′04″ E133°26′44″ 151 65 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面



資
　
　
　
　料

資
　
　
　
　料

資料 27

資料

資料 27

北緯 東経 長さ 幅
196 いの町 いの町総合運動場　野球場 吾川郡いの町八田1711番地3 N33°31′38″ E133°26′29″ 93 78 芝・砂質土
197 いの町 伊野南中学校 吾川郡いの町八田2300 N33°31′51″ E133°26′22″ 85 75 砂質土
198 いの町 伊野南小学校 吾川郡いの町八田2321 N33°31′46″ E133°26′19″ 91 79 砂質土
199 いの町 伊野中学校 吾川郡いの町1152 N33°32′43″ E133°25′51″ 160 50 砂質土
200 いの町 仁淀川河川敷（大内） 吾川郡いの町大内河川敷右岸 N33°32′03″ E133°25′45″ 210 94 砂利
201 いの町 桜堤 吾川郡いの町3899-1 N33°32′43″ E133°25′28″ 30 16 アスファルト
202 いの町 鎌田ポンプ場吐出部 吾川郡いの町鎌田261-3地先 N33°32′28″ E133°25′22″ 16 13 コンクリート
203 いの町 川内小学校 吾川郡いの町鎌田216 N33°32′32″ E133°25′08″ 51 25 砂質土
204 いの町 消防学校 吾川郡いの町大内2030 N33°32′07″ E133°25′01″ 81 46 アスファルト
205 いの町 波川河川敷 吾川郡いの町波川 N33°33′01″ E133°24′48″ 52 14 アスファルト
206 いの町 近澤建設ごみ処理場 吾川郡いの町大内1604地先 N33°31′40″ E133°24′36″ 23 23 コンクリート

207 いの町 農業大学校
吾川郡いの町波川

字西山坂ノ下234-1 N33°32′34″ E133°24′29″ 56 55 芝・砂質土

208 いの町 鹿敷河川敷 吾川郡いの町鹿敷 N33°34′02″ E133°21′56″ 304 70 砂利
209 いの町 土佐和紙工芸村前河川敷 吾川郡いの町1211地先 N33°34′22″ E133°21′53″ 300 105 砂利
210 いの町 勝賀瀬小学校運動場 吾川郡いの町勝賀瀬905 N33°35′10″ E133°21′52″ 25 23 砂質土
211 いの町 程野【ＨＯＤＯＮＯ】 吾川郡いの町清水上分2995 N33°42′12″ E133°21′25″ 80 45 砂利
212 いの町 本川小学校 吾川郡いの町脇ノ山228-7 N33°46′44″ E133°20′48″ 38 34 砂質土
213 いの町 吾北中学校 吾川郡いの町上八川甲3047 N33°38′53″ E133°20′34″ 55 50 砂質土
214 いの町 清水第一小学校 吾川郡いの町清水上分2327-3 N33°41′01″ E133°20′26″ 60 23 砂質土
215 いの町 松枝【MATSUEDA HONGAWA】 吾川郡いの町戸中松枝85-4 N33°43′40″ E133°19′44″ 44 39 コンクリート・アスファルト

216 いの町 本川名の谷多目的広場 吾川郡いの町葛原宮谷231-4 N33°45′25″ E133°19′41″ 59 48 砂質土
217 いの町 本川中学校 吾川郡いの町長沢22-1 N33°43′35″ E133°18′24″ 43 36 砂質土
218 いの町 吾北運動場 吾川郡いの町下八川丁3772-2 N33°36′19″ E133°17′52″ 106 74 砂質土
219 いの町 吾北（吾北小川）【GOHOKU】 吾川郡いの町小川西津賀才 N33°37′47″ E133°17′27″ 37 24 コンクリート・アスファルト

220 いの町 吾北小学校 吾川郡いの町小川西津賀才553 N33°37′50″ E133°17′04″ 70 60 砂質土
221 いの町 桑瀬ヘリポート【HONGAWA KUWASE】 吾川郡いの町桑瀬長又200-7 N33°48′19″ E133°16′24″ 20 20 コンクリート
222 いの町 越裏門小学校【HONGAWA ERIMON】 吾川郡いの町越裏門340-8 N33°43′49″ E133°14′00″ 30 30 コンクリート・アスファルト

223 いの町 寺野【TERANO】 吾川郡いの町上川甲1934 N33°38′ E133°22′ 25 17 コンクリート・アスファルト

224 日高村 日高養護学校 高岡郡日高村下分60 N33°32′21″ E133°22′56″ 67 40 砂質土
225 日高村 日下小学校 高岡郡日高村本郷89 N33°32′09″ E133°22′26″ 70 45 砂質土
226 日高村 日高中学校 高岡郡日高村本郷3611 N33°31′43″ E133°21′55″ 105 66 砂質土
227 日高村 日高村総合運動公園多目的グラウンド 高岡郡日高村本郷2670 N33°31′20″ E133°20′45″ 113 85 芝
228 日高村 本村ヘリポート【ほんむら】 高岡郡日高村本村 N33°33′49″ E133°20′34″ 18 18 アスファルト
229 日高村 能津小学校（能津） 高岡郡日高村本村8 N33°33′35″ E133°20′14″ 43 21 砂質土
230 日高村 加茂小学校 高岡郡日高村岩目地40 N33°31′31″ E133°19′42″ 60 40 砂質土
231 日高村 鴨地ヘリポート【かもじ】 高岡郡日高村鴨地 N33°34′09″ E133°18′06″ 18 18 アスファルト
232 佐川町 スポーツパークさかわ　サッカー場駐車場(南側) 高岡郡佐川町甲 N33°30′08″ E133°18′31″ 55 50 砂質土
233 佐川町 スポーツパークさかわ　サッカー場駐車場(北側) 高岡郡佐川町甲 N33°30′10″ E133°18′30″ 45 30 アスファルト
234 佐川町 佐川中学校 高岡郡佐川町甲1936-1 N33°29′53″ E133°18′06″ 99 86 砂質土
235 佐川町 黒岩【くろいわ】 高岡郡佐川町中野144-1 N33°31′52″ E133°17′14″ 33 20 アスファルト
236 佐川町 とがのあおぞら公園 高岡郡佐川町斗賀野東組2691 N33°28′41″ E133°17′07″ 66 33 砂質土・芝
237 佐川町 斗賀野小学校 高岡郡佐川町中組77 N33°28′35″ E133°17′05″ 57 45 砂質土
238 佐川町 黒岩中学校 高岡郡佐川町黒原2799 N33°32′39″ E133°17′02″ 77 61 砂質土
239 佐川町 佐川小学校 高岡郡佐川町乙2166 N33°30′21″ E133°16′58″ 56 34 砂質土
240 佐川町 黒岩小学校 高岡郡佐川町黒原2799 N33°32′44″ E133°16′46″ 72 28 砂質土
241 佐川町 尾川【おがわ】 高岡郡佐川町本郷耕 N33°29′24″ E133°15′25″ 34 21 アスファルト
242 佐川町 尾川小・中学校 高岡郡佐川町本郷耕1873 N33°29′39″ E133°15′04″ 63 51 砂質土
243 佐川町 霧生関防災拠点施設 高岡郡佐川町加茂字栗林山2719-2 N33°30′10″ E133°18′55″ 40 40 アスファルト
244 越知町 谷ノ内ヘリポート【タニノウチ】 高岡郡越知町片岡字中西平4381 N33°35′08″ E133°16′21″ 24 15 アスファルト
245 越知町 旧明治中学校 高岡郡越知町鎌井田本村5766 N33°34′13″ E133°15′10″ 53 37 砂質土
246 越知町 越知中学校グラウンド(仁淀川左岸側) 高岡郡越知町今成2413 N33°32′13″ E133°14′59″ 103 87 砂質土
247 越知町 越知ヘリポート(町民総合運動場)【おち】 高岡郡越知町越知甲3280-5 N33°31′39″ E133°14′45″ 20 20 コンクリート
248 越知町 宮の前公園 高岡郡越知町越知丙 N33°32′04″ E133°14′41″ 69 46 芝
249 越知町 桑藪ヘリポート【クヤブ】 高岡郡越知町桑藪 N33°35′32″ E133°14′37″ 23 17 コンクリート
250 越知町 日ノ浦ヘリポート【ヒノウラ】 高岡郡越知町日ノ浦 N33°34′45″ E133°14′05″ 20 20 コンクリート
251 越知町 旧横畠小学校 高岡郡越知町横畠中1847 N33°33′57″ E133°13′41″ 32 32 砂質土
252 越知町 野老山ヘリポート【トコロヤマ】 高岡郡越知町野老山字ニエ1927 N33°33′39″ E133°12′22″ 12 12 コンクリート
253 越知町 桐見川ヘリポート【キリミガワ】 高岡郡越知町桐見川864 N33°30′23″ E133°09′59″ 15 15 アスファルト
254 越知町 清水ヘリポート【ヨコバタケ】 高岡郡越知町横畠中4384 N33°33′59″ E133°13′16″ 24 24 アスファルト
255 仁淀川町 安居 吾川郡仁淀川町成川551-2 N33°38′27″ E133°11′46″ 17 17 アスファルト
256 仁淀川町 寺村【てらむら】 吾川郡仁淀川町寺村字中馬場2193 N33°34′13″ E133°11′32″ 24 22 アスファルト
257 仁淀川町 狩山【カリヤマ】 吾川郡仁淀川町日浦313 N33°36′46″ E133°11′30″ 28 13 コンクリート
258 仁淀川町 加枝【かえ】 吾川郡仁淀川町加枝683付近 N33°34′07″ E133°11′10″ 17 17 アスファルト

259 仁淀川町 葛原
吾川郡仁淀川町葛原

字栗ノ木山1374-1 N33°34′41″ E133°10′27″ 24 15 アスファルト

260 仁淀川町 旧吾川中学校 吾川郡仁淀川町大崎300 N33°34′26″ E133°10′16″ 63 53 砂質土

位置 地積(m)
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261 仁淀川町 仁淀川町町民運動場 吾川郡仁淀川町藤ノ野647-4 N33°34′31″ E133°10′02″ 62 45 砂質土・芝

262 仁淀川町 池川山村広場
吾川郡仁淀川町土井

字仔ジリ甲622-2外 N33°36′23″ E133°09′52″ 65 60 砂質土

263 仁淀川町 久喜ヘリポート【くき】 吾川郡仁淀川町久喜　 N33°33′57″ E133°09′51″ 27 25 アスファルト
264 仁淀川町 相ノ谷【アイノタニ】 吾川郡仁淀川町竹ノ谷612付近 N33°36′25″ E133°09′12″ 34 25 アスファルト

265 仁淀川町 大野【オオノ】
吾川郡仁淀川町大野

字ナロゴヤシ104-5 N33°38′53″ E133°08′42″ 20 19 コンクリート

266 仁淀川町 遅越ヘリポート【おそごえ】 吾川郡仁淀川町遅越　大平神社付近 N33°33′41″ E133°08′38″ 24 24 アスファルト
267 仁淀川町 長者農村広場 吾川郡仁淀川町長者乙6504-1 N33°30′03″ E133°07′52″ 57 43 砂質土・芝
268 仁淀川町 長者【ちょうじゃ】 吾川郡仁淀川町長者乙字北ヤシキ N33°29′54″ E133°07′50″ 27 16 コンクリート
269 仁淀川町 仁淀中学校 吾川郡仁淀川町川渡214 N33°31′42″ E133°07′44″ 72 46 砂質土
270 仁淀川町 坪井（緑の広場） 吾川郡仁淀川町寄合 N33°37′07″ E133°07′36″ 29 26 草地・砂利
271 仁淀川町 用居ヘリポート【もちい】 吾川郡仁淀川町用居北谷地区 N33°38′37″ E133°07′35″ 24 16 アスファルト
272 仁淀川町 二ノ滝【ニノタキ】 吾川郡仁淀川町二ノ滝335-1 N33°33′53″ E133°07′24″ 30 20 コンクリート
273 仁淀川町 森の越運動広場 吾川郡仁淀川町高瀬3870-1 N33°32′34″ E133°06′50″ 86 9 アスファルト
274 仁淀川町 観光センター 吾川郡仁淀川町高瀬 N33°32′31″ E133°06′50″ 70 48 砂質土・芝
275 仁淀川町 大渡ダム公園へリポート【おおどダム】 吾川郡仁淀川町高瀬３８６９ N33°32′28″ E133°06′42″ 65 35 コンクリート・アスファルト

276 仁淀川町 津江【ツエ】 吾川郡仁淀川町津江字カケヒ谷 N33°34′34″ E133°05′31″ 20 20 アスファルト
277 仁淀川町 鳥形山山元事務所 吾川郡仁淀川町大植1076 N33°28′55″ E133°05′06″ 42 31 アスファルト
278 仁淀川町 鳥形山生産一課事務所 吾川郡仁淀川町泉 N33°29′42″ E133°04′58″ 267 30 砂利
279 仁淀川町 吾川スカイパーク 吾川郡仁淀川町上名野川 N33°34′32″ E133°03′54″ 80 47 芝
280 仁淀川町 大植【おおうえ】 吾川郡仁淀川町大植 N33°28′34″ E133°06′02″ 20 20 アスファルト
281 土佐市 土佐市新居波介川ヘリポート 土佐市新居上ノ村 N33°28′16″ E133°27′56″ 28 27 アスファルト
282 土佐市 りゅうヘリポート【りゅう】 土佐市宇佐町竜字旧寺山608-9 N33°25′40″ E133°27′22″ 20 20 アスファルト
283 土佐市 しおかぜ公園 土佐市宇佐町橋田 N33°27′05″ E133°27′06″ 47 25 アスファルト
284 土佐市 土佐市宇佐運動広場 土佐市宇佐町宇佐 N33°27′09″ E133°26′55″ 70 43 砂質土
285 土佐市 土佐公園グラウンド 土佐市高岡町乙905-1 N33°29′56″ E133°24′16″ 127 119 砂質土
286 土佐市 土佐公園駐車場 土佐市高岡町乙905-1 N33°30′02″ E133°24′15″ 88 43 アスファルト
287 土佐市 やつじヘリポート【やつじ】 土佐市谷地 N33°29′37″ E133°20′09″ 25 24 アスファルト
288 須崎市 明徳義塾中高等学校 須崎市浦ノ内下中山160 N33°25′21″ E133°25′57″ 95 90 砂質土
289 須崎市 浦の内坂内グラウンド 須崎市浦ノ内東分2636 N33°24′24″ E133°21′36″ 110 50 芝
290 須崎市 須崎市立坂内オートキャンプ場 須崎市浦ノ内東分2688 N33°24′36″ E133°21′34″ 70 55 芝
291 須崎市 朝ヶ丘中学校 須崎市吾井郷乙1818 N33°25′12″ E133°17′37″ 80 45 砂質土
292 須崎市 多ノ郷小学校 須崎市吾井郷乙1909-2 N33°25′07″ E133°17′32″ 90 90 砂質土
293 須崎市 吾桑小学校 須崎市吾井郷乙488-1 N33°25′54″ E133°17′30″ 70 20 砂質土
294 須崎市 大間ポンプ場西側グラウンド 須崎市潮田町 N33°24′15″ E133°17′15″ 70 30 芝
295 須崎市 須崎工業高等学校 須崎市多ノ郷甲4167-3 N33°24′25″ E133°16′49″ 90 90 砂質土
296 須崎市 須崎市（須崎斎場）(池ノ内)【すさき】 須崎市池ノ内970-3 N33°23′26″ E133°16′36″ 10 9 アスファルト
297 須崎市 須崎中学校 須崎市下分甲316 N33°23′21″ E133°16′28″ 60 60 砂質土
298 須崎市 須崎高等学校 須崎市下分甲391-2 N33°23′26″ E133°16′22″ 100 95 砂質土
299 須崎市 新荘川河川敷 須崎市下分　 N33°23′31″ E133°15′37″ 108 24 砂質土
300 須崎市 安和小学校 須崎市安和206 N33°22′09″ E133°15′23″ 30 20 砂質土
301 須崎市 上分中学校 須崎市上分甲87-1 N33°24′45″ E133°14′11″ 40 25 砂質土
302 津野町 葉山小学校 高岡郡津野町姫野々 N33°26′31″ E133°12′44″ 50 45 砂質土
303 津野町 葉山（姫野々）【はやま】 高岡郡津野町姫野々 N33°26′09″ E133°12′43″ 33 20 アスファルト
304 津野町 葉山運動公園総合センターグラウンド 高岡郡津野町永野230-2 N33°26′45″ E133°12′08″ 121 83 砂質土
305 津野町 葉山中学校 高岡郡津野町白石丙 N33°26′45″ E133°11′14″ 90 62 砂質土
306 津野町 床鍋【とこなべ】 高岡郡津野町貝ノ川床鍋777-2 N33°24′42″ E133°10′48″ 25 25 アスファルト
307 津野町 精華小学校 高岡郡津野町大野7-1 N33°26′30″ E133°10′20″ 61 36 砂質土
308 津野町 杉の川簡易水道空地 高岡郡津野町杉の川 N33°26′34″ E133°08′53″ 30 23 砂質土
309 津野町 つの（駄場）【つの】 高岡郡津野町白石 N33°26′15″ E133°08′09″ 28 20 アスファルト
310 津野町 駄場公園みどりの広場 高岡郡津野町白石甲1166-5 N33°26′23″ E133°07′43″ 65 53 芝
311 津野町 旧白石小学校 高岡郡津野町白石甲1426-1 N33°26′06″ E133°07′34″ 43 20 砂質土
312 津野町 船戸 高岡郡津野町船戸1321 N33°24′59″ E133°05′22″ 30 25 芝
313 津野町 高原荘 高岡郡津野町力石5082 N33°23′40″ E133°01′53″ 48 24 アスファルト
314 津野町 東津野中学校 高岡郡津野町力石2813 N33°23′44″ E133°01′33″ 90 53 砂質土
315 津野町 東津野B＆G海洋センターグラウンド 高岡郡津野町芳生野甲200－5 N33°23′59″ E133°01′20″ 100 76 砂質土
316 津野町 中央小学校 高岡郡津野町芳生野甲3876 N33°23′53″ E133°01′20″ 60 45 砂質土
317 津野町 旧郷小学校 高岡郡津野町芳生野乙810 N33°26′58″ E133°01′11″ 29 24 砂質土
318 津野町 ごう（芳生野）【ごう】 高岡郡津野町芳生野乙4734-1 N33°26′21″ E133°00′30″ 26 25 アスファルト
319 津野町 天狗高原天狗荘前駐車場 高岡郡津野町芳生野乙4922-1 N33°28′39″ E133°00′20″ 70 26 アスファルト
320 津野町 高野【たかの】 高岡郡津野町北川6565 N33°23′52″ E132°58′37″ 40 35 アスファルト
321 梼原町 影野地 高岡郡檮原町影野地250 N33°21′10″ E132°58′52″ 42 20 粘土
322 梼原町 松原【まつばら】 高岡郡梼原町松原225 N33°19′11″ E132°58′14″ 20 20 アスファルト
323 梼原町 越知面小学校 高岡郡梼原町田野々1285 N33°25′59″ E132°56′43″ 50 39 砂質土
324 梼原町 梼原高校 高岡郡梼原町梼原1262 N33°23′35″ E132°55′49″ 85 43 砂質土
325 檮原町 梼原ヘリポート【ゆすはら】 高岡郡梼原町飯母2890-1 N33°23′12″ E132°55′31″ 41 33 アスファルト
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326 梼原町 梼原中学校 高岡郡梼原町川西路2370 N33°23′32″ E132°55′19″ 106 84 砂質土
327 檮原町 大越グランド 高岡郡梼原町広野637 N33°23′56″ E132°53′48″ 116 107 人工芝・砂質土

328 梼原町 四万川【しまがわ】 高岡郡檮原町坂本川4-2 N33°25′49″ E132°52′01″ 26 20 アスファルト
329 中土佐町 笹場浜グラウンド 高岡郡中土佐町上ノ加江（笹場） N33°18′19″ E133°14′52″ 56 36 草地
330 中土佐町 上ノ加江漁協荷捌き場 高岡郡中土佐町上ノ加江5624-1 N33°16′33″ E133°14′33″ 62 35 アスファルト
331 中土佐町 上ノ加江中学校 高岡郡中土佐町上ノ加江5624-1 N33°16′20″ E133°14′30″ 87 68 砂質土
332 中土佐町 笹場小学校 高岡郡中土佐町上ノ加江5163-4 N33°18′15″ E133°14′28″ 47 36 砂質土
333 中土佐町 小草ふれあい公園 高岡郡中土佐町上ノ加江 N33°19′07″ E133°14′25″ 36 30 芝
334 中土佐町 上ノ加江小学校 高岡郡中土佐町上ノ加江5581 N33°16′33″ E133°14′22″ 43 23 砂質土
335 中土佐町 久礼小学校 高岡郡中土佐町久礼7758 N33°19′51″ E133°13′32″ 55 42 砂質土
336 中土佐町 久礼中学校 高岡郡中土佐町久礼7753 N33°19′45″ E133°13′27″ 54 45 砂質土
337 中土佐町 大野見中学校 高岡郡中土佐町大野見吉野219 N33°20′08″ E133°08′32″ 85 82 砂質土
338 中土佐町 大野見北(大股)【北】 高岡郡中土佐町大野見大股 N33°22′50″ E133°07′09″ 20 15 コンクリート
339 中土佐町 大野見南（栂の川）【南】 高岡郡中土佐町大野見栂ノ川 N33°19′24″ E133°06′27″ 20 13 コンクリート
340 四万十町 興津中学校 高岡郡四万十町興津1604 N33°10′05″ E133°12′30″ 68 55 芝
341 四万十町 興津（おきつ)ヘリポート【しまんと おきつ】 高岡郡四万十町興津 N33°10′30″ E133°12′06″ 34 25 アスファルト
342 四万十町 東又小学校 高岡郡四万十町黒石502 N33°13′30″ E133°11′45″ 48 43 砂質土
343 四万十町 農業担い手育成センター空地 高岡郡四万十町本堂420-1 N33°13′22″ E133°11′04″ 79 40 砂質土
344 四万十町 四万十東ICヘリポート 高岡郡四万十町影野 N33°16′38″ E133°10′43″ 30 16 アスファルト
345 四万十町 高南 高岡郡四万十町見附萩野々1747 N33°12′18″ E133°10′07″ 20 20 コンクリート
346 四万十町 仁井田小学校 高岡郡四万十町仁井田1920 N33°14′43″ E133°09′39″ 52 35 砂質土
347 四万十町 四万十町窪川運動場(多目的グラウンド) 高岡郡四万十町金上野949 N33°11′30″ E133°08′48″ 115 71 砂質土
348 四万十町 四万十町窪川運動場ヘリポート【しまんと】 高岡郡四万十町金上野949 N33°11′33″ E133°08′43″ 39 23 アスファルト
349 四万十町 四万十町窪川運動場(野球場) 高岡郡四万十町金上野949 N33°11′28″ E133°08′42″ 96 73 砂質土・芝
350 四万十町 四万十緑林公園（窪川高校） 高岡郡四万十町北琴平町6-1 N33°12′53″ E133°07′57″ 97 67 砂質土
351 四万十町 七里小学校 高岡郡四万十町七里甲1214 N33°15′49″ E133°07′51″ 41 21 砂質土
352 四万十町 窪川中学校 高岡郡四万十町香月ヶ丘8-18 N33°12′53″ E133°07′42″ 142 103 砂質土
353 四万十町 旧若井川小学校 高岡郡四万十町若井川528-1 N33°10′35″ E133°07′20″ 35 33 芝・砂質土
354 四万十町 米奥小学校 高岡郡四万十町米奥149 N33°16′55″ E133°06′36″ 61 38 砂質土
355 四万十町 旧口神ノ川小学校 高岡郡四万十町口神ノ川208 N33°11′48″ E133°06′31″ 38 30 砂質土
356 四万十町 川口小学校 高岡郡四万十町川口108 N33°11′58″ E133°04′55″ 48 36 砂質土
357 四万十町 旧家地川小学校 高岡郡四万十町家地川689‐3 N33°09′57″ E133°04′24″ 38 32 芝・砂利
358 四万十町 森ヶ内桜公園付近材木置き場 高岡郡四万十町窪川中津川2265 N33°18′35″ E133°04′06″ 40 23 砂利

359 四万十町 北ノ川小学校
高岡郡四万十町大正

北ノ川358－20 N33°11′17″ E133°02′51″ 59 59 砂質土

360 四万十町 旧中津川小学校運動場 高岡郡四万十町大正中津川268 N33°16′06″ E132°59′21″ 36 18 砂質土
361 四万十町 旧大奈路小学校 高岡郡四万十町大正大奈路99 N33°13′48″ E132°58′54″ 55 44 砂質土
362 四万十町 四万十オートキャンプ場ウエル花夢 高岡郡四万十町江師546 N33°13′02″ E132°58′39″ 26 10 芝
363 四万十町 大正中学校 高岡郡四万十町大正291 N33°11′46″ E132°58′37″ 56 50 砂質土
364 四万十町 四万十高校 高岡郡四万十町大正590-1 N33°11′48″ E132°58′26″ 102 56 砂質土
365 四万十町 江師農村公園 高岡郡四万十町江師 N33°13′05″ E132°58′24″ 37 34 草地
366 四万十町 轟公園 高岡郡四万十町大正1205-17 N33°10′57″ E132°58′21″ 54 48 芝
367 四万十町 ふれあい広場 高岡郡四万十町大正 N33°11′57″ E132°58′21″ 93 41 アスファルト・芝

368 四万十町 田野々小学校 高岡郡四万十町大正93 N33°11′36″ E132°58′18″ 105 56 砂質土
369 四万十町 浦越ヘリポート【十和206】 高岡郡四万十町浦越 N33°11′53″ E132°56′53″ 25 23 コンクリート
370 四万十町 下津井【しまんと しもつい】 高岡郡四万十町下津井165 N33°17′30″ E132°56′35″ 30 30 アスファルト
371 四万十町 旧下津井小学校 高岡郡四万十町下津井58 N33°17′31″ E132°56′22″ 42 27 砂質土・芝
372 四万十町 芽吹手キャンプ場 高岡郡四万十町昭和 N33°13′02″ E132°55′37″ 72 28 砂利

373 四万十町 四万十川川原（昭和）
高岡郡四万十町昭和

（三島キャンプ場北側） N33°13′24″ E132°54′31″ 82 40 砂利

374 四万十町 昭和小・中学校 高岡郡四万十町昭和516 N33°13′08″ E132°53′47″ 123 27 砂質土
375 四万十町 四万十町昭和ふるさと交流センター 高岡郡四万十町昭和671-2 N33°13′16″ E132°53′35″ 56 37 芝
376 四万十町 とおわ（大井川）【しまんと とおわ】 高岡郡四万十町大井川1451-1 N33°13′08″ E132°53′29″ 37 29 アスファルト
377 四万十町 小野農村公園 高岡郡四万十町小野 N33°13′37″ E132°52′22″ 42 24 芝
378 四万十町 こいのぼり公園 高岡郡四万十町十川 N33°14′05″ E132°51′36″ 60 38 砂利
379 四万十町 十川中学校 高岡郡四万十町川口484 N33°14′02″ E132°50′53″ 80 60 砂質土
380 四万十町 井崎農村公園 高岡郡四万十町井崎実弘 N33°12′19″ E132°50′48″ 46 27 芝
381 四万十町 志和へリポート 高岡郡四万十町志和  N33°13′36" E133°14′24″ 30 25 アスファルト

382 四万十町 海洋堂かっぱ館駐車場
高岡郡四万十町打井川

字弘町46－7  N33°09′48" E133°02′27″ 38 32 アスファルト

383 四万十町 奥打井川広場 高岡郡四万十町打井川字ダバ1148  N33°08′17" E133°03′57″ 18 24 砂質土
384 四万十町 大道ヘリポート 高岡郡四万十町大道6-1  N33°15′17″ E132°52′45″ 30 25 アスファルト
385 黒潮町 鈴ヘリポート（仮称）【すず】 幡多郡黒潮町鈴 N33°07′26″ E133°09′07″ 20 20 コンクリート
386 黒潮町 拳ノ川小学校 幡多郡黒潮町拳ノ川243 N33°08′43″ E133°07′15″ 64 25 砂質土
387 黒潮町 土佐西南大規模公園(東公園グラウンド） 幡多郡黒潮町佐賀 N33°04′56″ E133°06′40″ 130 83 砂質土・芝
388 黒潮町 土佐西南大規模公園(東公園駐車場） 幡多郡黒潮町佐賀 N33°05′00″ E133°06′39″ 50 35 アスファルト
389 黒潮町 佐賀中学校 幡多郡黒潮町佐賀600 N33°04′56″ E133°06′24″ 96 69 砂質土
390 黒潮町 佐賀小学校 幡多郡黒潮町佐賀960 N33°04′55″ E133°06′18″ 64 37 砂質土
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391 黒潮町 黒潮町役場佐賀支所庁舎前グラウンド 幡多郡黒潮町佐賀1092-1 N33°04′48″ E133°06′09″ 54 52 砂質土
392 黒潮町 伊与喜小学校 幡多郡黒潮町伊与喜78 N33°06′18″ E133°06′00″ 76 28 砂質土
393 黒潮町 黒潮消防署【くろしお】 幡多郡黒潮町伊田2629-1 N33°01′54″ E133°04′53″ 62 38 アスファルト
394 黒潮町 伊田小学校 幡多郡黒潮町伊田565 N33°02′12″ E133°04′27″ 57 26 砂質土・芝
395 黒潮町 上川口小学校 幡多郡黒潮町上川口569 N33°02′28″ E133°03′27″ 45 35 砂質土
396 黒潮町 上川口漁港 幡多郡黒潮町上川口 N33°02′22″ E133°03′20″ 20 20 草地
397 黒潮町 蜷川健康支援センター 幡多郡黒潮町蜷川 N33°03′34″ E133°02′35″ 32 25 砂質土
398 黒潮町 南郷小学校 幡多郡黒潮町浮鞭717 N33°02′16″ E133°01′35″ 50 34 砂質土
399 黒潮町 湊川ふれあいセンター 幡多郡黒潮町奥湊川3091N33°03′46″ E133°01′34″ 37 18 砂質土
400 黒潮町 大方球場 幡多郡黒潮町入野83-2 N33°01′42″ E133°01′11″ 102 98 砂質土
401 黒潮町 大方中学校 幡多郡黒潮町入野5220 N33°01′44″ E133°00′35″ 87 71 砂質土
402 黒潮町 大方高校 幡多郡黒潮町入野5508 N33°01′34″ E133°00′32″ 121 44 砂質土
403 黒潮町 入野小学校 幡多郡黒潮町入野5556 N33°01′31″ E133°00′31″ 61 50 砂質土
404 黒潮町 土佐西南大規模公園(下田の口） 幡多郡黒潮町下田の口 N33°00′39″ E133°00′03″ 78 37 砂質土
405 黒潮町 旧北郷小学校【ほくごう】 幡多郡黒潮町加持川850 N33°03′25″ E132°59′49″ 45 22 コンクリート・アスファルト

406 黒潮町 三浦小学校 幡多郡黒潮町出口2480 N32°59′26″ E132°59′48″ 61 43 砂質土
407 黒潮町 田ノ口小学校 幡多郡黒潮町下田の口1925 N33°00′56″ E132°59′30″ 52 27 砂質土
408 黒潮町 旧馬荷小学校ヘリポート【うまに】 幡多郡黒潮町馬荷3259 N33°02′29″ E132°58′14″ 38 35 コンクリート・アスファルト

409 四万十市 双海サーフビーチ駐車場 四万十市双海 N32°58′10″ E132°59′50″ 69 31 緑化ブロック・アスファルト

410 四万十市 とまろっと 四万十市鍋島 N32°56′58″ E132°59′37″ 62 49 草地
411 四万十市 下田中学校 四万十市下田3216‐1 N32°56′41″ E132°59′29″ 79 39 砂質土
412 四万十市 四万十市鍋島地先 四万十市下田 N32°57′22″ E132°58′36″ 183 81 草地
413 四万十市 竹島小学校 四万十市竹島3332 N32°58′08″ E132°58′36″ 52 38 砂質土
414 四万十市 アロインス製薬㈱南側緑地 四万十市間崎1017－1 N32°56′04″ E132°58′31″ 56 31 芝
415 四万十市 四万十市実崎地先 四万十市実崎 N32°57′27″ E132°58′17″ 151 25 砂質土
416 四万十市 大文字ｺﾐｭﾆﾃｨｰ広場 四万十市間崎 N32°56′21″ E132°58′17″ 71 67 砂質土・芝
417 四万十市 四万十ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ駐車場 四万十市間崎1495－2 N32°57′01″ E132°58′10″ 58 47 アスファルト
418 四万十市 大用ヘリポート【おおゆう】 四万十市大用字コエ1432 N33°05′57″ E132°57′54″ 37 35 アスファルト
419 四万十市 大用小学校 四万十市大用428 N33°06′09″ E132°57′44″ 44 33 砂質土
420 四万十市 蕨岡中学校 四万十市蕨岡甲6959 N33°02′29″ E132°56′29″ 71 45 砂質土
421 四万十市 中村警察署（駐車場） 四万十市右山2034-17 N32°58′51″ E132°56′28″ 43 42 アスファルト
422 四万十市 安並運動公園 四万十市安並字マメ沢4129 N33°00′22″ E132°56′20″ 132 80 砂質土
423 四万十市 中村中学校 四万十市中村東町2丁目1-30 N32°59′43″ E132°56′14″ 82 65 砂質土
424 四万十市 中村小学校 四万十市中村新町3丁目20 N32°59′42″ E132°56′11″ 71 61 砂質土
425 四万十市 中村南小学校 四万十市不破上町1946 N32°59′07″ E132°56′08″ 102 79 砂質土
426 四万十市 四万十川川原（具同） 四万十市中村岩崎町地先 N32°59′13″ E132°55′52″ 163 66 芝
427 四万十市 渡川第２緑地（四万十川左岸） 四万十市中村大橋通1丁目2184 N32°59′22″ E132°55′47″ 135 45 芝
428 四万十市 渡川緑地（四万十川右岸） 四万十市渡川3丁目地先 N32°59′17″ E132°55′32″ 136 25 芝
429 四万十市 四万十川右岸鉄橋付近緑地 四万十市渡川1丁目地先 N32°59′25″ E132°55′26″ 356 54 芝
430 四万十市 古尾林道ヘリポート【こび】 四万十市古尾 N33°07′33″ E132°55′15″ 57 7 アスファルト
431 四万十市 具同小学校 四万十市具同田黒1丁目4-1 N32°59′23″ E132°55′14″ 72 47 砂質土
432 四万十市 四万十川水防ヘリポート（入田） 四万十市入田 N33°00′08″ E132°54′21″ 15 14 アスファルト
433 四万十市 東中筋中学校 四万十市国見222 N32°58′39″ E132°52′58″ 93 31 砂質土
434 四万十市 公民館鴨川分館 四万十市奥鴨川 N33°04′04″ E132°52′25″ 37 27 砂質土
435 四万十市 川登小学校 四万十市川登1030 N33°01′46″ E132°51′16″ 45 32 砂質土
436 四万十市 大川筋中学校 四万十市川登1106-10 N33°01′50″ E132°51′15″ 67 49 砂質土
437 四万十市 かわらっこキャンプ場 四万十市田出の川24 N33°02′42″ E132°50′21″ 28 18 砂質土
438 四万十市 四万十川川原（鵜ノ江） 四万十市鵜ノ江 N33°03′04″ E132°49′12″ 375 52 砂利
439 四万十市 西土佐口屋内河原 四万十市西土佐口屋内 N33°05′56″ E132°48′08″ 284 73 砂利
440 四万十市 中村高校西土佐分校野球部グラウンド 四万十市西土佐橘 N33°09′18″ E132°47′48″ 82 67 芝
441 四万十市 西土佐用井グラウンド 四万十市西土佐用井111-17 N33°10′10″ E132°47′37″ 188 99 砂質土
442 四万十市 西土佐小学校 四万十市西土佐用井1110－18 N33°10′22″ E132°47′37″ 81 38 砂質土
443 四万十市 西土佐ふれあいホール駐車場 四万十市西土佐用井1101－5 N33°10′25″ E132°47′36″ 35 28 アスファルト
444 四万十市 西土佐中学校(駐車場) 四万十市西土佐用井1111－1 N33°10′17″ E132°47′35″ 68 17 アスファルト
445 四万十市 四万十ひろばテニスコート 四万十市西土佐用井174 N33°10′04″ E132°47′32″ 39 37 コンクリート
446 四万十市 四万十ひろば 四万十市西土佐用井174 N33°10′05″ E132°47′31″ 38 21 芝
447 四万十市 本村小学校 四万十市西土佐江川619 N33°12′31″ E132°47′22″ 45 27 砂質土
448 四万十市 中村高等学校西土佐分校 四万十市西土佐津野川223－2 N33°08′59″ E132°46′56″ 67 46 砂質土
449 四万十市 旧西ヶ方小学校 四万十市西土佐西ヶ方544－1 N33°11′20″ E132°46′00″ 47 34 砂質土
450 四万十市 須﨑小学校 四万十市西土佐須﨑810－3 N33°08′52″ E132°45′04″ 47 33 砂質土
451 四万十市 大宮ヘリポート【おおみや】 四万十市西土佐大宮ミヤダバ522 N33°08′30″ E132°44′18″ 81 58 アスファルト・舗装

452 四万十市 旧奥屋内小学校ヘリポート【おくやない】 四万十市西土佐奥屋内955－1 N33°06′41″ E132°42′27″ 60 42 アスファルト・舗装

453 四万十市 西土佐藤ノ川ヘリポート【ふじのかわ】 四万十市西土佐藤ノ川639－2 N33°09′32″ E132°50′25″ 40 40 アスファルト・舗装

454 三原村 三原小学校 幡多郡三原村柚ノ木47 N32°54′35″ E132°50′40″ 67 49 砂質土
455 三原村 三原中学校 幡多郡三原村宮ノ川1035 N32°54′39″ E132°50′37″ 85 79 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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資料 31

資料

資料 31

北緯 東経 長さ 幅
456 三原村 ふれあい広場 幡多郡三原村宮の川1270-16 N32°55′17″ E132°50′29″ 155 95 芝
457 土佐清水市 あしずり灘 土佐清水市足摺岬先灘698 N32°43′29″ E133°00′27″ 86 25 草地
458 土佐清水市 布中学校 土佐清水市布1670 N32°52′23″ E132°58′58″ 53 26 砂質土
459 土佐清水市 土佐清水運動公園 土佐清水市浦尻 N32°46′43″ E132°58′14″ 136 85 砂質土

460 土佐清水市 土佐清水市ヘリポート
土佐清水市以布利

字シリカイ1116-134 N32°47′38″ E132°58′05″ 24 21 アスファルト

461 土佐清水市 土佐清水総合公園(体育館前)
土佐市清水市清水

字笹原谷853-26 N32°47′25″ E132°57′35″ 64 26 芝

462 土佐清水市 土佐清水総合公園
土佐市清水市清水

字笹原谷853-26 N32°47′27″ E132°57′24″ 95 94 砂質土

463 土佐清水市 下ノ加江新港 土佐清水市下ノ加江字小串149-2 N32°51′45″ E132°57′33″ 51 32 砂質土
464 土佐清水市 下ノ加江運動広場 土佐清水市下ノ加江2808-77 N32°51′44″ E132°57′11″ 68 62 砂質土
465 土佐清水市 下ノ加江中学校 土佐清水市下ノ加江2808-77 N32°51′46″ E132°57′08″ 88 48 砂質土
466 土佐清水市 清水小学校 土佐清水市幸町7-1 N32°46′53″ E132°57′08″ 72 36 砂質土
467 土佐清水市 あしずり港 土佐清水市養老吹越303 N32°46′50″ E132°56′00″ 113 31 砂質土
468 土佐清水市 土佐清水分屯基地（基地内グラウンド） 土佐清水市下益野2078-2 N32°48′26″ E132°53′52″ 46 38 芝
469 土佐清水市 三崎浦にこにこ公園 土佐清水市三崎浦2丁目928-3 N32°47′23″ E132°52′43″ 133 29 芝
470 土佐清水市 三崎小学校 土佐清水市三崎浦4丁目3-1 N32°47′30″ E132°52′32″ 81 65 砂質土
471 土佐清水市 航空自衛隊土佐清水場外離着陸場(中継所へリポート) 土佐清水市上野字島ノ内2521-10 N32°51′16″ E132°51′56″ 45 35 コンクリート
472 土佐清水市 爪白運動広場 土佐清水市爪白 N32°47′19″ E132°51′18″ 57 53 砂質土
473 土佐清水市 下川口漁港(東側) 土佐清水市下川口字前ノ浜1131-83 N32°46′54″ E132°50′33″ 105 28 アスファルト
474 土佐清水市 下川口漁港(西側) 土佐清水市下川口字前ノ浜1131-83 N32°46′55″ E132°50′26″ 37 30 砂利
475 土佐清水市 下川口中学校 土佐清水市下川口1 N32°47′18″ E132°49′33″ 84 51 芝・砂質土
476 土佐清水市 貝ノ川中学校 土佐清水市貝ノ川800 N32°45′39″ E132°48′38″ 48 42 芝
477 土佐清水市 旧松尾小学校 土佐清水市松尾467番地1 N32°44′03″ E132°58′49″ 44 50 砂質土
478 土佐清水市 旧立石小学校 土佐清水市立石1162番地3 N32°53′49″ E132°59′41″ 32 18 砂質土
479 土佐清水市 足摺岬小学校 土佐清水市足摺岬579番地1 N32°43′31″ E133°00′40″ 45 65 砂質土

480 土佐清水市 土佐清水市足摺岬東側駐車場
土佐清水市足摺岬

字燈妙典183番1
N32°43′50.4″ E133°01′12.11″ 107 23.3 アスファルト

481 宿毛市 山奈小学校 宿毛市山奈町山田1999-1 N32°58′18″ E132°48′52″ 56 29 砂質土
482 宿毛市 宿毛市東部運動場 宿毛市平田町戸内6333-1 N32°57′47″ E132°48′43″ 103 68 砂質土
483 宿毛市 宿毛工業高等学校 宿毛市平田町戸内2272-2 N32°57′58″ E132°48′40″ 95 71 砂質土
484 宿毛市 東中学校 宿毛市平田町戸内2070 N32°57′47″ E132°48′25″ 70 70 砂質土
485 宿毛市 幡多けんみん病院【幡多けんみん病院】 宿毛市山奈町芳奈3-1 N32°58′04″ E132°48′22″ 19 18 アスファルト
486 宿毛市 平田公園多目的グラウンド 宿毛市平田町戸内字扇3386-34 N32°57′31″ E132°48′10″ 70 70 芝・砂質土
487 宿毛市 平田小学校 宿毛市平田町戸内4287 N32°57′06″ E132°47′48″ 70 56 砂質土
488 宿毛市 宿毛市総合運動公園（多目的グラウンド） 宿毛市山奈町芳奈4024 N32°58′05″ E132°46′51″ 130 120 砂質土
489 宿毛市 橋上小学校 宿毛市橋上町橋上1144-1 N32°58′57″ E132°46′14″ 57 28 砂質土
490 宿毛市 聖ヶ丘病院 宿毛市押ノ川1196 N32°56′44″ E132°45′55″ 56 31 アスファルト
491 宿毛市 橋上中学校 宿毛市橋上町奥奈路103 N32°59′05″ E132°45′54″ 73 41 砂質土
492 宿毛市 松田川小学校 宿毛市和田2816-1 N32°56′43″ E132°44′13″ 63 54 砂質土・芝
493 宿毛市 千寿園裏の駐車場 宿毛市小筑紫町福良80-6 N32°52′33″ E132°43′50″ 48 23 アスファルト
494 宿毛市 宿毛中学校 宿毛市桜町18-19 N32°56′26″ E132°43′45″ 84 56 砂質土
495 宿毛市 旧宿毛高等学校小筑紫分校 宿毛市小筑紫町小筑紫 N32°52′29″ E132°43′20″ 95 49 芝
496 宿毛市 旧小筑紫小学校 宿毛市小筑紫町小筑紫32-3 N32°53′00″ E132°43′18″ 51 33 砂質土
497 宿毛市 小筑紫小学校小筑紫中学校 宿毛市小筑紫町小筑紫502-8 N32°52′41″ E132°43′17″ 79 73 砂質土
498 宿毛市 旧県立病院跡地 宿毛市長田町 N32°56′15″ E132°43′15″ 169 49 砂利
499 宿毛市 宿毛高等学校 宿毛市与市明5-82 N32°56′17″ E132°43′10″ 108 57 砂質土
500 宿毛市 新小筑紫保育園 宿毛市小筑紫町田ノ浦937 N32°54′23″ E132°43′05″ 63 34 草地
501 宿毛市 大海の広場 宿毛市小筑紫町大海 N32°53′29″ E132°42′49″ 27 14 砂質土
502 宿毛市 住吉神社前の岸壁 宿毛市小筑紫町栄喜 N32°52′54″ E132°42′30″ 55 40 アスファルト
503 宿毛市 高砂グラウンド 宿毛市高砂 N32°55′38″ E132°42′21″ 53 44 砂質土
504 宿毛市 旧栄喜小学校 宿毛市小筑紫町栄喜165 N32°52′25″ E132°42′21″ 35 30 砂質土
505 宿毛市 新田公園グラウンド 宿毛市新田 N32°55′32″ E132°42′18″ 151 51 砂質土
506 宿毛市 大島岸壁 宿毛市大島 N32°55′02″ E132°42′15″ 45 39 砂質土
507 宿毛市 大島小学校 宿毛市片島5-54 N32°55′08″ E132°42′04″ 85 49 砂質土
508 宿毛市 山里の家 宿毛市橋上町楠山41-1 N33°02′19″ E132°41′58″ 29 27 芝
509 宿毛市 片島中学校 宿毛市片島15-56 N32°55′35″ E132°41′55″ 68 62 砂質土
510 宿毛市 日平農村公園 宿毛市橋上町楠山580 N33°03′18″ E132°41′49″ 36 27 アスファルト
511 宿毛市 片島港岸壁 宿毛市片島 N32°55′14″ E132°41′41″ 85 38 コンクリート・砂質土

512 宿毛市 宿毛市野球場 宿毛市大深浦131 N32°55′43″ E132°41′33″ 102 82 砂質土・芝
513 宿毛市 国民宿舎椰子 宿毛市大島17-27 N32°54′59″ E132°41′25″ 47 18 アスファルト
514 宿毛市 咸陽島公園 宿毛市大島78 N32°55′00″ E132°41′19″ 44 32 砂質土
515 宿毛市 西町公園 宿毛市西町5丁目592-9 N32°55′51″ E132°41′06″ 41 35 砂質土
516 宿毛市 咸陽小学校裏山 宿毛市樺 N32°55′44″ E132°40′39″ 21 14 コンクリート
517 宿毛市 宿毛市港湾埠頭（宿毛新港） 宿毛市新港1915 N32°55′15″ E132°40′38″ 105 91 砂質土
518 宿毛市 咸陽小学校 宿毛市樺407-1 N32°55′39″ E132°40′35″ 93 43 砂質土
519 宿毛市 藻津漁港 宿毛市藻津 N32°55′27″ E132°39′35″ 65 35 砂質土

520 宿毛市 沖の島ヘリポート
宿毛市沖の島町母島

字尻無尾山1717-16 N32°44′24″ E132°33′39″ 20 18 コンクリート

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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資料 32

資料

資料 32

北緯 東経 長さ 幅
521 宿毛市 沖の島小中学校 宿毛市沖の島町母島445 N32°44′18″ E132°33′21″ 50 45 砂質土
522 宿毛市 弘瀬港 宿毛市沖の島町弘瀬 N32°42′55″ E132°33′02″ 25 20 芝
523 宿毛市 弘瀬離島センター（旧弘瀬小中学校） 宿毛市沖の島町弘瀬562-1 N32°43′08″ E132°33′01″ 30 28 砂質土
524 宿毛市 弘瀬港防潮堤 宿毛市沖の島町弘瀬 N32°42′54″ E132°32′55″ 47 10 コンクリート
525 宿毛市 母島港 宿毛市沖の島町母島 N32°44′25″ E132°32′44″ 45 28 アスファルト
526 宿毛市 鵜来島離島センター前グラウンド 宿毛市沖の島町鵜来島78-2 N32°47′58″ E132°29′38″ 30 21 砂質土・砂利

527 宿毛市 宿毛市総合運動公園(防災広場) 宿毛市山奈町芳奈4024 N32°57′59″ E132°46′53″ 78 110 芝
528 大月町 旧樫西小学校 幡多郡大月町赤泊437 N32°47′00″ E132°43′43″ 21 11 砂質土
529 大月町 大月町総合グラウンド 幡多郡大月町弘見字七本木2570 N32°50′03″ E132°42′42″ 113 100 砂質土
530 大月町 大月【大月町弘見】 幡多郡大月町弘見 N32°50′27″ E132°42′16″ 83 51 アスファルト・砂質土　

531 大月町 旧橘浦小学校 幡多郡大月町橘浦159-3 N32°49′24″ E132°39′27″ 50 22 砂質土
532 大月町 大月町柏島【かしわじま】（旧柏島小学校） 幡多郡大月町柏島297 N32°46′17″ E132°37′31″ 36 42 アスファルト
533 大月町 大月小・中学校 幡多郡大月町弘見4106-216 N32°50′11″ E132°42′49″ 160 100 芝
534 大月町 旧姫ノ井小学校 幡多郡大月町姫ノ井882 N32°47′34″ E132°44′26″ 70 29 砂質土
535 大月町 旧安満地小学校 幡多郡大月町安満地350-1  N32°48′1″ E132°39′28″ 56 25 砂質土
536 大月町 旧弘見小学校 幡多郡大月町弘見1058 N32°50′44″ E132°42′26″ 65 33 砂質土
537 大月町 旧月灘中学校 幡多郡大月町姫ノ井235-1 N32°47′22″ E132°45′02″ 48 25 芝
538 大月町 東部グラウンド 幡多郡大月町姫ノ井1668 N32°47′29″ E132°44′49″ 92 74 芝
539 大月町 ふれあいパーク大月（北側駐車場） 幡多郡大月町弘見2610 N32°49′47″ E132°42′34″ 27 24 アスファルト

位置 地積(m)
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資料 34

資料

資料 34

資料５ 医薬品等備蓄医療機関一覧

平成 31年 4 月現在

１ 災害急性期に必要となる医薬品等（19 医療機関）

⇒供給要請手順〈マニュアル 14〉

２ 歯科用医薬品等 （18 医療機関）

⇒供給要請手順〈マニュアル 14〉

３ 輸血用血液の保管等に係る協定締結医療機関（８医療機関）

⇒供給要請手順〈マニュアル 14〉

供給要請元

（県保健医療支部）
支部用医薬品等備蓄医療機関

安芸支部 田野病院、あき総合病院

中央東支部 高知大学医学部附属病院、ＪＡ高知病院、野市中央病院

高知市支部
高知医療センター、高知赤十字病院、近森病院、

国立病院機構高知病院、海里マリン病院

中央西支部 国立病院機構高知病院、仁淀病院、土佐市民病院、高北病院

高幡支部 須崎くろしお病院、くぼかわ病院、高陵病院

幡多支部 幡多けんみん病院、四万十市立市民病院、渭南病院

供給要請元 備蓄医療機関

県保健医療本部
高知医療センター

高知大学医学部附属病院

県保健

医療支部

高知市支部 高知県歯科医師会歯科保健センター

高知市支部以外
高知県歯科医師会が支部ごとに選定する歯科診療所

（15 歯科診療所）

県保健医療支部 医療機関

安芸支部 あき総合病院

中央東支部 高知大学医学部附属病院

高知市支部
高知医療センター、高知赤十字病院、近森病院、

国立病院機構高知病院

中央西支部 土佐市民病院

高幡支部 くぼかわ病院
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資料６ 災害備蓄医薬品等総括表（歯科用医薬品等以外）

●18 医療機関に計 12,500 人、3日分を備蓄 平成 31 年 4 月現在

薬 効 分 類 一　　般　　名　（成　分　名） 参　考　製　品　名

局方生理食塩液 20 ml 50 本 局方生理食塩液
局方生理食塩液 100 ml 10 本 局方生理食塩液
局方生理食塩液 500 ml 30 本 局方生理食塩液
局方生理食塩液 20 mlｼﾘﾝｼﾞ 50 本 局方生理食塩液
局方５％ブドウ糖注射液 20 ml 50 本 ５％大塚糖液
局方５％ブドウ糖注射液 100 ml 10 本 ５％大塚糖液
局方５％ブドウ糖注射液 500 ml 30 本 ５％大塚糖液
50%ブドウ糖注射液 20 ml 50 本 ５０％大塚糖液
維持液３号注射液 200 ml 20 本 ソルデム３Ａ
維持液３号注射液 500 ml 20 本 ソルデム３Ａ
乳酸リンゲル液 500 ml 30 本 ラクテック注射液
ロキソプロフェンナトリウム錠（60mg１Ｔ） 1 錠 100 錠 ロキソニン錠
アセトアミノフェン錠200mg 1 錠 100 錠 カロナール錠200mg
アセトアミノフェン細粒 0.5 ｇ 1200 包 カロナール細粒20%
アセトアミノフェン坐剤（100mg1個） 100 mg 50 個 アンヒバ坐剤100mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤（25㎎1個） 25 ㎎ 50 本 ボルタレン・サポ
局方スルピリン注射液（２５％） 2 ml 100 本 メチロン注射液２５％
ペンタゾシン注射液 15 mg 50 本 ペンタジン注射液15mg
メロペネム水和物 0.5 ｇ 10 ｷｯﾄ メロペン点滴用
塩酸セフォチアム(生食100ml付き） 1 ｇ 10 袋 パンスポリン静注用１ｇバックS
セファゾリン（生食100ml付） 1 ｇ 10 キット セファメジンαキット１ｇ
セファクロル（250mg1P） 1 ｶﾌﾟｾﾙ 100 ｶﾌﾟｾﾙ ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg
セファクロル細粒 1 ｇ 120 包 ｹﾌﾗｰﾙ細粒10%
クラリスロマイシン（200㎎１Ｔ） 1 錠 100 錠 クラリス錠２００
クラリスロマイシン細粒 0.5 ｇ 120 包 クラリスドライシロップ10%小児用
レボフロキサシン（500㎎１Ｔ） 1 錠 100 錠 クラビット錠
トスフロキサシントシル酸塩 0.5 ｇ 100 包 オゼックス細粒小児用15%
ポピドンヨード(10%250ml) 250 ml 1 本 イソジン液
消毒綿（4㎝×4㎝） 60 枚 20 ﾊﾟｯｸ イソプロ綿
手指消毒剤 500 ml 1 本 ウェルパス
硫酸ゲンタマイシン(10g) 10 ｇ 10 本 ゲンタシン軟膏0.1%
吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ(10g) 10 ｇ 10 本 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝＶＧ軟膏0.12%
ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(0.5%20ml1A) 20 ml 50 本 ｱﾄﾞﾅ(AC-17)注射液（静注用）
トラネキサム酸(10%10ml1A) 10 ml 50 本 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ注射液(10%)
塩酸ドパミン注（0.3%　600㎎） 200 ml 10 袋 プレドパ注600mg
塩酸ドブトミン注（0.3%　600mg） 200 ml 10 袋 ドブトレックス注600mg
局方アドレナリン注射液（0.1%1ml1A) 1 ml 10 筒 アドレナリン注0.1%シリンジ
ノルアドレナリン注射液 1 mg 10 本 ノルアドリナリン注1mg
ニトログリセリン(0.3㎎） 1 錠 100 錠 ニトロペン錠
局方リドカイン注射液(1%10ml1A） 10 ml 10 本 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ１％
局方リドカインゼリー 2% 30 ml 5 本 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2%
局方リドカイン(80g1本) 1 本 1 本 ｷｼﾛｶｲﾝｽﾌﾟﾚｰ

９シップ薬剤 パップ剤 1 枚 10 枚 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝﾃｰﾌﾟ15mg等
硫酸アトロピン注射液（0.05%1mL） 1 ml 20 本 アトロピン注0.05%シリンジ
炭酸水素ナトリウム注射液8.4% 250 ml 10 本 メイロン注8.4%
ニフェジピン 10 ㎎ 100 錠 アダラートＣＲ
マレイン酸エナラプリル 5 ㎎ 100 錠 レニベース錠
アテノロール 50 ㎎ 100 錠 テノーミン錠
塩酸ニカルジピン注射液 10 ㎎ 10 本 ペルジピン注射液10mg10mL
ヒドロコルチゾン　100㎎ 2 ml 10 本 サクシゾン注射用
フロセミド20㎎ 2 ml 10 本 ラシックス注射液
洗浄用生理食塩水 500 ml 20 本
洗浄用精製水 500 ml 20 本
ガーゼ滅菌パック(7.5×10㎝)1枚ﾊﾟｯｸ 100 袋 10 箱
ガーゼ滅菌パック(7.5×7.5㎝)2枚ﾊﾟｯｸ 50 袋 10 箱
ガーゼ滅菌パック(5×5㎝)1枚ﾊﾟｯｸ 100 袋 10 箱
包帯（3.8㎝×4.5m) 10 巻 50 箱
包帯（7.5㎝×4.5m) 6 巻 30 箱
紙絆創膏（９㎜×10m） 1 個 10 個
サージカルテープ(25㎜×9m) 1 個 12 個
救急絆創膏（Ｓ・Ｍ・Ｌ　300枚） 1 枚 300 枚 救急絆創膏
輸液セット静脈針付中間チューブ　TS-A450PK 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 輸液セット
輸液セット(小児用)静脈針なし　TK-A200LK 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 輸液セット(小児用)
輸液セット静脈針付TB-A400L 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 輸血セット
留置針２２Ｇ　SR-OT２２３２Ｃ 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 留置針
留置針２０Ｇ　SR-OT２０３２Ｃ 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 留置針
翼付静脈針２２Ｇ　SＶ-22CLK 1 ｾｯﾄ 50 ｾｯﾄ 翼付静脈針
注射筒針付２３Ｇ　2.5ml 1 本 100 本
注射筒針付２２Ｇ　5ml 1 本 100 本
注射筒針付２２Ｇ　１０ml 1 本 100 本
注射筒針なし　20ml 1 本 50 本
注射針１８Ｇ 1 本 100 本
注射針２１Ｇ 1 本 100 本
ホルダー･替刃 1 枚 20 枚 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ替刃ﾒｽ
ピンセット 1 丁 1 丁 ピンセット(ディスポ）
縫合針各種 1 本 10 本 縫合針
滅菌済縫合糸各種 1 m 10 m 滅菌済縫合糸
手術用手袋Ｓ・Ｍ・Ｌ 1 双 20 双 手術用手袋
ラテックス手袋Ｍ 50 双 20 箱 ラテックス手袋

12
衛生材料

ガーゼ

包帯

絆創膏

13
医療用品
医療器具

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注射筒

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注射針

11
その他医薬品
降圧剤
ステロイド剤等

規　格 包装単位

１
細胞外液補充液
維持液
代用血液

２
解熱鎮痛消炎剤

３
抗生物質
「注射」
「内服｣
「合成抗菌剤」

４
殺菌消毒剤

５
外皮用剤
６
止血剤

７
強心剤
昇圧剤

８
局所麻酔剤

10
解毒剤



資
　
　
　
　料

資
　
　
　
　料

資料 36

資料

資料 36

資料７ 災害備蓄医薬品等総括表（歯科用医薬品等）

平成 31年 4月現在

＊18 医療機関の備蓄量の合計（資料５参照）

薬効分類 参考製品名

ロキソニン　　　 60 mg 100 錠

カロナール　　 200 mg 100 錠

フロモックス  100 mg 100 錠

ファロム       200 mg 100 錠

メイアクトＭＳ　 100 mg 100 錠

３止血剤 スポンゼル 19 箱

オーラ注　　　　 1.8 ml 50 本

3％シタネストオクタプレシン 1.8 ml 50 本

歯科用カートリッジシリンジ　 21 個

注射針（30GS) 100 本 19 箱

抜歯鉗子      19 個

持針器　　　　　 19 個

ディスポメス　　 20 本 19 箱

糸付き縫合針　　　　 12 本 21 箱

MMシーネ　　 6 本 21 箱

結紮線　　 23 個

カッター　 19 個

ハサミ 19 個

ペンチ 19 個

ディスポ基本セット 100 個 24 箱

歯科用セメントキット　 18 個

練板　　　　　　　 3 冊 18 個

根管拡大器具　　　 6 本 38 箱

印象剤　　　　　　　　　　　　 5 kg 1 セット 19 個

ディスポ印象用トレーABCDEF　 10 個 62 箱

即時重合レジンキット　 19 セット

各種バー　　　　 18 箱

２
抗生物質

合計 34 箱

１
解熱鎮痛消炎剤

合計 34 箱

規格 包装単位 備蓄数量(*)

粉250g・250ml入り等

４
局所麻酔薬

合計 30 箱

５
注射用器具

６
外科用器具

７
外傷等の固定器具

８
保存修復用器具

９
義歯等修理用器具
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資料８ 医療救護所における医薬品等の例示

（医療救護対象者 100 人当たり）

平成 31年 4月現在

薬効分類 一般名・剤形等 規　格 備蓄数

生理食塩液 20ml 50本

生理食塩液 500ml 10本

維持液 500ml 20本

５％ブドウ糖注射液 20ml 50本

５％ブドウ糖注射液 500ml 10本

乳酸リンゲル液 500ml 10本

内服薬 50回分

注射液 50回分

３抗生物質 一般細菌用等 30回分

４ホルモン剤・抗ホルモン剤 抗炎症、代謝改善用等 30回分

アルコール消毒綿 カット綿 適量

エタノール、オキシドール等 数本

６ 外皮用剤 軟膏 適量

内服薬 50回分

注射液 50回分

外用薬（ゼラチン等） 適量

内服薬 20回分

注射液 20回分

９血圧降下剤 注射液 20回分

内服薬 50回分

注射液 20回分

内服薬 100回分

注射液 50回分

12呼吸促進剤 注射液 20回分

注射液 50回分

スプレー等 5本

14シップ薬剤 冷シップ 5枚入 20袋

15解毒剤 グルタチオン等 10回分

16洗眼消毒剤等 ヨード液、点眼液等 適量

救急綿 カット綿 適量

滅菌ガーゼ 適量

包帯 適量

救急絆創膏 適量

三角巾 適量

輸液セット 50セット

翼状針 21Ｇ 50本

ディスポーザル注射筒 針付5ml 100本

ディスポーザル注射筒 針付10ml 50本

プラスティック手袋 50組

10
利尿剤

11
抗不安剤

13
局所麻酔剤

17
衛生材料

18
医療用品
医療用具

８
強心剤、昇圧剤

１
細胞外液補充液
維持液
代用血液

２
解熱鎮痛消炎剤

５
殺菌消毒剤

７
止血剤
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資料９ 高知県災害対策本部の体制



資
　
　
　
　料

資
　
　
　
　料

資料 39

資料

資料 39

資料 10 県が外部機関と締結している防災に係る協定等一覧表（部局別）（平成 30年 4月）

番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

1 総務部 政策企画課
包括業務提携に関する基本合意
（災害時における応急対策に関する協働事業の実施に必要な事
項については別途定める）

高知県知事 H19.10.31
（株）ローソン
（株）ローソン高知

2 総務部 政策企画課
包括業務提携に関する基本合意
（災害時における応急対策に関する協働事業の実施に必要な事
項については別途定める）

高知県知事 H21.7.27 （株）ファミリーマート

3 総務部 政策企画課
連携と協力に関する包括協定
（災害時における応急対策に関する協働事業の実施に必要な事
項については別途定める）

高知県知事 H21.8.25
（株）サークルKサンクス
サークルケイ四国（株）
サンクス西四国（株）

4 総務部 政策企画課
連携と協力に関する包括協定
（災害時における応急対策に関する協働事業の実施に必要な事
項については別途定める）

高知県知事 H24.8.29 （株）フジ

5 総務部 政策企画課
高知県とイオン株式会社との連携と協力に関する包括協定
（災害時における応急対策に関する協働事業の実施に必要な事
項については別途定める）

高知県知事 H23.7.14 イオン（株）

6 総務部 政策企画課
連携と協力に関する包括協定
（災害時における応急対応に関する協働事業の実施に必要な事
項については別途定める）

高知県知事 H28.11.4 （株）セブン-イレブン・ジャパン

7 総務部 広報広聴課 災害に係る情報発信等に関する協定 高知県知事 H29.3.13 ヤフー株式会社

8 総務部 管財課
津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
（西庁舎）

高知県知事 H23.9.6 高知市長

9 総務部 管財課
津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
（北庁舎）

高知県知事 H23.9.6 高知市長

10 総務部 管財課
津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
（本庁舎）

高知県知事 H24.4.26 高知市長

11 総務部 情報政策課
大規模災害等の発生時における高知県情報ハイウェイの機能復
旧に関する協定書

高知県知事 H26.3.24 株式会社STNet

12 総務部 情報政策課 大規模災害発生時の復旧・復興に向けた支援協定書 高知県知事 H28.6.2
日本エイサー（株）
ダイワボウ情報システム（株）
（株）高知電子計算センター

13 危機管理部 消防政策課 災害時における応急生活物資の供給に関する協定 高知県知事 H17.9.1 （一社）高知県エルピーガス協会

14 危機管理部 危機管理・防災課 危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定 高知県知事 H19.2.5 四国各県

15 危機管理部 消防政策課 災害時における電気設備等の復旧に関する協定 高知県知事 H23.2.16 高知県電気工事業工業組合

16 危機管理部 危機管理・防災課
高知県における超高速インターネット衛星を用いた防災利用実証
実験に関する協定

高知県知事 H24.8.16 （独）宇宙航空研究開発機構

17 危機管理部 危機管理・防災課
災害時等における高知県への高知地方気象台職員派遣等に関す
る覚書

高知県知事 H25.7.18 高知地方気象台

18 危機管理部 危機管理・防災課 高知県とアムダとの大規模災害時の支援に関する協定書 高知県知事 H26.12.26 特定非営利活動法人アムダ

19 危機管理部 危機管理・防災課 京都大学防災研究所と高知県との連携協力に関する協定書 高知県知事 H28.2.25 京都大学防災研究所

20 危機管理部 危機管理・防災課 災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関する協定書 高知県知事 H28.4.26 旭食品株式会社

21 危機管理部 危機管理・防災課 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 高知県知事 H28.5.11 石油連名

22 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における放送要請に関する協定 高知県知事 S41.4.1 ＮＨＫ高知放送局

23 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における放送要請に関する協定 高知県知事 S53.6.26 （株）高知放送

24 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における放送要請に関する協定 高知県知事 S53.6.26 （株）テレビ高知

25 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における放送要請に関する協定 高知県知事 H4.2.1 （株）エフエム高知

26 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における放送要請に関する協定 高知県知事 H10.4.1 高知さんさんテレビ（株）

27 危機管理部 南海トラフ地震対策課
高知県知事と海上自衛隊小松島航空隊司令との災害派遣に関す
る協定

高知県知事 S56.8.7
海上自衛隊小松島航空隊
（H20.3～第２４航空隊）

28 危機管理部 危機管理・防災課 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 高知県知事 H24.3.1 中国・四国９県

29 危機管理部 南海トラフ地震対策課
大規模な災害発生時における緊急交通路の確保等に関する
支援協定

高知県知事 H8.12.12 （社）高知県警備業協会

30 危機管理部 南海トラフ地震対策課 大規模な災害発生時における消火活動の水利確保に関する協定 高知県知事 H17.9.7 高知県生コンクリート協同組合連合会

31 危機管理部 南海トラフ地震対策課
災害派遣に関する高知県知事と陸上自衛隊第１４旅団長との
協定

高知県知事 H18.4.17 陸上自衛隊第１４旅団

32 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における災害救助犬の出動に関する協定 高知県知事 H19.2.26 （社）ジャパンケネルクラブ

33 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における自動販売機在庫品の無償提供に関する協定 高知県知事 H19.8.31 ダイドードリンコ（株）中四国支店

34 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における自動販売機在庫品の無償提供に関する協定 高知県知事 H19.12.17 （株）ムラタ

35 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における自動販売機在庫品の無償提供に関する協定 高知県知事 H19.12.17 （株）ジャパンビバレッジ

36 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における自動販売機在庫品の無償提供に関する協定 高知県知事 H20.1.21 四国コカ・コーラボトリング（株）

37 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における自動販売機在庫品の無償提供に関する協定 高知県知事 H22.12.8 (株)伊藤園

38 危機管理部 南海トラフ地震対策課 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
四国知事会
常任世話人

H24.5.18 全国知事会、各地域ブロック知事会

39 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における石油類燃料の供給に関する協定 高知県知事 H20.2.21 高知県石油商業組合

40 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における物資供給に関する協定 高知県知事 H20.6.20 ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター

41 危機管理部 南海トラフ地震対策課 大型バケット（HL7600)の管理・運用に関する協定 高知県知事 H20.8.15 陸上自衛隊第１４旅団

42 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28 （株）ローソン

43 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28 （株）吉野家

44 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28 （株）モスフードサービス

45 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28 （株）ファミリーマート

46 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28 （株）スリーエフ中四国

47 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28
（株）サークルKサンクス
サークルケイ四国（株）
サンクス西四国（株）
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48 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H22.1.28 （株）壱番屋

49 危機管理部 危機管理・防災課
高知県における陸域観測技術衛星を用いた防災利用実証実験に
関する協定

高知県知事 H22.3.29 （独）宇宙航空研究開発機構

50 危機管理部 南海トラフ地震対策課
災害派遣に関する高知県知事と陸上自衛隊第１４旅団第５０普通
科連隊隊長との協定

高知県知事 H22.4.12 陸上自衛隊第１４旅団第５０普通科連隊

51 危機管理部 南海トラフ地震対策課
災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力
に関する協定

高知県知事 H23.7.14 イオンリテール（株）中四国カンパニー支店

52 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H24.3.13 土佐清水市

53 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H24.3.14 高知県公立大学法人

54 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H24.3.16 津野町

55 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H24.3.27 安芸市

56 危機管理部 南海トラフ地震対策課
災害時における避難所・救援物資の提供及び平常時における防
災活動への協力に関する協定

高知県知事 H27.7.7 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合

57 危機管理部 南海トラフ地震対策課 防災啓発情報等の発信に関する協定書 高知県知事 H27.10.23 NTTタウンページ株式会社

58 危機管理部 南海トラフ地震対策課 大規模災害発生時における相談業務の支援に関する協定書 高知県知事 H28.6.28
土佐土業交流会
（高知弁護士会）

59 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定 高知県知事 H28.11.4 （株）セブン‐イレブン・ジャパン

60 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における物資の保管等に関する協定書 高知県知事 H29.3.31 高知県倉庫協会

61 危機管理部 消防政策課 高知県内広域消防相互応援協定 高知県知事 H8.2.29 県内市町村、消防一部事務組合

62 危機管理部 消防政策課 消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定 高知県知事 H12.3.27 四国各県

63 危機管理部 消防政策課 高知県消防防災ヘリコプター支援協定 高知県知事 H20.7.30 県内市町村、消防一部事務組合・広域連合

64 健康政策部 健康長寿政策課
大規模災害時における安芸警察署災害対策警備本部用施設とし
ての安芸総合庁舎の使用に関する協定書

安芸福祉
保健所長

H27.3.10 高知県安芸警察署長

65 健康政策部 健康長寿政策課
南海トラフ地震における現地活動拠点としての施設使用に関する
協定変更協定書

須崎福祉
保健所長

H26.11.21 須崎市

66 健康政策部 健康長寿政策課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書
安芸福祉
保健所長

H25.3.15 安芸市

67 健康政策部 健康長寿政策課 歯科保健医療対策に関する協定書 高知県知事 H26.7.28

（一社）高知県歯科医師会
国立大学法人高知大学
国立大学法人徳島大学
学校法人高知学園高知学園短期大学

68 健康政策部 健康長寿政策課
南海トラフ地震における現地活動拠点としての施設使用に関する
協定書

須崎福祉
保健所長

H26.3.25 須崎市

69 健康政策部 健康長寿政策課
南海トラフ地震における現地活動拠点としての施設使用に関する
協定書

須崎福祉
保健所長

H26.12.24 四万十町

70 健康政策部 健康長寿政策課 大規模災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書 高知県知事 H29.5.15 公益社団法人高知県栄養士会長

71 健康政策部 医療政策課 災害時の医療救護活動に関する協定 高知県知事 H28.3.14
公益財団法人
高知県総合保健協会

72 健康政策部 医療政策課 災害時の医療救護についての協定 高知県知事 H13.4.1 県内市町村、(一社)高知県医師会

73 健康政策部 医療政策課 災害時における柔道整復師支援活動に関する協定 高知県知事 H20.7.15 （公社）高知県柔道整復師会

74 健康政策部 医療政策課 災害時の医療救護活動に関する協定 高知県知事 H21.2.27 県内市町村、（公社）高知県看護協会

75 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H21.7.31 高知県立あき総合病院

76 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H21.7.31 高知県立幡多けんみん病院

77 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H21.7.31
高知県・高知市病院企業団
（高知医療センター）

78 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H21.7.31 高知大学医学部附属病院

79 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H21.7.31
日本赤十字社高知県支部
（高知赤十字病院）

80 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H21.7.31 医療法人近森会　近森病院

81 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H23.3.11 医療法人新松田会　愛宕病院

82 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H23.3.17 独立行政法人国立病院機構高知病院

83 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H23.3.17 医療法人五月会　須崎くろしお病院

84 健康政策部 医療政策課 災害時の医療救護に関する協定書 高知県知事 H24.3.14 （一社）高知県歯科医師会

85 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H24.12.7 医療法人久会　図南病院

86 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H25.3.27
高知県厚生農業協同組合連合会
JA高知病院

87 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H25.5.22 医療法人聖真会　渭南病院

88 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H25.7.22 いの町立国民健康保険　仁淀病院

89 健康政策部 医療政策課 災害時の医療救護に関する協定書 高知県知事 H24.3.14 （公社）高知県薬剤師会

90 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H26.3.28 医療法人川村会　くぼかわ病院

91 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H26.10.10 土佐市立　土佐市民病院

92 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H27.2.12 四万十市立市民病院

93 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H28.2.3 特定医療法人長生会　大井田病院

94 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H28.5.10 医療法人臼井会　田野病院

95 健康政策部 医療政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H29.12.1 医療法人防治会　いずみの病院

96 健康政策部 医事薬務課 災害時における医薬品等の供給に関する協定書 高知県知事 H24.3.14 高知県医薬品卸業協会

97 健康政策部 医事薬務課 災害時における医療ガス等の供給に関する協定書 高知県知事 H24.3.14
一般社団法人日本産業・医療ガス協会四国
地域本部医療ガス部門高知県支部

98 健康政策部 医事薬務課 災害時における衛生材料等の供給に関する協定書 高知県知事 H24.3.14 高知県衛生材料協会

99 健康政策部 医事薬務課 災害時における医療機器等の供給に関する協定書 高知県知事 H24.3.14 高知県医療機器販売業協会

100 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H26.12.8
独立行政法人国立病院機構高知病院長
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長
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101 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H26.12.8
国立大学法人高知大学医学部附属病院長
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

102 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H26.12.8
高知赤十字病院長
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

103 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H26.12.8
社会医療法人近森会理事長（近森病院）
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

104 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H26.12.8
土佐市病院事業管理者（土佐市民病院）
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

105 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H26.12.8
高知県・高知市病院企業団企業長
（高知医療センター）
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

106 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H27.5.12
高知県立あき総合病院長
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

107 健康政策部 医事薬務課 輸血用血液の災害時緊急供給に関する協定書 高知県知事 H27.6.12
医療法人川村会くぼかわ病院理事長

日本赤十字社高知県赤十字血液センター所長

108 健康政策部 食品・衛生課 災害時における遺体の搬送に関する協定 高知県知事 H18.3.27 （一社）全国霊柩自動車協会四国霊柩自動車協会

109 健康政策部 食品・衛生課 災害時における葬祭用具等の供給に関する協定 高知県知事 H19.3.26 全日本葬祭業協同組合連合会四国ブロック会

110 健康政策部 食品・衛生課 災害時における動物の救護活動に関する協定 高知県知事 H23.4.25 （公社）高知県獣医師会

111 地域福祉部 地域福祉政策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H17.12.26 土佐清水市

112 地域福祉部 地域福祉政策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H19.10.31 安芸市

113 地域福祉部 地域福祉政策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定 高知県知事 H22.8.19 日本赤十字社高知県支部

114 地域福祉部 地域福祉政策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定書 高知県知事 H23.9.21 津野町

115 地域福祉部 地域福祉政策課 災害救助用備蓄物資の保管に関する協定書 高知県知事 H23.9.29 高知県公立大学法人

116 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H18.1.11 四国コカ・コーラボトリング（株）

117 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H18.2.20 大塚食品（株）

118 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H18.2.7 マリンゴールド（株）

119 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H18.2.7 ひまわり乳業（株）

120 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H18.2.7 （株）小谷穀粉

121 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H19.8.31 ダイドードリンコ（株）中四国支店

122 地域福祉部 地域福祉政策課 災害発生時における飲料水の調達に関する協定 高知県知事 H22.12.8 （株）伊藤園

123 地域福祉部 地域福祉政策課 災害救助法による救助業務の委託に関する協定書 高知県知事 S35.10.26 日本赤十字社高知県支部

124 地域福祉部
高齢者福祉課
障害保健福祉課
児童家庭課

災害時における相互応援に関する協定書 高知県知事 H25.6.17

高知県老人福祉施設協議会
高知県介護老人保健施設協議会
高知県宅老所・グループホーム連絡会
高知県身体障害者（児）施設協会
高知県知的障害者福祉協会
高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会
高知県児童養護施設協議会

125
文化生活ス
ポーツ部

文化振興課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 高知県知事 H23.12.12 高知市長

126
文化生活ス
ポーツ部

文化振興課
津波発生時における緊急避難所としての施設の使用等に関する
協定書

高知県知事 H29.3.3 高知市長

127
文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 高知県知事 H26.4.17 高知市長

128
文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課
大規模災害時における避難所としての施設の使用に関する協定
書

教育長 H27.3.27 高知市長

129
産業振興推
進部

地産地消・外商課 災害時における物資の供給に関する協定書 高知県知事 H26.6.16 旭食品株式会社

130
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 船舶による災害時の輸送等に関する協定書 高知県知事 H26.1.31 株式会社宿毛フェリー

131
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課
災害時における救援物資等輸送力の確保に関する協定書
（H22.3.16緊急物資の提供を追加）

高知県知事 H8.11.29 （一社）高知県トラック協会

132
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 災害時における緊急輸送等に関する協定書 高知県知事 H21.12.11 高知県ハイヤー・タクシー協議会

133 商工労働部 商工政策課 「高知県事業継続計画（ＢＣＰ)策定推進プロジェクト｝協定書 高知県知事 H22.6.2

高知商工会議所
ＴＫＣ四国会高知支部
東京海上日動火災保険株式会社
日新火災海上保険株式会社

134 商工労働部 工業振興課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H29.9.21 西日本段ボール工業組合

135 商工労働部 経営支援課 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 高知県知事 H10.12.17 高知県生活協同組合連合会

136 商工労働部 経営支援課 災害時における電気工事等実施に関する協定書 高知県知事 H23.12.6 高知県電機商業組合

137 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.14 高知卸商センター協同組合

138 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.19 （株）サンプラザ

139 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.20 （株）サンシャインチェーン本部

140 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.20 （株）ナンコクスーパー

141 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.21 （株）サニーマート

142 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.21 （株）マルナカ

143 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.9.25 高知県商店街振興組合連合会

144 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.10.2 （株）フジ

145 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H18.10.17 （株）エースワン

146 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の調達に関する協定 高知県知事 H19.11.22 （株）ローソン

147 商工労働部 経営支援課 災害救助物資の供給等に関する協定書 高知県知事 H21.8.31 （株）ファミリーマート

148 商工労働部 経営支援課 災害時における物資の供給に関する協定 高知県知事 H26.4.10 ダイキ（株）

149 商工労働部 経営支援課 災害時における生活必需物資の供給に関する協定書 高知県知事 H26.9.6
高知県製パン協同組合
全日本パン協同組合連合会中四国ブロック

150 商工労働部 経営支援課
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する
協定

高知県知事 H28.11.4 ㈱セブン・イレブン・ジャパン
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151 農業振興部 農業政策課 災害救助に必要な米穀の調達に関する協定 高知県知事 H18.9.29 高知食糧（株）

152 農業振興部 農業政策課 災害救助に必要な米穀の調達に関する協定 高知県知事 H24.9.25 高知ケンベイ（株）

153 農業振興部 農業政策課 災害救助に必要な米穀の調達に関する協定 高知県知事 H18.9.29 西内（株）

154 農業振興部 農業政策課 災害救助に必要な米穀の調達に関する協定 高知県知事 H25.3.1 全国農業協同組合連合会高知県本部

155 農業振興部 農業政策課 災害救助に必要な米穀の調達に関する協定書 高知県知事 H26.2.20 （有）高橋米穀店

156 農業振興部 農業政策課 大規模災害時における支援活動に関する協定書 高知県知事 H26.10.27 高知県農業協同組合中央会

157 農業振興部 環境農業推進課 災害時における避難所指定等に関する協定書 高知県知事 H24.3.13 いの町

158 農業振興部 環境農業推進課 災害時における遺体安置所開設の協力に関する協定書 高知県知事 H26.12.25 南国市長

159 農業振興部 産地・流通支援課 災害救助に必要な食料品の調達に関する協定 高知県知事 H18.1.4 高知県園芸農業協同組合連合会

160
林業振興・
環境部

林業環境政策課
大規模災害時における電波中継基地局としての土地の使用に関
する協定書

高知県知事 H29.3.7
日本放送協会松山放送局
日本放送協会高知放送局

161
林業振興・
環境部

環境共生課 大規模災害時における避難所としての施設の使用に関する協定 高知県知事 H28.3.15 高知市

162
林業振興・
環境部

環境対策課 災害時におけるし尿等の収集運搬に関する協定 高知県知事 H27.6.23 高知県し尿収集運搬支援連合会

163
林業振興・
環境部

環境対策課 災害廃棄物等の収集・運搬の協力に関する協定書 高知県知事 H28.9.28 （一社）高知県トラック協会

164
林業振興・
環境部

環境対策課
災害発生時における損壊家屋等の解体撤去の協力に関する協定
書

高知県知事 H29.3.24 （一社）高知県建設業協会

165
林業振興・
環境部

森づくり推進課 避難場所等の管理・運営に関する確認書 高知県知事 H27.4.1 香美市長

166
林業振興・
環境部

環境共生課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定 高知県知事 H24.10.4
高知市教育委員会
高知市立青柳中学校

167
林業振興・
環境部

環境対策課 災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定 高知県知事 H20.11.4 （一社）高知県リサイクル協会

168
林業振興・
環境部

環境対策課 災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定 高知県知事 H20.11.4 （一社）高知県産業廃棄物協会

169 水産振興部 漁業管理課 船舶による輸送等災害応急対策に関する協定 高知県知事 H21.3.27 高知海上保安部、高知県水難救済会

170 水産振興部 漁業管理課 漁船による輸送等災害応急対策に関する協定書 高知県知事 H24.7.25 高知県近海鰹鮪漁業協会

171 土木部 道路課 南海トラフ地震発生時の道路啓開に関する協定 土木部長 H28.3.28

国土交通省四国地方整備局
中村河川国道事務所
国土交通省四国地方整備局
土佐国道事務所

一般社団法人高知県建設業協会

172 土木部 港湾・海岸課 大規模災害時の復旧対策支援活動に関する協定 高知県知事 H27.7.24 全国圧入協会会長

173 土木部 用地対策課 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書 高知県知事 H26.3.31 国土交通省国土地理院長

174 土木部
建設管理課（須崎土木
事務所）

南海トラフ地震における現地活動拠点としての施設使用に関する
協定書

須崎土木事務所長 H26.11.26 須崎市

175 土木部 土木政策課 情報提供ネットワーク構築に関する協定 高知県知事 H24.1.31

国土交通省四国地方整備局長
徳島県知事
香川県知事
愛媛県知事

176 土木部 土木政策課 情報提供ネットワーク構築に関する細目協定 高知県知事 H24.1.31 国土交通省四国地方整備局長

177 土木部 土木政策課 四国地方における災害時の応援に関する申し合わせ 土木部長 H21.3.31
四国地方整備局（四国地方整備局企画部）、
四国各県土木部

178 土木部 土木政策課 大規模災害発生時における支援活動に関する協定 高知県知事 H17.12.15 （社）高知県建設業協会

179 土木部 土木政策課 大規模災害発生時における支援活動に関する細目協定 高知県知事 H22.9.15 （社）高知県建設業協会

180 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
安芸土木事務所室
戸事務所長

H23.5.24 （社）高知県建設業協会室戸支部

181 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定 安芸土木事務所長 H23.5.20 （社）高知県建設業協会安芸支部

182 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
中央東土木事務所
長

H23.5.12 （社）高知県建設業協会南国支部

183 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
中央東土木事務所
本山事務所長

H23.7.26 （社）高知県建設業協会嶺北支部

184 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
中央西土木事務所
長

H23.3.15 （社）高知県建設業協会伊野支部

185 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
中央西土木事務所
越知事務所長

H22.9.29 （社）高知県建設業協会高吾北支部

186 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定 須崎土木事務所長 H23.6.8 （社）高知県建設業協会高陵支部

187 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
須崎土木事務所四
万十町事務所

H23.3.10 （社）高知県建設業協会高幡支部

188 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定 幡多土木事務所長 H23.4.1 （社）高知県建設業協会中村支部

189 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
幡多土木事務所宿
毛事務所長

H20.8.29 宿毛地区建設協会

190 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定
幡多土木事務所土
佐清水事務所

H23.3.14 （社）高知県建設業協会土佐清水支部

191 土木部 土木政策課 災害発生時における支援活動に関する協定 高知土木事務所長 H24.9.19
高知地区建設業協会
高知県建設業協会高知支部

192 土木部 土木政策課 大規模災害発生時における応援業務に関する協定 高知県知事 H19.1.4
（社）四国地質調査業協会高知支部、
高知県地質調査業協会

193 土木部 土木政策課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定 高知県知事 H25.3.19 高知市

194 土木部 河川課 坂本ダム放流警報設備等による災害情報等の伝達に関する協定
坂本ダム管理事務
所長

H18.2.21 宿毛市

195 土木部 河川課 桐見ダム放流警報設備等による災害情報等の伝達に関する協定
中央西土木事務所
越知事務所長

H25.9.4 越知町

196 土木部 河川課 永瀬ダム放流警報設備等による災害情報等の伝達に関する協定
永瀬ダム管理事務
所長

H18.12.25 香美市

197 土木部 河川課 鏡ダム放流警報設備による災害情報等の伝達に関する協定
鏡ダム管理事務所
長

H19.8.1 高知市

198 土木部 河川課 洪水時における新御在所橋の通行制限に関する覚書
永瀬ダム管理事務
所長

H20.3.14 香美市

199 土木部 防災砂防課 高知県防災エキスパート制度に関する協定 土木部長 H8.10.15 （社）高知県建設技術公社

200 土木部 防災砂防課 高知県と気象庁が共同して行う土砂災害警戒情報に関する協定 高知県知事 H19.6.1 気象庁
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201 土木部 防災砂防課
土砂災害警戒情報等の実施に係る高知県と高知地方気象台間の
気象・砂防情報等の交換に関する協定

高知県知事 H19.6.1 高知地方気象台

202 土木部 防災砂防課
土砂災害警戒情報等の実施に係る高知県と高知地方気象台間の
気象・砂防情報等の交換に関する細目協定

防災砂防課長 H19.6.1 高知地方気象台防災管理官

203 土木部 道路課 大規模災害発生時における相互協力に関する協定 高知県知事 H24.5.11 西日本高速道路㈱

204 土木部 道路課
「大規模災害発生時における相互協力に関する協定」に関する細
目協定

土木部長 H24.5.11 西日本高速道路㈱四国支社

205 土木部 公園下水道課
土佐西南大規模公園における津波防災対応及び避難場所として
の利用に関する協定

幡多土木事務所長 H23.10.6 四万十市

207 土木部 公園下水道課
土佐西南大規模公園における津波防災対応に関する申し合わせ
（覚書）

幡多土木事務所長 H23.10.6 黒潮町

208 土木部 公園下水道課
災害時における高知県内の下水道終末処理場及びポンプ場の復
旧支援に関する協約

高知県知事 H25.7.23
日本下水道事業団　理事長
県内下水道管理者（１５市町村長）

209 土木部 公園下水道課
災害時における高知県内の下水道終末処理場及びポンプ場の復
旧支援に関する協定

高知県知事 H28.4.1
日本下水道事業団　理事長
県内下水道管理者（１６市町村長）

210 土木部 公園下水道課
大規模災害時における室戸警察署災害警備本部用施設としての
高知県立室戸広域公園使用に関する協定書

安芸土木事務所長 H25.10.21 室戸警察署長

211 土木部 公園下水道課 災害時における浄化槽の復旧支援活動に関する協定 高知県知事 H26.5.15
（社）高知県浄化槽協会
（財）高知県環境検査センター

212 土木部 公園下水道課
災害時における農業集落排水施設を管理する市町村の相互支援
及び復旧支援に関する協定

高知県知事 H26.5.26
高知県土地改良事業団体連合会
県内農業集落排水施設管理者
（１７市町村）

213 土木部 住宅課 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定 高知県知事 H7.7.26 （社）プレハブ建築協会

214 土木部 住宅課 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 高知県知事 H24.1.11
一般社団法人
全国木造建設事業協会

215 土木部 住宅課 大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定 高知県知事 H17.8.26 （社）高知県宅地建物取引業協会

216 土木部 住宅課 大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定 高知県知事 H17.9.29 （社）全日本不動産協会高知県本部

217 土木部 住宅課 災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 高知県知事 H24.3.30 公益社団法人全国賃貸住宅経営協会

218 土木部 住宅課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定 高知県知事 H23.12.8 高知市長　岡﨑　誠也

219 土木部 住宅課 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 高知県知事 H27.9.30 独立行政法人住宅金融支援機構

220 土木部 建築指導課 高知県被災建築物応急危険度判定士の召集に関する協定 高知県知事 H15.2.10 （社）高知県建築士会

221 土木部 建築課 大規模災害時における支援活動に関する協定 高知県知事 H22.2.25 （社）高知県設備協会

222 土木部 港湾・海岸課 大規模災害時の支援活動に関する協定
港湾空港局長・海洋
局長

H17.10.13 （社）日本埋立浚渫協会四国支部

223 土木部 港湾・海岸課 災害時の応急対策業務に関する協定
港湾空港局長・海洋
局長

H17.10.13
高知県港湾空港建設協会、
全日本漁港建設協会高知県支部

224 土木部 港湾・海岸課
異常時における港湾・海岸施設の点検及び災害復旧等に関する
覚書

港湾空港局長 H19.3.26
国土交通省四国地方整備局高知港湾
・空港整備事務所

225 土木部 港湾・海岸課 災害時における応急活動の協力に関する協定 高知県知事 H20.2.18 日本貨物鉄道（株）

226 土木部 港湾・海岸課 あしずり港移動式耐震係留施設に関する管理協定書 高知県知事 H15.12.15 土佐清水市

227 土木部 港湾・海岸課 災害時における船舶による輸送等に関する協定書 高知県知事 H24.10.10 日本内航海運組合総連合会会長

228 土木部 港湾・海岸課 災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定 高知県知事 H27.11.5
四国地方整備局次長
四国内港湾管理者
民間協力者

229 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H20.11.12 高知市

230 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H23.9.8 本山町

231 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H24.4.2 香美市

232 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H24.4.16 佐川町

233 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H25.3.27 田野町

234 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H25.6.10 須崎市

235 教育委員会 学校安全対策課 災害時における施設の管理・運営に関する確認書 教育長 H25.9.10 高知赤十字病院

236 教育委員会 学校安全対策課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 教育長 H23.12.5 高知市

237 教育委員会 学校安全対策課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 教育長 H24.1.12 南国市

238 教育委員会 学校安全対策課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 教育長 H25.3.25 高知市

239 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理及び運営に関する確認書 教育長 H26.6.19 香南市

240 教育委員会 学校安全対策課 避難場所の管理及び運営に関する確認書 教育長 H26.11.7 四万十市

241 教育委員会 学校安全対策課 避難所の管理・運営に関する確認書 教育長 H27.1.23 宿毛市

242 教育委員会 学校安全対策課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 教育長 H26.10.31 安芸市

243 教育委員会 特別支援教育課 災害時要援護者の避難生活支援に関する協定書 教育長 H24.1.27 高知市

244 教育委員会 特別支援教育課
災害時における広域福祉避難所（知的・発達障害児者）の設置運
営に関する協定書

教育長 H25.4.25 南国市、香南市、香美市、大豊町

245 教育委員会 特別支援教育課
災害時における広域福祉避難所（障害児者）の設置運営に関する
協定書

教育長 H26.12.3
土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、
越知町、日高村

246 教育委員会 特別支援教育課 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 教育長 H27.1.15 南国市、社会福祉法人土佐希望の家

247 教育委員会 文化財課 災害時における高知県立高知公園の使用に関する協定書 高知県知事 H25.12.5 株式会社テレビ高知

248 教育委員会 文化財課 災害時における高知県立高知公園の使用に関する協定書 高知県知事 H25.12.5 高知さんさんテレビ株式会社

249 教育委員会 文化財課 災害時における高知県立高知公園の使用に関する協定書 高知県知事 H25.12.5 日本放送協会高知放送局

250 教育委員会 文化財課 災害時における高知県立高知公園の使用に関する協定書 高知県知事 H25.12.5 株式会社高知放送

251 教育委員会 スポーツ健康教育課 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定書 高知県知事 H26.4.17 高知市

252 教育委員会 教育政策課 災害時における避難所としての施設の使用に関する協定書 教育長 H28.3.31 高知市

253
教育委員会
事務局

学校安全対策課
大規模災害時における避難所としての施設の使用に関する協定
書

教育長 H27.3.31 高知市

254
教育委員会
事務局

学校安全対策課 避難場所の管理及び運営に関する確認書 教育長 H27.8.4 四万十市

255
教育委員会
事務局

学校安全対策課 避難所及び避難場所の管理・運営に関する確認書 教育長 H28.5.25 須崎市
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256
教育委員会
事務局

学校安全対策課 避難所の管理・運営に関する確認書 教育長 H28.4.26 梼原町

257
教育委員会
事務局

学校安全対策課 避難所の管理・運営に関する確認書 教育長 H28.5.6 四万十町

258 教育委員会 生涯学習課 災害時における避難所等施設利用に関する協定書 教育長 H28.4.1 黒潮町

259
教育委員会
事務局

学校安全対策課 南海トラフ大地震発生時等における土地の使用に関する協定書 高知県知事 H29.4.24 四国電力株式会社

260 公営企業局 電気工水課 四国４県における工業用水道被災時の相互応援に関する協定
高知県公営
企業管理者

H22.2.24 四国４県公営企業管理者

261 公営企業局 電気工水課 災害時における工業用水道の応急対策業務等に関する協定
高知県公営
企業局長

H24.1.23 高知市管工事設備業協同組合

262 警察本部 災害対策課
須崎警察署災害警備本部用施設としての須崎第２地方合同庁舎
使用に関する協定

須崎警察署長 H17.2.9 須崎税務署

263 警察本部 災害対策課 災害発生時の道路障害物の排除活動に係る協力に関する覚書 警察本部長 H17.4.28 (社)日本自動車連盟四国本部高知支部

264 警察本部 災害対策課
大規模災害に際しての高知県警察と陸上自衛隊第１４旅団との相
互協力に関する協定

警察本部長 H18.3.27 陸上自衛隊第１４旅団

265 警察本部 災害対策課
大規模災害時等における高知警察署との郵便事業株式会社高知
支店使用承諾に関する協定

高知警察署長 H19.10.1 郵便事業株式会社高知支店

266 警察本部 災害対策課
大規模災害時等における香南警察署との土佐香美農業協同組合
使用承諾に関する協定

香南警察署長 H19.9.4 土佐香美農業協同組合

267 警察本部 災害対策課
大規模災害時等における高知南警察署との自由民権記念館使用
承諾に関する協定

高知南警察署長 H19.11.29 高知市教育委員会

268 警察本部 災害対策課
大規模災害時等における香美市と香美警察署との市庁舎使用承
諾に関する協定

香美警察署長 H23.6.15 香美市

269 警察本部 災害対策課
大規模災害時における室戸警察署災害警備本部用施設としての
滞在型健康施設ニューサンパレスむろと使用に関する協定

室戸警察署長 H23.10.21
滞在型健康施設ニューサンパレスむろと管理責任
者・内田脳神経外科

270 警察本部 災害対策課
津波等浸水被害が予想される場合における高知警察署の月決西
山西ビル駐車場使用承諾に関する協定

高知警察署長 H23.12.28
（株）西山合名
セコム高知（株）

271 警察本部 地域課 大規模災害発生時における航空機への給油に関する協定
警察本部
生活安全部
地域課長

H24.7.27 入交石油株式会社

272 警察本部 災害対策課
大規模災害時に伴う香南警察署と香南市における香南市消防本
部・消防署庁舎の使用に関する協定署

香南警察署長 H24.10.23 香南市長

273 警察本部 災害対策課 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書 安芸警察署長 H25.8.5 安芸市長

274 警察本部 鑑識課 死体の身元確認等における協力体制に関する協定 警察本部長 H25.8.7 （社)高知県歯科医師会

275 警察本部 地域課 大規模災害等発生時における警察支援活動に関する協定 警察本部長 H25.9.5 高知県警友連合会

276 警察本部 災害対策課
大規模災害時における室戸警察署災害警備本部用施設としての
高知県立室戸広域公園使用に関する協定書

室戸警察署長 H25.10.23 高知県土木部　安芸土木事務所

277 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における燃料及び活動拠点の提供に関する協
定

中村警察署長 H27.1.16 ㈱高知ニュードライバー学院

278 警察本部 災害対策課
大規模災害時における国立大学法人高知大学と高知県高知南警
察署との施設・敷地の貸与協力に関する協定

高知南警察署長 H27.2.6 高知大学

279 警察本部 災害対策課
大規模災害時における安芸警察署災害対策警備本部用施設とし
ての安芸総合庁舎の使用に関する協定

安芸警察署長 H27.3.10 高知県安芸福祉保健所

280 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における活動拠点及び燃料の提供、その他車
両による協力に関する協定

宿毛警察署長 H27.5.25 宿毛自動車学校

281 警察本部 災害対策課
南海トラフ巨大地震等大規模災害時におけるいの町役場と土佐警
察署との施設・敷地の貸与協力（災害警備本部設置）に関する協
定

土佐警察署長 H27.5.26
いの町
総務課

282 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における燃料及び活動拠点の提供に関する協
定

南国警察署長 H27.5.27
（株）東部自動車学校
（南国自動車学校）

283 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における燃料及び活動拠点の提供に関する協
定

高知東警察署長 H27.6.8
（株）ケーディエス
（高知県自動車学校）

284 警察本部 災害対策課 大規模災害発生時における活動拠点の提供に関する協定 須崎警察署長 H27.6.17
（有）オーシャンクルー
（須崎自動車学校）

285 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における燃料及び活動拠点の提供に関する協
定

香南警察署長 H27.6.19
（株）東部自動車学校
（東部自動車学校）

286 警察本部 災害対策課 大規模災害発生時における活動拠点の提供に関する協定 土佐警察署長 H27.6.23 （株）新土佐自動車学校

287 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における活動拠点及び燃料の提供、その他車
両による協力に関する協定

安芸警察署長 H27.6.25 （有）安芸自動車学校

288 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における燃料及び活動拠点の提供に関する協
定

土佐警察署長 H27.7.27 （株）高知ニュードライバー学院

289 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における燃料及び活動拠点の提供に関する協
定

高知警察署長 H27.8.18 （株）高知中央自動車学校

290 警察本部 災害対策課 大規模災害発生時における活動拠点の提供に関する協定 高知警察署長 H27.8.18 （株）高知自動車協会

291 警察本部 災害対策課 大規模災害時等における活動拠点の提供に関する協定 須崎警察署長 H28.1.7 土佐くろしお農業協同組合

292 警察本部 災害対策課 災害時における物資供給に関する協定 警察本部長 H28.2.10
NPO法人
コメリ災害対策センター

293 警察本部 災害対策課
大規模災害発生時における中村警察署清水警察署庁舎代替施
設に関する協定書

中村警察署長 H28.12.21 土佐清水市長
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Ø ここでは、高知県災害時医療救護計画で使用する言葉のうち専門用語を中心に解説す

るとともに、主要な使用箇所を示して索引としています。
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【あ】

アセスメント

得られた情報から物事を客観的に評価することであり、災害時においては、主に避難所

または医療機関等の被害状況、被災者の生活環境、医療ニーズ及び医療資源の調査等を行

うことに用いる。
避難所での医療救護 ⇒ p.6

⇒マニュアル 10（避難所の医療ニーズ調査）

【い】

域外搬送 ⇒【こ】広域医療搬送

域内搬送 ⇒【ち】地域医療搬送

遺体検案所

市町村が設置する、遺体を収容し検案するための場所。地震や津波に備えて場所をあら

かじめ想定しておく必要がある。なお、搬送については警察、自衛隊、消防機関その他の

機関が行うこととなる。
遺体の取扱い ⇒ p.41

医薬品

この計画では「県及び市町村等が実施する応急的な医療救護活動に使用する医薬品」を

指す。災害急性期に必要となる医薬品を県が医療機関に備蓄するなど、平時から医薬品の

確保・供給体制を整備するとともに、東日本大震災で明らかになったように避難が長期に

わたる場合は慢性疾患に対応する医薬品が必要。
医薬品等及び輸血血液の供給 ⇒ p.46

⇒マニュアル 14 （医薬品等及び輸血用血液の供給）

医薬品集積所（一次・二次）

県保健医療本部の要請により県外から輸送される医薬品や支援物資（医薬関係）を受け

入れ、仕分け及び管理を行う施設。県保健医療本部は一次医薬品集積所を、県保健医療支

部は二次医薬品集積所を設置し、高知県薬剤師会の協力を得て運営する。
医薬品集積所 ⇒p.47

⇒マニュアル 14（医薬品等及び輸血用血液の供給）

医療関連感染

病棟や外来に限らず、在宅ケアや介護老人保健施設など、医療を行うすべての場所での

感染に対する対策が重要であることから、「院内感染」に変わる呼称として用いるもの。
医療関連感染対策 ⇒p.44

医療救護活動

被災者に対する医療活動で、災害現場や医療救護のための病院、診療所等で実施される。

また、避難所での医療活動や巡回診療、医療活動に付随して必要な医薬品の供給輸送など

も医療救護活動の一環。
医療救護活動の流れ ⇒p.38

医療救護施設

災害時の医療救護活動を行う医療機関で、市町村が指定する「医療救護所」と「救護病

院」、県が指定する「災害拠点病院」をいう。このうち災害拠点病院は、県保健医療支部

管内を対象とするものと、全県を対象とする広域的な災害拠点病院がある。

市町村指定の医療救護施設の対応 ⇒p.7

県指定の医療救護施設の対応 ⇒p.15
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医療救護施設の役割 ⇒p.25

災害時の医療救護体制（図４）⇒p.31

⇒マニュアル 3（医療救護所）・4（救護病院）・5（災害拠点病院）

医療救護所

市町村が指定するもので、被災者を初めに受け入れる医療救護施設。避難所となる公民

館や学校、体育館などに設置される場合（この場合、医療スタッフは市町村があらかじめ

医師会等と協議し決定）と病院・診療所を指定する場合とがある。傷病者の収容（入院治

療等）は基本的には行わず、中等症者、重症者を応急処置のうえ後方病院に送ることとな

る。また、医療救護チームが派遣される場合がある。
医療救護施設等の開設 ⇒p.7

医療救護所の役割 ⇒p.26

⇒マニュアル 3（医療救護所）

医療救護チーム

この計画では災害医療を行うすべての医療チームをいう。ＤＭＡＴや日赤救護班、ＪＭ

ＡＴ、歯科医療救護班、薬剤師医療救護班、ＤＰＡＴ、その他の医療救護班、海外などか

らの医療ボランティアも含む。
医療救護チームの活動 ⇒p.33

医療救護班

この計画では、災害時に本県の要請等に基づいて医療救護活動を行う医療チームをいう。

ＤＭＡＴのほか日赤救護班（日本赤十字社）、ＪＭＡＴ（日本医師会）等のほか歯科医師

や薬剤師で編成するチームを含むが、医療ボランティアは含まない。
医療救護チームの活動 ⇒p.33

医療ボランティア

医療関係の特定非営利活動法人（ＮＰＯ）や、外国政府が派遣する医療チームなど。医

療救護班には含まないが、支援の申し出があった場合は、県保健医療本部及び災害医療コ

ーディネーターが活動先等を調整する。
医療ボランティア ⇒p.35

医薬品供給要請リスト

平時における医薬品の県内での使用量について順位付けをしてその上位に位置づけら

れる医薬品をリスト化しデータ化したもので、災害時に医薬品を要請するにあたっての参

考となるもの。定期的に更新することで県内の各医薬品の流通量等を反映したリストにな

る。

医薬品等及び輸血血液の供給 ⇒p.46

【え】

衛星携帯電話

衛星回線を利用した可搬型の電話で、県保健医療本部及び支部、すべての災害拠点病院、

高知市内の救護病院、その他一部の救護病院に配置されている。災害時には有効な通信手

段であるが、アンテナを障害物のない南向きに設置する必要があり、日頃から通信環境を

確認しておくことが必要。
情報伝達手段の確保 ⇒p.22

【お】

応急救助機関受援調整所

自衛隊、警察、海上保安庁など応急救助機関の活動調整を行うため、県災害対策本部に

設置される部署。災害発生時の緊急患者搬送、安全地域への避難搬送に必要な搬送手段の

確保や、地域医療搬送（域内搬送）を行うヘリコプターの機体の調整も担当する。
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地域医療搬送 ⇒p.40

お薬手帳

調剤薬局や医療機関で調剤された薬の名前や飲む量、アレルギー歴などの記録をつける

手帳。かかりつけ薬局のほか薬剤師会事務局等で入手ができる。平時からこの手帳の活用

及び避難時の携帯を普及させることが災害時の医療救護の上で大きな効果を発揮する。

避難所等での医療救護活動 ⇒p.42

⇒マニュアル 12（災害時医療カルテとお薬手帳）

【か】

仮設の診療所

地域の医療機関が被災し、継続的な医療提供ができない場合に、市町村が臨時的に設け

る診療所。避難所等にあわせて開設されることが想定される。地域の医師等が不足する場

合は医療救護チームが支援して立ち上げる。
仮設の診療所 ⇒p.42

【き】

基幹災害拠点病院

災害拠点病院のうち、二次医療圏ごとに指定するものが「地域災害拠点病院」であり、

それらのうち、要員の訓練・研修機能を有する医療機関が「基幹災害拠点病院」である（災

害時における医療体制の充実強化について（平成24年3月21日厚生労働省医政局長通知））。

基幹災害拠点病院には、本県では高知医療センターを指定している。
⇒p.16 表 2-2（災害拠点病院）

救護病院

市町村長が指定する医療救護施設。医療救護所から搬送される中等症、重症の患者や自

力で来院する傷病者の治療にあたるとともに、対応できない傷病者を災害拠点病院等の後

方病院に送る。
医療救護施設等の開設 ⇒p.7

救護病院の役割 ⇒p.27

協定締結団体

災害時の医療支援等について県と協定を締結している団体。平成 27 年 3 月現在、県医

師会、県看護協会、県柔道整復師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県医療機器販売業協会、

県衛生材料協会、県医薬品卸業協会、日本産業・医療ガス協会四国地域本部医療ガス部門

高知県支部、ＡＭＤＡ（締結順）の 10 団体がある。
関係機関の連携 ⇒p.2

災害時の医療救護体制（図４） ⇒p.31

局地災害

原則として重症患者が 10名以上発生または発生することが予測され、かつ、地域の通

常の救急医療体制では対応が困難な、風水害による土砂災害、ＣＢＲＮＥ災害、大規模事

故等。本計画では、南海トラフ地震の対策を準用することとしている。
局地災害編 ⇒p.55

緊急通行車両・規制除外車両確認標章、証明書

高速道路や幹線道路等で交通規制が実施された場合に、緊急通行が必要な車両であるこ
との標章と証明書。警察が発行する。傷病者の搬送や医療従事者の移送、医薬品、医療救
護用物資の輸送を行う関係機関は、この発行を受ける必要がある。

緊急通行車両及び規制除外車両の確保 ⇒p.23

【く】

クラッシュ症候群（挫滅症候群、クラッシュシンドローム）
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クラッシュ症候群は、倒壊した瓦礫等により身体の一部が長時間挟まれるなどして圧迫
され、その解放後に起こる様々な症候をいう。重症であることが見落とされる場合もあり、
致死率は比較的高い。

局地災害編・閉鎖空間での医療 ⇒p.59
⇒マニュアル 7（広域医療搬送）

【け】

軽症患者 ⇒【と】「トリアージ区分」を参照

県保健医療支部 ⇒【こ】高知県保健医療調整支部

県保健医療本部 ⇒【こ】高知県保健医療調整本部

県災害対策本部 ⇒【こ】高知県災害対策本部／高知県災害対策支部

【こ】

広域医療搬送

南海トラフ地震等の広域災害時には、重傷を含む多数の負傷者が発生する他、医療施設

及び医療従事者の被災により、県内の医療救護施設のみでは十分な医療を確保できないこ

とが予想されるので、重傷者の救命と被災地域内医療の負担軽減を図るために、被災地域

外（他の都道府県）から派遣された災害派遣医療チーム（DMAT）や自衛隊等の協力を得て、

重傷患者を被災地域外の災害拠点病院等へ航空搬送し救命する、これら一連の活動を広域

医療搬送という。なお、広域医療搬送を行う拠点を「航空搬送拠点」という。
広域医療搬送 ⇒p.40

⇒マニュアル 7（広域医療搬送）

広域医療搬送カルテ

広域医療搬送適用患者と判断された患者について使用されるカルテであり、広域医療搬

送を行ううえで必要な事項を記載するもの。このカルテの記入内容を確認すれば、その患

者の症状が緊急度Ａ（８時間以内に搬送する必要のある患者）なのか緊急度Ｂ（２４時間

以内に搬送する必要のある患者）なのか分かるようになっている。
⇒マニュアル 7（広域医療搬送）

航空搬送拠点

広域医療搬送を実施するため、適用となる患者を被災地域内の各災害拠点病院等から参

集させるための中継拠点。拠点には航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）が設置され、広

域医療搬送に備えて患者の安定化処置等が実施される。また、他県から本県の支援に入る

ＤＭＡＴ等の目標拠点ともなる。
広域医療搬送 ⇒p.40

⇒マニュアル 7（広域医療搬送）

広域的な災害拠点病院

高知県が指定している災害拠点病院のうち、県内全域の医療救護施設等からの傷病者の

受け入れや医療機関の支援を行う３病院（高知医療センター、高知赤十字病院、高知大学

医学部附属病院）をいう。
⇒p.16 表 2-2（災害拠点病院）

⇒マニュアル 5（災害拠点病院）

航空搬送拠点臨時医療施設 ⇒【Ｓ】 ＳＣＵ

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局

平時にはＤＭＡＴの養成や運用方法等の検討を行いながらＤＭＡＴの体制整備を行い、

また、災害時においては、全国レベルでのＤＭＡＴ活動の総合調整を行う。また、被災地

域内で活動するＤＭＡＴの運用について県保健医療本部と連携するほか、必要に応じて、

ＤＭＡＴ高知県調整本部ほか県内のＤＭＡＴ本部に支援に入る。
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医療救護チームの活動 ⇒p.33

⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

こうち医療ネット（高知県救急医療・広域災害情報システム）

県内の医療機関、薬局、消防機関及び行政機関をインターネットで結び、各機関からの
情報発信や閲覧により情報共有が可能となるシステムである。

情報の収集と伝達 ⇒p.22

⇒マニュアル 8（こうち医療ネットの掲示板機能）

高知ＤＭＡＴ

国の主催する日本ＤＭＡＴ研修を修了したチーム及び高知県の主催する高知ＤＭＡＴ

研修を修了したチームをいう。日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームは全国レベルでの医療

救護活動を前提とし、高知ＤＭＡＴ研修を修了したチームは高知県内での医療救護活動を

前提としている。
ＤＭＡＴ指定医療機関 ⇒p.29

⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

高知空港緊急計画

高知龍馬空港または空港周辺において航空機事故等の緊急事態が発生した場合に、消火

救難・医療救護活動を円滑かつ迅速に実施し被害の軽減を図り、また、空港周辺以外の場

所での航空機事故にも関係機関と緊密な連携をもって対応していくため、国土交通省大阪

航空局高知空港事務所が策定した計画。
局地災害編・災害発生時の初動対応 ⇒p.56

後方搬送

トリアージした傷病者を、被災地域の医療救護所から救護病院へ、または救護病院から

災害拠点病院等へと搬送すること。

局地災害編・後方搬送 ⇒p.60

心のケア

「心のケア」とは、もともと精神を患っている者、震災のストレス等により新たに生じ

た精神に問題を抱える者、そして被災地域内で活動している医療従事者等の精神的なケア

として用いるもの。
避難所での活動 ⇒p.42

（高知県）

高知県保健医療調整支部（県保健医療支部）

高知県内５か所の県福祉保健所及び高知市保健所に設置され、管内の市町村が行う保健

医療活動の総合調整を行う。本計画では、県保健医療支部の特に医療救護活動について定

める。県保健医療本部の指揮のもとで他の支部と連携して活動する。
県の役割と初動体制 ⇒p.12

高知県保健医療調整本部（県保健医療本部）

高知県庁３階に設置され、高知県災害対策本部のもとで、県内全域の保健医療活動の総

合調整を行う。本計画では、県保健医療本部の特に医療救護活動について定める。各保健

医療支部を通じて情報収集及び支援を実施するほか、県内の医療資源では対応が困難な場

合には、県外の関係機関との連絡窓口となり、各種支援の受入調整を行う。
県の役割と初動体制 ⇒p.10

高知県災害医療対策会議・地域会議

時においては、災害医療に関する課題の協議や新たな対策の検討など、本県災害医療対

策の基本方針を決定する機関。災害時においては、医療救護活動の進捗状況等を踏まえて
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必要に応じて招集され、関係機関・団体間の情報の共有や、爾後の医療救護の在り方等を

検討・決定する機関。
県の役割と初動体制 ⇒p.11、p.14

高知県災害対策本部／高知県災害対策支部

高知県が、災害が発生または発生することが予測される場合に設置する災害対策全般を統

括する本部。本部は、知事を本部長として県庁３階の防災作戦室に置き、支部は高知を除く

安芸、中央東、中央西、須崎、幡多の各土木事務所に置く。消防機関、海上保安庁、警察及

び自衛隊等と連携しながら県内における救援・救護活動の総合調整を行う。

災害時の医療救護体制（図４） ⇒p.31

高知県南海地震時保健活動ガイドライン

県及び市町村の保健師等が、南海トラフ地震時の災害に伴う住民の健康被害の発生を最

小限に抑えるために効果的な保健活動を展開できることを目的に作成されたもの。別に、

南海トラフ地震以外の自然災害時の活動をまとめた「高知県自然災害時保健活動ガイドラ

イン」も作成されている。
計画の不断の見直し ⇒p.3

高知県赤十字血液センター

日本赤十字社高知県支部が管轄する施設で、献血事業の推進、献血者からの採血の実施

及び輸血用血液製剤の供給を行っている。
輸血用血液 ⇒p.49

高知県地域防災計画

災害対策基本法第 40条に基づき、知事が高知県防災会議に諮り、防災のために必要な

予防、応急対策及び復旧について定めた計画である。災害の種類ごとに、一般対策編、震

災対策編、火災及び事故災害対策編で構成している。
計画の不断の見直し ⇒p.3

高知県南海トラフ地震応急対策活動要領

南海トラフ地震発生時に災害対策本部等で行う業務や、各所属で行う応急対策業務のあ

り方、被災下の参集方法など職員が取るべき行動について明らかにしたもの。平成 25年

６月に策定。平成 30年３月に改定。
計画の不断の見直し ⇒p.3

高知ＤＭＡＴ運用計画

高知県内外で災害等が発生した場合に、厚生労働省あるいは高知県が行う専門的な研修

を受けた災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣する際の編成及び運営に関して必要な事

項を定めたもの。
計画の不断の見直し ⇒p.3

⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

【さ】

災害医療コーディネーター

災害医療、地域医療に知識と経験を有する医師の内から知事が委嘱する。被災地域内の

医療ニーズを集約し、各地域が必要としている医療救護に対して、県内外からの人的・物

的医療支援効果的に投入・配置するための総合調整を行う。
災害医療コーディネーター ⇒p.16

⇒マニュアル 15（災害医療コーディネーター）

災害急性期

災害発生直後からの傷病者の多数発生、情報網の混乱、医療資源の決定的な不足などの

状況から、それが、医療救護活動や復旧作業、支援活動により一定落ち着くまでの期間を

指す。
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医薬品等及び輸血用血液の供給 ⇒p.46

災害拠点病院

災害発生時において、当該病院が所在する医療支部管内の医療救護活動の拠点となる病

院。災害医療を行う医療救護病院等を支援する役割も果たす。また、災害拠点病院には、

「地域災害拠点病院」と「基幹災害拠点病院」がある。
災害拠点病院の役割 ⇒p.28

⇒マニュアル 5（災害拠点病院）

災害診療記録

避難所等で診療する際に使用するカルテのことで、患者本人に携行させることで診療履

歴を患者本人が管理することができる。また、避難所を訪れるチームが変わったりしても、

患者本人が別の避難所等に移動しても、携行している災害時医療カルテで診療履歴を把握

することができる。
避難所等での医療救護活動 ⇒p.42

⇒マニュアル 12（災害時診療記録とお薬手帳）

災害時周産期リエゾン

災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、周産期医療ニーズの情報を集約し、

妊産婦・新生児の県内外の医療機関への分娩等についての受入れ調整等を行う。

災害時周産期リエゾン ⇒p.19

⇒マニュアル 20（災害時周産期リエゾン）

災害看護コーディネーター

高知県看護協会の災害時対応と連動し、災害医療コーディネーターの総合的な指示のも

と、災害支援ナース・地域災害支援ナースの派遣調整を行う。
災害看護コーディネーター ⇒p.19

⇒マニュアル 19（災害看護コーディネーター）

災害透析コーディネーター

高知県透析医会の災害時対応と連動し、透析医療継続のための指示を行える医師を知事

が委嘱する。災害医療コーディネーターの総合的な調整のもと、透析施設と患者情報の分

析を行い、県内外での透析受け入れに向けた調整を行う。
災害透析コーディネーター ⇒p.18

⇒マニュアル 17（災害透析コーディネーター）

災害薬事コーディネーター

高知県薬剤師会等が推薦し知事が委嘱する薬剤師で、県保健医療本部及び県保健医療支

部において災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、医薬品等の供給及び薬剤師

の派遣についての調整を行う。
災害薬事コーディネーター ⇒p.17

⇒マニュアル 16（災害薬事コーディネーター）

【し】

歯科医療救護班

高知県の要請に応じて高知県歯科医師会が派遣する医療救護チームで、歯科治療を主な

目的とする。また、歯科医療救護班の医療救護活動の調整については災害歯科コーディネ

ーターが災害医療コーディネーターと連携しながら行う。
医療救護チームの活動 ⇒p.33
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死体取扱規則

警察官が死体を発見し、または死体がある旨の届出を受けた場合における死因の調査、

身元の照会、遺族への引渡、市区町村長への報告等その死体の行政上の取扱方法及び手続

その他必要な事項を定める国家公安委員会の規則。
遺体の取扱い ⇒p.41

市町村災害対策本部

各市町村が、災害が発生または発生が予測される場合に設置する本部。本部は市町村長

を本部長として、各市町村内の事前に予定している場所に設置され、管内の消防、警察等

の関係機関との連携や県の支援を受けながら、市町村内の救援・救護活動を実施する。
市町村の役割と初動体制 ⇒p.6

事業継続計画（ＢＣＰ）

Business Continuity Plan の略。いざというときであっても止めてはならない、早期に復旧

すべき業務を早期に復旧するまたは必要なレベルで継続するために事前に策定しておく実行

計画。

ＢＣＰを策定することにより、大災害の発生時であっても、病院としての機能を維持し、患

者や地域住民から求められる役割を適切に果たすことができる。災害等の不測の事態において

も組織の機能を維持・継続するための有効な方法論として、企業だけでなく、医療機関や行政

組織などにおいてもＢＣＰが浸透しつつある。

企業のＢＣＰと比較すると、医療機関のＢＣＰの特徴は、災害に伴う負傷者への対応が必要

となり、求められる業務量は平時より増加する点にあり、医療機関においては一般的に企業以

上に事前の対策が重要となる。

被害軽減のために ⇒p.53

重症患者 ⇒【と】「トリアージ区分」を参照

重点継続要医療者／高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル

重点継続要医療者を継続した医療ケアの中断が生命の維持に関わる難病等の慢性疾患

患者とし、発災後も医療ケアを継続できるよう、患者及び家族の支援にあたる関係機関等

の役割を記載したマニュアル。
計画の不断の見直し ⇒p.3

重点継続要医療者⇒p.43

【ち】

地域医療搬送（域内搬送）

傷病者を県外の医療機関へ搬送するため、災害拠点病院から、一時参集場所である航空

搬送拠点（安芸市総合運動場、高知大学医学部、宿毛市総合運動公園）まで救急車やヘリ

コプターを利用して搬送すること。搬送患者は、災害拠点病院の報告をもとに、県保健医

療本部が決定する。
地域医療搬送⇒p.40

中等症患者 ⇒【と】「トリアージ区分」を参照

【つ】

津波浸水被害

地震などの原因により発生した大規模な海の動きによってできる高波を津波といい、余

震、反射、屈折等により第１波が必ずしも一番高いとは限らない。また、津波そのものに
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よる被害のほか、津波や地盤沈下により浸入した海水が長期にわたり引かないなどの被害

も想定される。
関係機関の連携 ⇒p.2

【と】

統括ＤＭＡＴ

厚生労働省が実施する統括ＤＭＡＴ研修を修了し、厚生労働省に登録されたＤＭＡＴ隊

員（医師）で、平時にはＤＭＡＴに関する研修・訓練及び都道府県の災害医療体制に関す

る助言を行い、災害時においては、各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する資格を有する

者。
ＤＭＡＴ高知県調整本部の設置 ⇒p.12

⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

東南海・南海地震応急対策活動要領に基づく具体的な活動内容に係る計画

政府の中央防災会議で、平成 19 年 3 月に決定された、東南海・南海地震が発生した場

合の広域的な「救助活動・消火活動」「医療活動」「物資調達」「輸送活動」に関する計

画。被害想定等をもとに、広域医療搬送に係る拠点となる場所や投入機材数、ＤＭＡＴ数

などを規定している。
計画の不断の見直し ⇒p.3

ドクターヘリ

救急医療用の医療機器等を装備し、救急医療の専門医及び看護師またはＤＭＡＴ等が同

乗し救急及び災害現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命

医療を行うことができる救急医療専用ヘリコプター。
ヘリコプターによる搬送 ⇒p.40

トリアージ／トリアージタッグ

トリアージは、災害時に多くの患者が発生したとき、その中から早期に治療を要する重

症患者を発見し、早期に適切な治療を行うことで、より多くの人命を救うために実施する

判定で、トリアージタッグを用いて行う。

医療救護所や救護病院などの受入時点では多くの患者に対応できる、START 方式を実施

する。収容先で二次的なトリアージを行う場合は、生理学的かつ解剖学的評価を行う PAT

法など適宜必要な方法で実施する。
医療救護施設などでの活動 ⇒p.38

⇒マニュアル 11（トリアージ）

トリアージ区分

医療救護所等で実施する傷病者のトリアージにより区分される患者の重症度。治療を効

果的・効率的に実施し、より多くの傷病者の生命を救うため、次の４つに区分される。

①最優先治療群（≒重症群）：生命を救うため、直ちに処置を必要とするもの。本計画

で言う重症患者に相当。

②待機的治療群（≒中等症群）：多少治療の時間が遅れても、生命に危険がないが、入

院を要する程度の傷病者。本計画で言う中等症患者に相当。

③ 保留群（≒軽症群）：外来処置が可能で、殆ど専門医の治療を必要としないもの。

本計画で言う軽症患者に相当。

④ 死亡群
⇒マニュアル 11（トリアージ）
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【に】

日赤救護班

日本赤十字社の医師、看護師、薬剤師、調整員で構成する医療救護班。県と日本赤十字

社高知県支部との間での災害救助法による救助業務の委託に関する協定に基づいて編成、

派遣される。
日赤救護班⇒p.35

日本ＤＭＡＴ

厚生労働省が実施する日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームで、医師、看護師、業務調整

員（医師、看護師以外の医療職及び事務職員）で構成されており、大規模災害や多数の傷

病者が発生した事故などの急性期に活動できる機動性を持ち、専門的な訓練を受けた医療

チーム。本県の病院に所属するものは「高知ＤＭＡＴ」という。
⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

【は】

バイタルサイン

医療における生体情報とくに生命兆候を意味し、一般的には脈拍、心拍数、呼吸数、血

圧及び体温等を指すことが多い。
⇒マニュアル 11（トリアージ）

【ひ】

避難所

災害時に生活基盤を喪失した方や帰宅が困難となった住民が一時的に生活する場所が

避難所であり、原則として市町村が設置・運営する。また、県が策定している「大規模災

害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き」は、避難所の運営に関して、事前に準備

しておくことや、南海トラフ地震の発生後の時間の経過ごとの運営手順をまとめた手引書。
避難所等での医療救護活動 ⇒p.42

⇒マニュアル 10（避難所の医療ニーズ調査）

避難所アセスメントシート

避難所のライフラインの状況、生活環境及び衛生状態、アクセス方法及び各種の医療ニ

ーズを評価して記載するためのシート。本計画では、避難所調査は市町村が行うが、被災

等によりできない場合等は、県保健医療支部に依頼をするよう記載。

避難所での医療救護 ⇒p.6

避難所での活動 ⇒p.35

⇒マニュアル 10（避難所の医療ニーズ調査）

避難所での医療救護活動

避難所での医療の提供は、原則として避難所の設置・運営の主体である市町村が県の支

援等を受けて実施するものであり、避難・復旧活動等による外傷、慢性疾患及び感染症等

への対応が主となる。また、保健衛生活動と連携した避難者の健康維持も重要となる。
避難所での医療救護 ⇒p.6

避難所での活動 ⇒p.35

⇒マニュアル 10（避難所の医療ニーズ調査）

避難所の医療ニーズ調査

必要な医療資源を早期に投入するために、事前に市町村が設置を予定している避難所や

住民が予定外の場所に避難せざるを得ない状況で自然とできる避難所などの医療ニーズ

を可及的速やかに調査すること。
避難所での活動 ⇒p.35

⇒マニュアル 10（避難所の医療ニーズ調査）
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【ふ】

福祉避難所／福祉避難所設置・運営に係るガイドライン

災害時に、介護の必要な高齢者や障害者を一時受け入れて必要なケアを行う市町村が指

定する施設を「福祉避難所」といい、その設置のための事前対策や、災害発生後の運営の

指針がガイドラインである。市町村が独自のガイドラインやマニュアルを作成するための

参考書ともなる。
計画の不断の見直し ⇒p.3

防災行政無線

災害時における通信を確保するために、県庁や各市町村役場、県出先機関及び災害拠点

病院等に整備された専用の無線通信システムで、公衆通信網の途絶や、停電の場合にも使

用可能なように整備されている。音声通話のほかファックス回線としても使用する。
情報伝達手段の確保 ⇒p.22

保険診療

国民健康保険や社会保険等の健康保険などの公的医療保険制度が適用される診療を受

けること。災害救助法に基づく医療救護の費用は被災県が負担するが、医療救護は災害に

よって失われた医療機能を一時的に代替するものであるため、被災地域の医療機能が回復

し次第、通常の保険診療の体制に復することが、復旧復興のために必要である。
避難所等での医療救護活動 ⇒p.42

【や】

薬剤師医療救護班

県の協力要請を受けて高知県薬剤師会が薬剤師等を編成して派遣する医療救護班。主な

業務として、医療機関の支援や医薬品の仕分け・管理・供給、傷病者や避難者への服薬指

導及び調剤、そして衛生指導などがある。
県内の医療支援 ⇒p.33

薬剤師の確保 ⇒p.50

薬剤師の派遣

災害急性期における医療救護活動に必要な薬剤師が不足した場合または災害急性期以

降に医薬品集積所等で活動する薬剤師の確保が必要と考えられる場合、県保健医療本部は、

高知県薬剤師会に薬剤師医療救護班の派遣を要請する。

薬剤師の確保 ⇒p.50

⇒マニュアル 14（医薬品等及び輸血用血液の供給）

【ゆ】

輸血用血液

輸血を伴う医療に使用する赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤。輸血用血液などに不足

を生じ通常のルートでは入手が困難な場合は、医療救護施設は、あらかじめ決められた手

順に従い市町村災害対策本部、県保健医療支部または県保健医療本部を通じて高知県赤十

字血液センターに供給を要請する。

輸血用血液 ⇒p.49

⇒マニュアル 14（医薬品等及び輸血用血液の供給）

【ら】

ライフライン

この計画では、医療機能を維持するため、また、避難所等において生活していくうえで

欠かせない電気、水道、ガス、道路及び通信手段等のインフラの総称として用いる。

目的 ⇒p.2
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【ろ】

ロジスティクス

ＤＭＡＴの活動に関わる通信、移動手段、医薬品、生活手段等の確保、活動に必要な連

絡、調整、情報収集等。ＤＭＡＴの一員としてのロジスティック担当者（調整員）及びＤ

ＭＡＴロジスティックチームがロジスティクスを担う。
医療救護チーム ⇒p.33

⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

【Ａ】

ＡＭＤＡ（アムダ）

The Association of Medical Doctors of Asia（設立時の名称：アジア医師連絡協議会）

の略。相互扶助の精神に基づき、災害や紛争発生時、医療・保健衛生分野を中心に緊急人

道支援活動を展開する特定非営利活動法人（ＮＰＯ）。世界 30ヵ国にある支部のネット

ワークを活かし、多国籍医師団を結成して東日本大震災でも活動した。平成 26年 12 月に

本県と協定を締結。
県外からの医療支援 ⇒p.33

【Ｃ】

ＣＢＲＮＥ（シーバーン）

化学 (chemical)・生物 (biological)・放射性物質 (radiological)・核 (nuclear)・

爆発物 (explosive) によって発生した災害。また、核による災害、生物災害、化学災害

をＮＢＣ災害ともいう場合もある。
局地災害編・CBRNE 災害に対する留意点 ⇒p.60

【Ｄ】

ＤＭＡＴ（ディーマット）

Disaster Medical Assistance Team の略。災害派遣医療チーム。災害時に被災地域へ迅

速に駆けつけ、救急治療を行う専門トレーニングを受けた医療チーム。医師１名、看護師

２名、業務調整員（ロジ）１名を基本として構成される。また、本県の病院に所属するＤ

ＭＡＴを「高知ＤＭＡＴ」と言う。
医療救護チーム ⇒p.34

⇒マニュアル 6（ＤＭＡＴ）

＜ＤＭＡＴに関する組織等＞

ＤＭＡＴ事務局（日本ＤＭＡＴ事務局）

厚生労働省の機関であり、災害時には同省地域医療計画課とともに、ＤＭＡＴの

登録、政府内部の調整、各ＤＭＡＴへの情報提供、搬送手段（自衛隊等）の確保に

関する調整及び情報提供、被災地域外の患者受入機関の確保、物資の調達と輸送手

段の確保、事務局員等の各本部への派遣、ＤＭＡＴロジスティックチーム隊員の派

遣に関する調整、活動終了または２次隊派遣の必要性と判断を行う。

ＤＭＡＴ高知県調整本部

県保健医療本部の指揮の下で、県内で活動するすべてのＤＭＡＴを指揮・調整す

るために、県が県保健医療本部内に設置するＤＭＡＴ本部であり、当該本部の責任

者は統括ＤＭＡＴ登録者が就く。

ＤＭＡＴ活動拠点本部

ＤＭＡＴ高知県調整本部が必要に応じて災害拠点病院に設置するＤＭＡＴ本部

で、ＤＭＡＴの病院支援活動や現場活動の直接の拠点となる。先着したＤＭＡＴが

当面の責任者となり、統括ＤＭＡＴ登録者が到着後には権限を委譲する。
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ＤＭＡＴ域外拠点本部

被災地域外の都道府県が必要に応じて、被災地域外の航空搬送拠点やＤＭＡＴ参

集拠点等に設置するＤＭＡＴ本部。設置した都道府県の指揮下に置かれる。参集し

てきたＤＭＡＴの被災地域への進入拠点、そして、被災地域内の航空搬送拠点から

の傷病者の受入拠点となる。

ＤＭＡＴロジスティックチーム

厚生労働省が行うＤＭＡＴロジスティックチーム隊員養成研修を修了し、登録さ

れた者からなるチーム。主として病院支援や情報収集にあたるほか、ＤＭＡＴ本部

（高知県調整本部、活動拠点本部、ＳＣＵ本部）の支援を行う。

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部

高知県が航空搬送拠点内のＳＣＵ内に設置するＤＭＡＴ本部であり、ＤＭＡＴ高

知県調整本部の指揮の下で、ＤＭＡＴ活動拠点本部と連携しながらＳＣＵに参集し

たＤＭＡＴの指揮・調整を行う。先着したＤＭＡＴが当面の責任者となり、統括Ｄ

ＭＡＴ登録者が到着後には権限を委譲する。

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所

ＤＭＡＴ活動拠点本部またはＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部の業務の一部を行うために、

必要に応じて航空搬送を行う航空搬送拠点に設置するもの。

ＤＭＡＴ病院支援指揮所

ＤＭＡＴ活動拠点本部が、必要に応じて、ＤＭＡＴが活動している病院に設置す

る指揮所であり、ＤＭＡＴ活動拠点本部の指揮の下で当該病院の病院支援の調整を

行う。

ＤＭＡＴ現場活動指揮所

ＤＭＡＴ活動拠点本部が、必要に応じて、ＤＭＡＴが活動する災害現場等に設置

する指揮所であり、ＤＭＡＴ活動拠点本部の指揮の下で当該現場での活動の調整を

行う。

ＤＭＡＴ指定医療機関

高知ＤＭＡＴを有し災害発生時にそれを出動させる意思のある病院で、県が指定

しＤＭＡＴの派遣協定を締結している。知事が高知ＤＭＡＴの出動が必要と認めた

ときは、指定医療機関の長に対して高知ＤＭＡＴの出動を要請する。

ＤＰＡＴ（ディーパット）

Disaster Psychiatric Assistance Team の略。災害派遣精神医療チーム。災害時に被災

地域で精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行う専門的な研修・訓練を受けた精神医

療チーム。精神科医師１名、看護師１名、業務調整員（ロジスティクス）１名を基本とし

て構成される。
医療救護チーム ⇒p.35

＜ＤＰＡＴに関する組織等＞

ＤＰＡＴ事務局（厚生労働省委託事業）

災害時に、厚生労働省の指示の下に、全国のＤＰＡＴに対して出動可否等を含む

情報収集を行い、ＤＰＡＴを統括するための技術支援や連絡調整に係る支援を行う。

ＤＰＡＴ高知県調整本部

県内で活動するすべてのＤＰＡＴを指揮・調整するために、県が設置するＤＰＡ

Ｔ本部であり、当該本部の責任者はＤＰＡＴ統括者が就く。
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ＤＰＡＴ統括者

ＤＰＡＴ事務局が実施するＤＰＡＴ研修を修了し、ＤＰＡＴ事務局に登録された

精神科医師で、災害時には、ＤＰＡＴ高知県調整本部の責任者として活動する資格

を有する者。

ＤＰＡＴ活動拠点本部

ＤＰＡＴ高知県調整本部が必要に応じて県保健医療支部に設置するＤＰＡＴ地

域本部で、県保健医療支部の指示の下、ＤＰＡＴの病院支援や避難所等における現

場活動の拠点となり、当該本部の責任者は本部要員のＤＰＡＴが就く。

【Ｅ】

ＥＭＩＳ（イーミス）

Emergency Medical Information System の略。国の広域災害救急医療情報システム

のことで、災害発生時に、被災した都道府県を超えて各医療機関の被災状況や患者受け入

れ状況などの災害医療に関わる情報を共有し、また、ＤＭＡＴを管理・運用するためのシ

ステム。
⇒マニュアル 9（ＥＭＩＳ）

【Ｊ】

ＪＭＡＴ（ジェイマット）

Japan Medical Association Team の略。日本医師会が編成して派遣する災害医療チーム

で、医師１人、看護職員２人、事務職員１人の計４人（一例）で編成され、１チームあた

りの活動期間は３日から１週間程度を原則としている。また、東日本大震災における医療

支援活動でも重要な役割を果たした。
県外からの医療支援 ⇒p.33

【Ｍ】

ＭＡＴＴＳ（マッツ）

Medical Air Transport Tracking System の略。ＥＭＩＳのメニューのひとつである広

域医療搬送患者管理システムのことであり、被災地内から搬送される広域医療搬送対象患

者の情報を管理するシステム。最終的にどの病院に運ばれたかも追跡可能である。各機関

及びＤＭＡＴの活動拠点から閲覧可能となっている。
⇒マニュアル 9（ＥＭＩＳ）

【Ｐ】

ＰＡＴ法(パットほう)

Physiological and Anatomical Triage の略。医療機関が治療に際して二次的なトリア

ージを行う場合に、START 方式で区分された重症患者等を、さらに生理学的かつ解剖学的

評価による詳細な状態観察でトリアージする手法の一つ。
トリアージについて ⇒p.39

⇒マニュアル 11（トリアージ）

【Ｓ】

ＳＣＵ（エスシーユー）

Staging Care Unit の略。航空搬送拠点臨時医療施設。航空搬送拠点内に臨時に設置す

る医療施設。災害拠点病院等から重症患者等を受け入れ、航空機で県外に搬送するまでの

間の安定化処置を行う。ＳＣＵの運営は、県がＤＭＡＴと協力を得て設置する「高知県Ｓ

ＣＵ本部」と「ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部及びＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所」が協力して行う。
広域医療搬送 ⇒p.40

⇒マニュアル 7（広域医療搬送）
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ＳＣＵ管理協力病院

航空搬送拠点内に県が SCU を設置する際に、ＳＣＵ資機材の用意や設置・運営に協力す

る病院を指す。また、平時においては、ＳＣＵ資機材の管理も行う。
広域医療搬送 ⇒p.40

⇒マニュアル 7（広域医療搬送）

ＳＴＡＲＴ(Simple Triage and Rapid Treatment)方式

トリアージの方法の一つで、救助者に対し傷病者の数が特に多い場合に対し、判定基準

を出来るだけ客観的かつ簡素にした判定方法である。あくまでも重症、中等症、軽傷、死

亡または救命の見込みなしのいずれかへ区分するものであり、詳細な状態観察とトリアー

ジが搬送先で継続されることを前提としている。
トリアージについて ⇒p.39

⇒マニュアル 11（トリアージ）
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