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該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

P.3

第１ 総則

５ 計画の不断の見直し

（２）上記の改定に当たっては、高知県災害医療対策会議に「災害時医療救護計画見直し検討部会」を設

置し、具体的な検討を行いました。また、特に発災後１カ月程度の応急期における活動のあり方につ

いては、別途県において設置した有識者会議である「南海トラフ地震における応急期対策のあり方に

関する懇談会」の意見も参考にしました。

～省略～

（４）令和４年６月の改定においては、災害時に支援に入る県外の医療救護チームを対象に受付から派遣

先の決定、帰還までをまとめた受援マニュアルの追加や、南海トラフ地震臨時情報発表時の保健医療

調整本部、保健医療調整支部の体制や対応の追加などの改定を行いました。

（５）県においては、情報通信が途絶し、県内各地域の被災状況が分からないことが見込まれる中で、で

きるだけ早期に市町村の医療救護活動を支援する必要があります。

（６）このため、県は市町村、関係機関との通信手段を確保するとともに、連携した医療救護に関する実

動訓練や机上訓練等を継続的に実施し、計画の実効性を追求します。

（７）各地域では、本計画に基づき、市町村や関係機関が連携して、地域ごとの医療救護プラン（行動計

画）を策定するとともに、訓練による検証等を通じて常に計画のバージョンアップを行います。

（８）本計画は、今後も、国の災害医療に関する計画の見直し、公衆衛生や保健活動、避難所等の運営な

どの災害時に関する他の計画等に見直しがあった場合、また、（７）の行動計画を踏まえて必要な改定

を行います。

第１ 総則

５ 計画の不断の見直し

（２）上記の改定に当たっては、高知県災害医療対策本部会議に「災害時医療救護計画見直し検討部会」を

設置し、具体的な検討を行いました。また、特に発災後１カ月程度の応急期における活動のあり方につ

いては、別途県において設置した有識者会議である「南海トラフ地震における応急期対策のあり方に関

する懇談会」の意見も参考にしました。

～省略～

追加

（４）県においては、情報通信が途絶し、県内各地域の被災状況が分からないことが見込まれる中で、でき

るだけ早期に市町村の医療救護活動を支援する必要があります。

（５）このため、県は市町村、関係機関との通信手段を確保するとともに、連携した医療救護に関する実動

訓練や机上訓練等を継続的に実施し、計画の実効性を追求します。

（６）各地域では、本計画に基づき、市町村や関係機関が連携して、地域ごとの医療救護プラン（行動計画）

を策定するとともに、訓練による検証等を通じて常に計画のバージョンアップを行います。

（７）本計画は、今後も、国の災害医療に関する計画の見直し、公衆衛生や保健活動、避難所等の運営など

の災害時に関する他の計画等に見直しがあった場合、また、（６）の行動計画を踏まえて必要な改定を行

います。
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P.4

６ 南海トラフ地震対策に関する他の計画等との関係

本計画に関連する、国・県等が定めた南海トラフ地震対策に関する計画等は次のとおりです。

災害対応全般 『高知県地域防災計画』＊１

県職員の応急活動 『高知県南海トラフ地震応急対策活動要領』＊２

保健医療活動全般 『災害時の保健医療活動における組織体制計画』＊３

ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム) 『高知ＤＭＡＴ運用計画』＊３

広域医療搬送 『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』＊４

保健活動 『高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン
（Ver.3）』＊３

『高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援ガイ

ドライン（Ver.1）』＊３

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』（平成 27 年度）＊５

避難所 『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』＊６

福祉避難所 『福祉避難所設置・運営に係るガイドライン』＊７

ＤＰＡＴ(災害派遣精神医療チーム)『高知県災害時の心のケアマニュアル 第３版』＊８

検案 『死体取扱規則』＊９

歯科保健医療活動 『高知県災害時歯科保健医療対策活動指針』＊３

（所管）

＊１ 危機管理部危機管理・防災課、南海トラフ地震対策課 ＊２ 危機管理部危機管理・防災課

＊３ 健康政策部保健政策課 ＊４ 健康政策部医事薬務課 ＊４ 中央防災会議幹事会(内閣府)
＊５ 健康政策部健康対策課 ＊６ 危機管理部南海トラフ地震対策課 ＊７ 子ども・福祉部地域福祉政策課

＊８ 子ども・福祉部障害保健支援課 ＊９ 国家公安委員会規則

平成 24 年３月 「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」（平成 17 年３月策

定）を見直し、「高知県災害時医療救護計画」を策定

平成 27年３月 改定

平成 29年４月 改定

平成 30年６月 改定

平成 31年４月 改定

令和４年６月 改定

６ 南海トラフ地震対策に関する他の計画等との関係

本計画に関連する、国・県等が定めた南海トラフ地震対策に関する計画等は次のとおりです。

災害対応全般 『高知県地域防災計画』＊１

県職員の応急活動 『高知県南海トラフ地震応急対策活動要領』＊２

保健医療活動全般 『災害時の保健医療活動における組織体制計画』＊３

ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム) 『高知ＤＭＡＴ運用計画』＊４

広域医療搬送 『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』＊５

保健活動 『高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン
（Ver.2）』＊３

『高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援ガイ

ドライン（Ver.1）』＊３

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』（平成 27 年度）＊６

避難所 『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』＊７

福祉避難所 『福祉避難所設置・運営に係るガイドライン』＊８

ＤＰＡＴ(災害派遣精神医療チーム)『高知県災害時の心のケアマニュアル 第３版』＊９

検案 『死体取扱規則』＊１０

歯科保健医療活動 『高知県災害時歯科保健医療対策活動指針』

＊５

（所管）

＊１ 危機管理部危機管理・防災課、南海トラフ地震対策課 ＊２ 危機管理部危機管理・防災課

＊３ 健康政策部健康長寿政策課 ＊４ 健康政策部医事薬務課 ＊５ 中央防災会議幹事会(内閣府)
＊６ 健康政策部健康対策課 ＊７ 危機管理部南海トラフ地震対策課 ＊８ 地域福祉部地域福祉政策課

＊９ 地域福祉部障害保健支援課 ＊１０ 国家公安委員会規則

平成 24 年３月 「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」（平成 17 年３月策定）

を見直し、「高知県災害時医療救護計画」を策定

平成 27年３月 改定

平成 29年４月 改定

平成 30年６月 改定

平成 31年４月 改定

追加
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P.21

P.23

第２ 医療救護活動

２ 県の役割と初動体制

（11）南海トラフ地震臨時情報

（発表時の対応）

ア 県は、気象庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された際は、以

下のとおり対応します。

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）

県保健医療本部、県保健医療支部を設置し、衛星携帯電話等の通信機器の確認を行うとともに、

医療機関の状況を収集します。医療機関に水や食料、燃料等の備蓄物資や医薬品の備蓄状況を確

認し、不足が見込まれる場合は補充を行うよう依頼します。また、後発地震発生の際に迅速に対

応を行うため、巨大地震警戒の場合は発表後２週間は体制を継続します。巨大地震注意の場合は

１週間、ゆっくりすべり※によるものの場合は、ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化して

いた期間と同程度の期間体制を継続します。

※プレート境界の固着が通常とは異なってゆっくりすべる現象。

３ 情報の収集と伝達

（３）緊急通行車両及び規制除外車両の確保

ア 大規模災害発生時に災害応急対策を実施するための緊急通行車両（緊急自動車、自衛隊車両、緊急

物資の運搬車両）等の通行を円滑にするため、幹線道路において交通規制が実施される可能性があり

ます。交通規制された区間（緊急交通路）は、一般車両の通行は禁止され、次の緊急通行車両及び規

制除外車両のみ通行することができます。このため、医療救護活動にあたっては、幹線道路を通行す

る際には、県の公安委員会から緊急通行車両又は規制除外車両の「確認標章」及び「緊急通行車両等

又は規制除外車両の確認証明書」の交付を受けておく必要があります。

第２ 医療救護活動

２ 県の役割と初動体制

追加

３ 情報の収集と伝達

（３）緊急通行車両及び規制除外車両の確保

ア 地震発生後は幹線道路等で交通規制が実施されるため、特に、医療救護活動にあたって高速道路や市

街地を通行する際には、緊急自動車以外の車両は、県公安委員会より緊急通行車両または規制除外車両

の標章の交付を受ける必要があります。対象となる車両は次のとおりです。

(ｱ)緊急通行車両

災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用される予定の車両で、県内の国又は地方公共

団体、指定行政機関等が保有する車両及びこれらの機関等と協定を締結している会社や団体が該当し

拠点名 応急救助機関の

ベースキャンプ機能

支援物資等の

収集・仕分け機能

備蓄機能 備考

室戸広域公園 ○ ○ ○

春野総合運動公園 ○ ○ ○

宿毛市総合運動公

園

○ ○ ○ ＳＣＵ

高知大学医学部 － － － ＳＣＵ

四万十緑林公園 ○ － ○

安芸市総合運動場 ○ － ○ ＳＣＵ

土佐清水総合公園 ○ － ○

拠点名 応急救助機関の

ベースキャンプ機能

支援物資等の

収集・仕分け機能

備蓄機能 備考

室戸広域公園 ○ ○ ○

春野総合運動公園 ○ ○ ○

宿毛市総合運動公

園

○ ○ ○ ＳＣＵ

高知大学医学部 － － － ＳＣＵ

四万十緑林公園 ○ ○ ○

安芸市総合運動場 ○ ○ ○ ＳＣＵ

土佐清水総合公園 ○ ○ ○
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P.24 （緊急交通路指定予定路線）

高知自動車道等の高速道路（大豊 IC～四万十町中央 IC）

(ｱ) 緊急通行車両

ｱ) 緊急自動車（パトカー、救急車、消防車等）

ｲ) 国、県、指定公共機関等による災害応急対策に使用される計画のある次の車両で、県の公安委

員会による確認を受け、「確認標章」及び「緊急通行車両等確認証明書」の交付を受けたもの。

・被災者の救難、救助その他の保護に使用する車両

・施設及び設備の応急の復旧に使用する車両

・緊急輸送の確保に使用する車両 等

(ｲ) 規制除外車両

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される次の

車両で、県の公安委員会による確認を受け、「確認標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付を

受けたもの（緊急通行車両となるものは除く）。

・医師･歯科医師、医療機関等が使用する車両

・医薬品･医療機器･医療用資材等を輸送する車両

・患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 等

イ 確認標章及び確認証明書の交付手続

確認標章及び確認証明書の交付手続の概要は以下のとおりです。詳しい交付手続や様式については、

高知県警察ホームページに記載されています。

https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/kinkyuusyaryou_zizen_todokede.html

(ｱ) 事前に届出を行う場合

ｱ) 事前の届出

災害応急対策に使用することがあらかじめ決定してる車両については、緊急通行車両及び規制

除外車両の確認事務の省力化・効率化を図るため、あらかじめ緊急通行車両及び規制除外車両に

該当するか審査を済ませておくことができます。

ｲ) 緊急交通路が指定された際の交付手続

事前に届出をしている車両については、緊急交通路が指定された後、最寄りの警察署、交通検

問所又は警察本部（交通規制課）に事前届出を行った際に交付された事前届出済証を提出して所

要の手続を行うことになります。

(ｲ) 事前の届出をしていない場合

事前の届出をしていない場合は、緊急交通路が指定された後に事前の届出と同様の手続を行うこ

ととなります。

事前の届出を行っていない場合、「確認標章」及び「確認証明書」の交付に時間を要します。速や

かに交付を受けるためにも、できる限り事前に届出を行っておく必要があります。

⇒＜資料３＞緊急通行車両・規制除外車両の事前届出

ます。

(ｲ)規制除外車両

緊急通行車両とならないもので、以下のものが該当します。

・医師･歯科医師、医療機関等が使用する車両

・医薬品･医療機器･医療用資材等を輸送する車両

・患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。）

イ 標章は災害が発生し、緊急通行路が指定された後でないと交付されません。ただし、車両を使用する

本拠地を所轄する警察署に事前届出の手続きをしておけば、発生後に迅速に標章の交付を受けることが

できます。

ウ 事前登録をしている車両については、発災後に最寄りの警察署あるいは警察本部（交通規制課）で緊

急通行車両または規制除外車両確認証明申請を行う際に、届出済証を添付し、県公安委員会から確認標

章及び各証明書の交付を受けます。詳しい手続きや様式は、高知県警察ホームページに掲載されていま

す。

https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/kinkyuusyaryou_zizen_todokede.html
エ 事前登録をしていない車両は、発災後に事前登録と同等の発行申請を行うこととなります。

⇒＜資料３＞緊急通行車両・規制除外車両の事前届出
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P.31
４ 医療機関の役割 ４ 医療機関の役割

航空搬送拠点
高知県ＳＣＵ本部

●安芸市総合運動場

●高知大学医学部

●宿毛市総合運動公園

避難所等での診療

広域的な災害拠点病院（県内全域の対応）(3)

災害拠点病院（各支部管内の対応）(9)

<安芸支部>

●あき総合病院

<中央東支部>

●ＪＡ高知病院

<高知市支部>
●近森病院

●国立病院機構高知病院

救護病院（69） ※市町村が指定

安芸支部（安芸福祉保健所）

中央東支部（中央東福祉保健所）

高知市支部（高知市保健所）

中央西支部（中央西福祉保健所）

高幡支部（須崎福祉保健所）

幡多支部（幡多福祉保健所）

市町村災害対策本部

（医療対策部門）

<中央西支部>

●仁淀病院

●土佐市民病院

<高幡支部>

●須崎くろしお病院

●くぼかわ病院

<幡多支部>

●幡多けんみん病院

高知県災害対策本部

DMAT・SCU 本部

DMAT 活動拠点本部

医療救護所 (78) ※市町村が指定

病院・診療所 48 箇所

その他 30 箇所

＜県・市町村の体制＞ ＜医療救護施設等＞

後方搬送・医療支援など

室戸中央病院/森澤病院/海南病院(徳島県)/田野病院/芸西病院/南国厚生病院/

南国病院/南国中央病院/藤原病院/野市中央病院/香北病院/前田メディカルク

リニック/岩河整形外科/嶺北中央病院/早明浦病院/大杉中央病院/大田口医院/

高橋医院/高知脳神経外科病院/高知生協病院/高知西病院/細木病院/国吉病院/

竹下病院/愛宕病院/いずみの病院/三愛病院/図南病院/高知高須病院/高知厚生

病院/潮江高橋病院/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/高知整形･脳外科病院/田中整形外科病院/もみのき病院/島

津病院/土佐市民病院/白菊園病院/井上病院/仁淀病院/さくら病院/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/高陵病院/なか

とさ病院/くぼかわ病院/梼原病院/大西病院/大井田病院/聖ヶ丘病院/筒井病院

/木俵病院/竹本病院/森下病院/中村病院/国保西土佐診療所/沖の島へき地診療

所/渭南病院/足摺病院/松谷病院/四万十市立市民病院/大月病院

●高知医療センター（基幹災害拠点病院）

●高知赤十字病院 ●高知大学医学部附属病院

DMAT 現場活動指揮所

病院・診療所等

高知県保健医療調整本部

(県保健医療本部)

DMAT 高知県調整本部

（県外）航空搬送拠点

DMAT 域外拠点本部

後方搬送・医療支援など

広域医療搬送

DMAT 活動拠点本部

被災市町村

高 知 県

情報収集・伝達災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括）

※必要に応じて医療
アドバイザーを委嘱

仮設診療所
(必要に応じて設置)

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

DMAT 病院支援指揮所

地域医療搬送

(域内搬送)

後方搬送

医療支援など

高知県保健医療調整支部

(県保健医療支部)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害看護ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害時周産期リエゾン

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(ﾌﾞﾛｯｸ担当)

県医師会の連絡調整員

郡市医師会の連絡調整員

高知県災害対策支部

日赤高知県支部の連絡調整員

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・

伝達

日赤(高知県支部)の連絡調整員

航空搬送拠点
高知県ＳＣＵ本部

●安芸市総合運動場

●高知大学医学部

●宿毛市総合運動公園

避難所等での診療

広域的な災害拠点病院（県内全域の対応）（3）

災害拠点病院（各支部管内の対応）（9）

<安芸支部>

●あき総合病院

<中央東支部>

●ＪＡ高知病院

<高知市支部>
●近森病院

●国立病院機構高知病院

救護病院（64） ※市町村が指定

市町村災害対策本部

（医療対策部門）

<中央西支部>

●仁淀病院

●土佐市民病院

<幡多支部>

●幡多けんみん病院

<高幡支部>

●須崎くろしお病院

●くぼかわ病院

高知県災害対策本部

DMAT・SCU 本部

DMAT 活動拠点本部

医療救護所 (79) ※市町村が指定

病院・診療所 48 箇所

その他 31 箇所

＜県・市町村の体制＞ ＜医療救護施設等＞

後方搬送・医療支援など

森澤病院/海南病院(徳島県)/田野病院/芸西病院/南国厚生病院/藤原病院/野市

中央病院/香北病院/前田メディカルクリニック/岩河整形外科/嶺北中央病院/

大杉中央病院/大田口医院/高知脳神経外科病院/高知生協病院/高知西病院/細

木病院/国吉病院/竹下病院/愛宕病院/いずみの病院/三愛病院/図南病院/高知

高須病院/高知厚生病院/潮江高橋病院/長浜病院/海里マリン病院/永井病院/ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院すこやかな杜/高知整形･脳外科病院/田中整形外科病院/もみのき

病院/島津病院/土佐市民病院/仁淀病院/さくら病院/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/高陵病院/なかとさ病院/くぼ

かわ病院/梼原病院/大西病院/大井田病院/聖ヶ丘病院/筒井病院/木俵病院/竹

本病院/森下病院/中村病院/国保西土佐診療所/沖の島へき地診療所/渭南病院/

足摺病院/松谷病院/四万十市立市民病院/大月病院/三原村国保診療所/渡川病

院

●高知医療センター（基幹災害拠点病院）

●高知赤十字病院 ●高知大学医学部附属病院

DMAT 現場活動指揮所

病院・診療所等

高知県保健医療調整本部

(県保健医療本部)

DMAT 高知県調整本部

（県外）航空搬送拠点

DMAT 域外拠点本部

後方搬送・医療支援など

広域医療搬送

DMAT 活動拠点本部

被災市町村

高 知 県

情報収集・伝達災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括）

※必要に応じて医療
アドバイザーを委嘱

仮設診療所

(必要に応じて設置)

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

DMAT 病院支援指揮所

地域医療搬送

(域内搬送)

高知県保健医療調整支部

(県保健医療支部)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害看護ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害時周産期リエゾン

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(ﾌﾞﾛｯｸ担当)

県医師会の連絡調整員

郡市医師会の連絡調整員

高知県災害対策支部

日赤(高知県支部)の連絡調整員

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・

伝達

情報収集・伝達

支援調整

日赤(高知県支部)の連絡調整員

安芸支部（安芸福祉保健所）

中央東支部（中央東福祉保健所）

高知市支部（高知市保健所）

中央西支部（中央西福祉保健所）

高幡支部（須崎福祉保健所）

幡多支部（幡多福祉保健所）

DPAT 高知県調整本部

後方搬送

医療支援など
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５ 医療救護チームの活動

（１）県外からの医療支援

（支援の調整）

ウ 医療救護チームや医療ボランティアの受け入れに関しては、県保健医療本部が窓口となり、原則調

整会議において、災害医療コーディネーター等と協議の上で派遣先等の調整を行います。

⇒＜ﾏﾆｭｱﾙ 21＞医療救護チームの受援

第３ 局地災害編

１ 災害発生時の初動対応

（２）発生の第一報を受けた対応

（県の対応）

ア 高知県健康政策部保健政策課は、多数の医療救護対象者発生の情報を得た場合、直ちに県危機管理

部、災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所と医療救護活動に関する協議を行います。

５ 医療救護チームの活動

（１）県外からの医療支援

（支援の調整）

ウ 医療救護チームや医療ボランティアの受け入れに関しては、県保健医療本部が窓口となり、原則調整

会議において、災害医療コーディネーター等と協議の上で派遣先等の調整を行います。

追加

第３ 局地災害編

１ 災害発生時の初動対応

（２）発生の第一報を受けた対応

（県の対応）

ア 高知県健康政策部医事薬務課は、多数の医療救護対象者発生の情報を得た場合、直ちに県危機管理部、

災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所と医療救護活動に関する協議を行います。

県医師会災害対策本部

高知県医師会高知県
①連絡調整員の派遣
・ＪＭＡＴ等の派遣先の調整

・支援調整、情報収集、情報伝達

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

郡市医師会災害対策本部

高知市医師会／安芸郡医師会

香美郡医師会／土佐長岡郡医師会

吾川郡医師会／高岡郡医師会

幡多医師会／高知大学医師会

・被災地医師会への状況報告

・非被災地医師会への要員、

機器等の応援要請

①連絡調整員の派遣
・支援調整、情報収集、情報伝達

県保健医療調整本部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（総括）

・県医師会連絡調整員

連携
県保健医療調整支部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（支部担当）

・郡市医師会連絡調整

郡市医師会

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

・地域内の医療機関の状況把握

・非被災地医師会への要員、機

器等の応援要請

医療救護所、救護病院で

の医療救護活動の支援

連携

災害対策本部

高知県医師会
①連絡調整員の派遣
・ＪＭＡＴ等の派遣先の調整

・支援調整、情報収集、情報伝達

高知県

県医師会災害対策本部

・被災地医師会への状況報告

・非被災地医師会への要員、

機器等の応援要請

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

県保健医療調整本部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（総括）

・県医師会連絡調整員

連携

①連絡調整員の派遣
・支援調整、情報収集、情報伝達

県保健医療調整本部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（支部担当）

・郡市医師会連絡調整 郡市医師会災害対策本部

・地域内の医療機関の状況把握

・非被災地医師会への要員、機

器等の応援要請

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

市町村

郡市医師会

高知市医師会／安芸郡医師会

香美郡医師会／土佐長岡郡医師会

吾川郡医師会／高岡郡医師会

幡多医師会／高知大学医師会

医療救護所、救護病院で

の医療救護活動の支援

災害対策本部

連携

市町村
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～省略～

（保健所の対応）

エ 災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所（以下「保健所」という。）は、多数の医療救

護対象者発生の情報を得た場合、直ちに、保健政策課及び災害現場のある市町村と医療救護活動に関

する協議を行います。

～省略～

（県保健医療本部及び県保健医療支部の設置）

キ 保健政策課は、収集した情報に基づき「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、当該地域の通常の救急医療体制では対応が困難である」と判断した場合には、県災害対策

本部（未設置の場合は県危機管理部）と協議のうえ、県保健医療本部及び県保健医療支部の設置を検

討します。

～省略～

（保健所の対応）

エ 災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所（以下「保健所」という。）は、多数の医療救護

対象者発生の情報を得た場合、直ちに、医事薬務課及び災害現場のある市町村と医療救護活動に関する

協議を行います。

～省略～

（県保健医療本部及び県保健医療支部の設置）

キ 医事薬務課は、収集した情報に基づき「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、当該地域の通常の救急医療体制では対応が困難である」と判断した場合には、県災害対策本部（未

設置の場合は県危機管理部）と協議のうえ、県保健医療本部及び県保健医療支部の設置を検討します。
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第４ マニュアル

「第２ 医療救護活動」の中で、「⇒」マークで示した個々のマニュアルを記載しています。

１ 県保健医療本部の運営 ････････････････ 1-1

２ 県保健医療支部の運営 ････････････････ 2-1

３ 医療救護所 ････････････････････ 3-1

４ 救護病院 ････････････････････ 4-1

５ 災害拠点病院 ････････････････････ 5-1

６ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）･･････････････････ 6-1

７ 広域医療搬送 ････････････････････ 7-1

８ こうち医療ネットの掲示板機能 ････････････････ 8-1

９ ＥＭＩＳ ）･････････ 9-1（広域災害救急医療情報システム

10 避難所の医療ニーズ調査 ･･･････････････････ 10-1

〔避難所アセスメントシートの様式〕

11 トリアージ ･･･････････････････ 11-1

12 災害診療記録とお薬手帳 ･･････････････････ 12-1

〔災害診療記録の様式〕

13 遺体の仮安置と搬送 ･･･････････････････ 13-1

14 医薬品等及び輸血用血液の供給 ･･･････････････ 14-1

15 災害医療コーディネーター ･･･････････････････ 15-1

16 災害薬事コーディネーター ･･･････････････････ 16-1

17 災害透析コーディネーター ･･･････････････････ 17-1

18 災害歯科コーディネーター ･･･････････････････ 18-1

19 災害看護コーディネーター ･････････････････ 19-1

20 災害時周産期リエゾン ･･･････････････････ 20-1

･･･････････････････ 21-121 医療救護チームの受援

マニュアル共通様式

第４ マニュアル

「第２ 医療救護活動」の中で、「⇒」マークで示した個々のマニュアルを記載しています。

１ 県保健医療本部の運営 ････････････････ 1-1

２ 県保健医療支部の運営 ････････････････ 2-1

３ 医療救護所 ････････････････････ 3-1

４ 救護病院 ････････････････････ 4-1

５ 災害拠点病院 ････････････････････ 5-1

６ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）･･････････････････ 6-1

７ 広域医療搬送 ････････････････････ 7-1

８ こうち医療ネットの掲示板機能 ････････････････ 8-1

９ ＥＭＩＳ ）･････････ 9-1（広域災害救急医療情報システム

10 避難所の医療ニーズ調査 ･･･････････････････ 10-1

〔避難所アセスメントシートの様式〕

11 トリアージ ･･･････････････････ 11-1

12 災害診療記録とお薬手帳 ･･････････････････ 12-1

〔災害診療記録の様式〕

13 遺体の仮安置と搬送 ･･･････････････････ 13-1

14 医薬品等及び輸血用血液の供給 ･･･････････････ 14-1

15 災害医療コーディネーター ･･･････････････････ 15-1

16 災害薬事コーディネーター ･･･････････････････ 16-1

17 災害透析コーディネーター ･･･････････････････ 17-1

18 災害歯科コーディネーター ･･･････････････････ 18-1

19 災害看護コーディネーター ･････････････････ 19-1

20 災害時周産期リエゾン ･･･････････････････ 20-1

追加

マニュアル共通様式
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＜マニュアル 1＞ 県保健医療本部の運営

１ 設置及び運営体制

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 県保健医療支部や広域的な災害拠点病院等を通じて、医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情

報などを収集し、整理してクロノロジーに記載し、県保健医療支部の活動状況や災害拠点病院の活動状

況など、表に取りまとめるべき情報は、情報分析班へ伝達します。患者搬送要請や医療従事者派遣要請

など検討が必要な要請は対策企画班に伝達します。伝達は書面で行うことを基本とし、また情報を本部

内で共有できるようにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。

（見える化する情報）

県保健医療支部の活動状況（参集職員数、ライフライン等）、災害拠点病院活動状況（職員数、空床数、

＜マニュアル 1＞ 県保健医療本部の運営

１ 設置及び運営体制

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 県保健医療支部や広域的な災害拠点病院等を通じて、医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情

報などを収集し、整理してクロノロジーに記載するとともに、情報分析班(追加)に伝達します。伝達は
書面で行うことを基本とし、また情報を本部内で共有できるようにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。

追加

本部長

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化

・庁内外からの情報の収集によるﾆｰｽﾞとﾘｿｰｽの把握

・災害対策本部との連絡調整

・EMIS管理、クロノロ作成

・本部のロジスティクス機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

副本部長 対策統括責任者

総務部

高知県保健医療調整本部 総務部長

・計画情報部が企画･立案した対策をもとに、対策統括

責任者が災害医療コーディネーター、統括 DMAT、
関係団体の意見を聞き、対策を決定

・本部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事、透析、歯科、看護

災害時周産期リエゾン

計画情報部

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

県医師会の連絡調整員

日赤(高知県支部)の連絡調整員

本部長

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

・本部のロジスティクス機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

副本部長 対策統括責任者

総務部

対策企画班

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事、透析、歯科、看護

災害時周産期リエゾン

県医師会の連絡調整員

日赤(高知県支部)の連絡調整員

・計画情報部が企画･立案した対策をもとに、対策統括

責任者が災害医療コーディネーター、統括 DMAT、
関係団体の意見を聞き、対策を決定

・本部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

高知県保健医療調整本部 総務部長

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

計画情報部

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)
薬事、透析、歯科、看護、

災害時周産期リエゾン

調整会議

県医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

等DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

・庁内外からの情報の収集によるﾆｰｽﾞとﾘｿｰｽの把握

・災害対策本部との連絡調整

・EMIS管理、クロノロ作成

情報収集班

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

情報収集班

調整会議

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括) 県医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)
薬事、透析、歯科、看護、

災害時周産期リエゾン

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

等

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

情報分析班

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達
対策企画班
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手術機能、ライフライン等）、医薬品備蓄医療機関の医薬品等の在庫状況、道路通行状況の地図への落

とし込み、医療救護チームの活動状況（活動中のチーム総数、活動期間、活動場所及び活動内容）など

イ 情報の見える化のために、必要な情報があれば収集を行います。

④ 対策企画班

エ 県保健医療本部の活動方針を作成し、県保健医療本部内、県保健医療支部、県災害対策本部、市

町村災害対策本部、医療機関と共有します。また、ToDoリストを作成し、情報の管理、共有を行
い、対応漏れがないように努めます。

⑤ 総務部

ア 県保健医療本部のロジスティクス機能として、広報、県保健医療本部運営に必要な資機材の調達、職

員の労務管理や仮眠場所の確保を行います。

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

イ 情報収集班は、ＥＭＩＳまたは共通様式１、共通様式２等により、県保健医療支部及び広域的な災害

拠点病院の医療救護活動に関する情報を収集し、情報分析班に伝達します。

＜情報の項目＞

(ｱ)医療救護所、救護病院の開設状況、医療スタッフ等の充足状況、人員・医療資源の充足状況等(ＥＭ

ＩＳから収集。入力されていない場合は県保健医療支部へ伝達する)

(ｲ) 災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の在庫等(Ｅ

ＭＩＳから収集。入力されていない場合は県保健医療支部へ伝達する)

(ｳ) 県保健医療支部の活動状況(参集職員、ライフライン等)

(ｴ) 広域的な災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の

在庫等

～省略～

エ 情報分析班は、収集、伝達された情報を分析、評価し、対策企画班に伝えます。対策企画班は、伝達

された情報について、対策が必要なものがあれば、対策を立案し、対策統括責任者の決定により実施し

ます。その内容は、県保健医療支部、広域的な災害拠点病院、県災害対策本部等の関係機関に伝達し、

情報を共有します。

～省略～

（２）国への情報伝達

(ｲ) 県保健医療本部から、厚生労働省医政局地域医療計画課及び経済課や、日本赤十字社などに伝達しま

す。日本赤十字社高知県支部の連絡調整員が派遣されている場合は、連絡員を通じて日本赤十字社へ

伝達します。

３ 支援要請への対応

（２）重症患者の搬送要請への対応

イ 必要に応じて、情報の収集を情報収集班に指示します。

④ 対策企画班

エ 調整内容は文書で書き残し、一覧表に整理するなど、情報の管理と共有に努めます。

⑤ 総務部

ア 県保健医療本部のロジスティクス機能として、広報、（追加）必要な資機材の調達、職員の労務管理

を行います。

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

イ 情報収集班は、ＥＭＩＳまたは共通様式１、共通様式２等により、県保健医療支部及び広域的な災害

拠点病院の医療救護活動に関する情報を収集し、情報分析班に伝達します。

＜情報の項目＞

(ｱ) 医療救護所、救護病院の開設状況、医療スタッフ等の充足状況、人員・医療資源の充足状況等(追

加)

(ｲ) 災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の在庫等(追

加)

(ｳ) 県保健医療支部の活動状況(参集職員、ライフライン等)

(ｴ) 広域的な災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の

在庫等

～省略～

エ 情報分析班は、収集、伝達された情報を分析、評価し、対策企画班に伝えます。対策企画班は、伝達

された情報をもとに、(追加)対策を立案し、対策統括責任者の決定により実施します。その内容は、県
保健医療支部、広域的な災害拠点病院、県災害対策本部等の関係機関に伝達し、情報を共有します。

～省略～

（２）国への情報伝達

(ｲ) 県保健医療本部から、厚生労働省医政局地域医療計画課及び経済課や、日本赤十字社などに伝達しま

す。(追加)

３ 支援要請への対応
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ア 情報収集班は、県保健医療支部等からＥＭＩＳまたは共通様式５によって重症患者の受入要請を受理

した場合、対策企画班に伝達します。

イ 対策企画班は、情報分析班が見える化している広域的な災害拠点病院や災害拠点病院等の空床情報を

もとに、適切な受入病院を選択します。、対策企画班に伝達します。

４ 医療支援の受入調整

（２）県外から派遣される医療救護チーム（ＤＭＡＴ等を除く）

ア 県外から派遣される医療救護チーム等の受入は、県保健医療本部が窓口となります。その派遣先につ

いては、県保健医療支部からの情報や支援要請に基づき、原則県保健医療本部に設置される調整会議に

おいて、災害医療コーディネーター等と協議の上で決定します。受入については対策企画班に設置する

受援係が行います。

⇒＜マニュアル21＞医療救護チームの受援

（４）協定締結団体に対する医療支援の要請及び受入れの調整

イ 要請を受けた団体は県保健医療本部及び県保健医療支部と連携し、速やかに医療救護支援チームを編

成し、これを支援要請元に派遣します。

～省略～

（２）重症患者の搬送要請への対応

ア 情報収集班は、県保健医療支部等からＥＭＩＳまたは共通様式５によって重症患者の受入要請を受理

した場合、情報分析班に伝達します。

イ 情報分析班は、(追加)広域的な災害拠点病院や災害拠点病院等の空床情報をもとに、適切な受入病院
を選択し、対策企画班に伝達します。

４ 医療支援の受入調整

（２）県外から派遣される医療救護チーム（ＤＭＡＴを除く）

ア 県外から派遣される医療救護チーム等の受入は、県保健医療本部が窓口となります。その派遣先につ

いては、県保健医療支部からの情報や支援要請に基づき、原則県保健医療本部に設置される調整会議に

おいて、災害医療コーディネーター等と協議の上で決定します。(追加)

（４）協定締結団体に対する医療支援の要請及び受入れの調整

イ 要請を受けた団体は県保健医療本部及び県保健医療支部と連携し、速やかに支援チームを編成し、こ

れを支援要請元に派遣します。

～省略～

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力）

共通様式３ 医療救護所活動状況報告

共通様式４ 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼受入応諾連絡書

共通様式７ 協定締結団体医療支援要請書兼受入応諾連絡書

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書

様式 14-1 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力）

共通様式３ 医療救護所活動状況報告

共通様式４ 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼受入応諾連絡書

共通様式７ 物資等供給要請書兼応諾連絡書

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書

様式 14-1 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書
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＜マニュアル２＞ 県保健医療支部の運営

（２）高知県保健医療調整支部の体制と情報伝達方法

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 管内の市町村の状況、災害拠点病院等を通じた医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情報など

を収集、整理してクロノロジーに記載し、災害拠点病院や医療救護施設の状況など表に取りまとめるべ

き情報は、情報分析班に伝達します。患者搬送要請や医療従事者派遣要請など検討が必要な要請は対策

企画班に伝達します。伝達は書面で行うことを基本とし、また情報を県保健医療支部内で共有できるよ

うにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。

（見える化する情報）

管内市町村の活動状況（参集職員数、ライフライン、活動状況、医療救護所等設置状況）、災害拠点病

院の活動状況（職員数、空床数、手術機能、ライフライン）医療救護所・救護病院活動状況（職員数、

活動状況）道路通行状況の地図への落とし込み、医療救護チームの活動状況（活動中のチーム総数、活

動期間、活動場所及び活動内容）、医薬品備蓄医療機関の医薬品等の在庫状況など

イ 情報の見える化のために、必要な情報があれば収集を行います。

＜マニュアル２＞ 県保健医療支部の運営

（２）高知県保健医療調整支部の体制と情報伝達方法

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 管内の市町村の状況、災害拠点病院等を通じた医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情報など

を収集、整理してクロノロジーに記載するとともに、(追加)情報分析班に伝達します。伝達は書面で行
うことを基本とし、また情報を県保健医療支部内で共有できるようにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。(追加)
イ 必要に応じて、情報の収集を情報収集班に指示します。

・支部のロジスティック機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）総務部

高知県保健医療調整支部

・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、対策統括責任

者が災害医療コーディネーター、関係団体の意見を聞き、

対策を決定

・支部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

対策統括責任者副支部長支部長

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

計画情報部
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

対策企画班

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

・支部内外からの情報の収集によるニーズとリソースの把握

・保健医療調整本部等との連絡調整

・ＥＭＩＳ管理、クロノロ作成

情報収集班

・ＳＣＵ本部の運営SCU 本部運営チーム

（安芸、中央東、幡多）

等

調整会議

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

・支部管内の医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

・ＳＣＵ本部の運営SCU 本部運営チーム

（安芸、中央東、幡多）

情報収集班
・支部内外からの情報の収集によるニーズとリソースの把握

・保健医療調整本部等との連絡調整

・ＥＭＩＳ管理、クロノロ作成

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

対策企画班
・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

計画情報部

支部長 対策統括責任者 ・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、対策統括責任

者が災害医療コーディネーター、関係団体の意見を聞き、

対策を決定

・支部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

総務部

高知県保健医療調整支部
・支部のロジスティック機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

等

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

・支部管内の医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

調整会議

副支部長
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２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

キ 情報収集は、電話、衛星携帯電話、ＥＭＩＳ、防災行政無線、電子メール、防災ファックスなどあら

ゆる通信手段で行います。指示や要請など情報を伝達するときは、メールやファックス等の文字情報と

して残せる通信手段を優先的に使用します。メールやファックスなどが使用できない場合は、衛星携帯

電話や防災行政無線等の使用可能な通信手段で行います。

＜マニュアル４＞ 救護病院

２ 医療救護活動

（２）救護病院の運営

キ 当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、災害拠点病院等に搬送します。搬

送先病院の手配については共通様式５により市町村災害対策本部に要請します。

ただし、重症患者等の搬送先を緊急に手配する必要がある場合は、救護病院は行政機関を介さず、災

害拠点病院等に患者の受入れについて直接要請することができることとします。その場合、救護病院は

患者搬送先が決定した後に、搬送患者の情報・搬送先医療機関を通常の要請先である市町村災害対策本

部に災害拠点病院との調整で使用した共通様式５を用いて報告します。市町村災害対策本部は報告を受

けた後、県保健医療支部に同様に共通様式５を用いて報告をします。

＜マニュアル５＞ 災害拠点病院

（２）災害拠点病院の運営

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・災害拠点病院で取り扱った傷病者名簿（疾病状況、搬送先を明記します）

・災害拠点病院からの支援要請の内容、要請時刻、支援要請先、要請時刻

・災害拠点病院からの支援要請に対する諾否、支援の内容、回答時刻等

～省略～

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

キ 情報収集と伝達は、基本的に防災ファックスまたはＥＭＩＳや電子メールを使用します。電子メール

等が使用できない場合は、防災行政無線（音声・ファックス）、衛星携帯電話等の可能な通信手段を使

用します。

＜マニュアル４＞ 救護病院

２ 医療救護活動

（２）救護病院の運営

キ 当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、災害拠点病院等に搬送します。搬

送先病院の手配については共通様式５により市町村災害対策本部に要請します。

ただし、重症患者等の搬送先を緊急に手配する必要がある場合は、救護病院は(追加)災害拠点病院等
に患者の受入れについて直接要請することができることとします。その場合、救護病院は患者搬送先が

決定した後に、搬送患者の情報・搬送先医療機関を(追加)市町村災害対策本部に報告します。(追加)

＜マニュアル５＞ 災害拠点病院

（２）災害拠点病院の運営

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・災害拠点病院で取り扱った傷病者名簿（疾病状況、搬送先を明記します）

・災害拠点病院からの支援要請の内容、要請時刻、支援要請先、要請時刻

・災害拠点病院からの支援要請に対する諾否、支援の内容、回答時刻等

～省略～
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様式名 送付先

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力） 県保健医療支部（※）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力） 県保健医療支部（※）

共通様式４
医療従事者等派遣要請書・

医療従事者等派遣応諾連絡書
県保健医療支部（※）

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼応諾連絡書 県保健医療支部等（※）

共通様式６－１ 緊急支援物資輸送 要請票 市町村災害対策本部

共通様式８ 燃料調整シート 市町村災害対策本部

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書 県保健医療本部

様式１４－１ 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書 県保健医療支部（※）

様式名 送付先

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力） 県保健医療支部（※）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力） 県保健医療支部（※）

共通様式４
医療従事者等派遣要請書・

医療従事者等派遣応諾連絡書
県保健医療支部（※）

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼応諾連絡書 県保健医療支部等（※）

共通様式６－１ 緊急支援物資輸送 要請票 市町村災害対策本部

共通様式８ 燃料調整シート 市町村災害対策本部

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書 県保健医療本部

様式１４－１ 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書 市町村災害対策本部
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＜マニュアル 6＞ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）

２ 高知県外からのＤＭＡＴの派遣

県外からのＤＭＡＴの派遣は、原則として被災地域である県の派遣要請に基づき、要請を受けた他の都道

府県が派遣するものです。ただし、厚生労働省は当分の間、被災地域の派遣要請がない場合であっても、緊急

の必要があると認めるときは、都道府県等に対してＤＭＡＴの派遣を要請することができるとしています。

（１）地方ブロック

ア 地方ブロックの名称及び当該ブロックに属する都道府県は次のとおりです。

北海道ブロック：北海道

東北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県

関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部ブロック：富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国ブロック：香川県、愛媛県、徳島県、高知県

九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

イ 各地方ブロックごとの隣接ブロックは次のとおりです。

北海道ブロック：東北

東北ブロック：北海道及び関東

関東ブロック：東北及び中部

中部ブロック：関東及び近畿

近畿ブロック：中部、中国及び四国

中国ブロック：近畿、四国及び九州・沖縄

四国ブロック：近畿、中国及び九州・沖縄

九州・沖縄ブロック：中国及び四国

（２）ＤＭＡＴの待機要請

イ 次の場合には、すべてのＤＭＡＴ指定医療機関は被災の状況にかかわらず、都道府県または厚生労働

省等からの要請を待たずにＤＭＡＴ派遣のための待機を行います。

(ｱ)四国ブロックで震度６弱の地震が発生した場合、特別警報が発表された場合

(ｲ)四国ブロック及び隣接ブロックの近畿、中国、九州・沖縄で震度６強の地震が発生した場合

(ｳ)国内で震度７の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場合

(ｴ)東海地震注意情報が発表された場合

(ｵ)国内で大規模な航空機墜落事故が発生した場合

(ｴ)高知ＤＭＡＴの出動を要すると判断するような災害等が発生した場合

ウ 上記(ｱ)から(ｳ)による待機については、厚生労働省が解除します。

＜マニュアル 6＞ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）

２ 高知県外からのＤＭＡＴの派遣

県外からのＤＭＡＴの派遣は、原則として被災地域である県の派遣要請に基づき、要請を受けた他の都

道府県が派遣するものです。ただし、厚生労働省は当分の間、被災地域の派遣要請がない場合であっても、

緊急の必要があると認めるときは、都道府県等に対してＤＭＡＴの派遣を要請することができるとしてい

ます。

追加（（２）ＤＭＡＴの派遣要請 イから順番変更）

追加

（２）ＤＭＡＴの待機要請

イ 次の場合には、すべてのＤＭＡＴ指定医療機関は被災の状況にかかわらず、都道府県または厚生労働

省等からの要請を待たずにＤＭＡＴ派遣のための待機を行います。

(ｱ) 東京都 23区で震度５強以上の地震が発生した場合

(ｲ) (ｱ)以外の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合

(ｳ) 国内で津波警報（大津波）が発表された場合

(ｴ) 東海地震注意情報が発表された場合

(ｵ) 国内で大規模な航空機墜落事故が発生した場合

(ｶ) 高知ＤＭＡＴの出動を要すると判断するような災害等が発生した場合

追加
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P.9-1
＜マニュアル９＞ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）

１ ＥＭＩＳの概要

（１）ＥＭＩＳとは

エ ＥＭＩＳ登録医療機関は、平時に医療機関情報管理から施設情報やライフライン情報を入力できま

す。これに入力していただくことで、災害時に医療機関の支援を行う際に活用することができます。

オ スマートフォンのアプリであるＥＭＩＳ（医療機関用）では、お手持ちのスマートオンから緊急時入

力、詳細入力を行うことができます。

カ ＥＭＩＳの具体的操作については、ＥＭＩＳ上にも掲載されている、「操作説明書」をダウンロード

してご覧ください。

＜マニュアル９＞ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）

１ ＥＭＩＳの概要

（１）ＥＭＩＳとは

追加

エ ＥＭＩＳの具体的操作については、ＥＭＩＳ上にも掲載されている、「操作説明書」をダウンロード

してご覧ください。
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P.9-2

P.9-3

（２）院内状況の入力

①「緊急時入力」を行います。

（２）院内状況の入力

①「緊急時入力」を行います。

「所属」を「高知県」にしてログインを

クリックします。

「こうち医療ネット」で使用している「機

関コード」、「パスワード」を入力します。

「所属」を「高知県」にしてログインを

クリックします。

「こうち医療ネット」で使用している「機

関コード」、「パスワード」を入力します。

まず「緊急時入力」を入力し、その後

「詳細入力」を入力します。
まず「緊急時入力」を入力し、その後

「詳細入力」を入力します。
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P.9-3

P.9-4

【緊急時入力画面 1/2】

【緊急時入力画面 2/2】

【緊急時入力画面 1/2】

【緊急時入力画面 2/2】

被災状況を選択入力
被災状況を入力
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P.9-4 【入力終了画面】 【入力終了画面】

引き続き、詳細入力が可能
引き続き、詳細入力が可能
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P.9-5 ②「詳細入力」を行います。

ある程度、病院内の状況が把握できた頃に具体的な被災状況、医療提供体制の実績等を入力します。

全項目を一度に入力する必要は無く、状況が判明次第、その都度、入力を実施してください。（数字は

半角。）

【詳細入力画面 1/3】

【詳細入力画面 2/3】

②「詳細入力」を行います。

ある程度、病院内の状況が把握できた頃に具体的な被災状況、医療提供体制の実績等を入力します。

全項目を一度に入力する必要は無く、状況が判明次第、その都度、入力を実施してください。（数字は

半角。）

該当する事項を選択、または数字を入力する。 該当する事項を選択、または数字を入力する。
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新規
【詳細入力画面 3/3】
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P.9-6 （３）医療機関の状況の閲覧

① 医療機関状況の閲覧・出力

関係者メニューの「医療機関」、「医療機関等状況モニター」を選択

（３）医療機関の状況の閲覧

① 医療機関状況の閲覧・出力

関係者メニューの「災害共通」、「医療機関等・支援状況モニター」を選択

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。

検索結果画面

赤：要手配。支援が必要な旨の入力があるが、支援

チームがいない。

青：被災なし。入力された内容が支援の必要なし。

桃：未入力。

黄：支援チームの手配は完了しているが、まだ支援

活動が行われていない。

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。

検索結果画面
赤：要手配。支援が必要な旨の入力があるが、支援

チームがいない。

青：被災なし。入力された内容が支援の必要なし。

桃：未入力。

黄：支援チームの手配は完了しているが、まだ支援

活動が行われていない。
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P.9-7

P.9-8

（４）ＤＭＡＴの活動状況の閲覧

関係者メニューの「共通」、「活動状況モニター」を選択

５）医療搬送（ＭＡＴＴＳ）

ア 広域医療搬送を行う場合、被災地域内から搬送される広域医療搬送適用患者の情報を被災地域内のＳ

ＣＵから県外の航空搬送拠点を経由し、最終受け入れ病院まで、逐次入力、更新、閲覧できるようにし

ます。

域内
搬送

災害医療
対策本部

災害拠点病院 ＳＣＵ
被災地内
航空搬送拠点

ＳＣＵ
被災地外
航空搬送拠点

受入病院

インターネット

閲覧

閲覧

閲覧
情報入力

閲覧
情報更新

閲覧
情報更新

閲覧

１

２

３

厚生労働省等

域内
搬送

広域
搬送

（４）ＤＭＡＴの活動状況の閲覧

関係者メニューの「災害共通」、「活動状況モニター」を選択

（５）医療搬送（ＭＡＴＴＳ）

ア 広域医療搬送を行う場合、被災地域内から搬送される広域医療搬送適用患者の情報を被災地域内のＳ

ＣＵから県外の航空搬送拠点を経由し、最終受け入れ病院まで、逐次入力、更新、閲覧できるようにし

ます。

域内
搬送

災害医療
対策本部

災害拠点病院 ＳＣＵ
被災地内
航空搬送拠点

ＳＣＵ
被災地外
航空搬送拠点

受入病院

インターネット

閲覧

閲覧

閲覧
情報入力

閲覧
情報更新

閲覧
情報更新

閲覧

１

２

３

厚生労働省等

域内
搬送

広域
搬送

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。

保健医療

調整本部

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。
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P.9-8

P.9-9

① 関係者メニューの「ＭＡＴＴＳ」、「医療搬送患者登録」をクリックします。

～省略～

① 関係者メニューの「ＭＡＴＴＳ」、「搭乗者名簿作成」をクリックします。

～省略～

① 関係者メニューの「医療搬送」、「医療搬送患者登録」をクリックします。

～省略～

① 関係者メニューの「災害共通」、「搭乗者名簿作成」をクリックします。

～省略～
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P.9-11 ⑤ 「ＭＡＴＴＳ」のメニューから、広域医療搬送適用患者の状況を、県保健医療調整本部、厚生労働

省等の関係機関が閲覧できます。

⑤ 「災害共通」のメニューから、広域医療搬送適用患者の状況を、県保健医療調整本部、厚生労働省

等の関係機関が閲覧できます。
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P.10-3
＜マニュアル 10＞ 避難所の医療ニーズ調査

１ 調査の必要性

（４）避難所等での医療救護

イ 県保健医療支部は、市町村から共通様式４により要請があった場合や、県保健医療支部が調査を代行

した場合は、調整会議において、災害医療コーディネーター等と協議の上で、医療救護チームの派遣を

調整します。また、必要に応じて県保健医療本部に共通様式４により支援を要請します。

＜マニュアル 10＞ 避難所の医療ニーズ調査

１ 調査の必要性

（４）避難所等での医療救護

イ 県保健医療支部は、市町村から共通様式４により要請があった場合や、県保健医療支部が調査を代行

した場合は、調整会議において、災害医療コーディネーター等と協議の上で、医療救護チームの派遣を

調整します。また、必要に応じて県保健医療支部に共通様式４により支援を要請します。
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P.10-5 ピンクセルは活動初期に重点的に把握すべき事項

避難所名 避難所コード

指定避難所以外の場合 所在地

電話 FAX

活動日 　　　　年　　月　　日 記載者(所属・職名・職種）

人 夜： 約 人 昼：約　　　　　　　　人

食事提供人数 約 人 車中泊 □無・□有（約　　　　　人　　）

避難所運営組織 □有（組織：□自治組織・□自治体・□学校・□その他（　　　　　　　　　　　　　））・□無

外部支援・ボランティア

救護所設置

巡回診療

　　　　　　　　　　　　　　　現在の状況 　　　　　　　　　　　　　特記事項（課題も含む）

電気 □開通・□不通　 予定：

ガス □開通・□不通　 予定：

水道 □開通・□不通　 予定：

下水道 □開通・□不通　 予定：

飲料水 □充足・□不足　 予定：

固定電話 □開通・□不通　 予定：

携帯電話 □開通・□不通　 予定：

スペース過密度 □適度・□過密

プライバシーの確保 □適・□不適

更衣室 □有・□無

授乳室 □有・□無

トイレ □充足（　　　　基）・□不足

トイレ衛生状態 □良・□不良 　

手洗い場 □有・□無 手指消毒 □有・□無

トイレ照明 □適・□不適 風呂・シャワー □有・□無

冷暖房 □有・□無 洗濯機 □有・□無

喫煙 □禁煙・□分煙・□その他

温度 □適・□不適 換気・湿度 □適・□不適

土足禁止 □有・□無 清掃状況 □良・□不良

ゴミ収積場所 □有・□無

粉塵 □無・□有 生活騒音 □適・□不適

寝具乾燥対策 □適・□不適 ペット対策 □適・□不適

主食提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

おかず提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

特別食提供 □有・□無

炊き出し □該当・□無 残品処理 □適・□不適

調理設備 □有・□無 冷蔵庫 □有・□無

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

施設定員
(指定避難所)

避難者数
（施設内）

□有（種類(職種)・人数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

避
難
施
設
基
本
情
報

医
療

生
活
環
境

食
事
提
供

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

設
備
状
況
と
衛
生
面

避難所の状況調査（避難所アセスメント）

（避難所日報（避難所状況）共通様式）
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P.10-6
ピンクセルは活動初期に重点的に把握すべき事項

避難所名 避難所コード

活動日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 記載者(所属・職名・職種）

◆配慮を要する者◆　

高齢者（65歳以上） 人 人 障害者 人 人 服薬者 人 人

うち75歳以上 人 人 身体障害者 人 人 降圧薬 人 人

要介護認定者 人 人 知的障害者 人 人 糖尿病薬 人 人

妊婦 人 人 精神障害者 人 人 向精神薬 人 人

じょく婦 人 人 難病患者 人 人 他の治療薬 人 人

乳児 人 人 人 人 その他 人 人

幼児・児童 人 人 人 人

人 人 アレルギー疾患 人 人

特記事項

◆対応すべきニーズがある者◆ ＊まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズがある避難者数を記載する。

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

医療ニーズのある者 □無・□有 人

うち医薬品がない者 □無・□有（ 人）

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

保健福祉ニーズのある者 □無・□有 人

高齢者 □無・□有（ 人）

障害者・児 □無・□有（ 人）

その他 □無・□有（ 人）

こころのケアが必要な者 □無・□有（ 人）

◆感染症・食中毒等症状がある者◆

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

総数（実人数） □無・□有 人

発熱 □無・□有（ 人）

咳・痰 □無・□有（ 人）

下痢・嘔吐 □無・□有（ 人）

対応内容・結果

課題/申し送り

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

※全国保健師長会作成「災害時の保健活動推進マニュアル」掲載の共通様式「避難所日報（避難所状況）」「避難所日報（避難者状況）」をもとに作成。

人数
うち要継続
支援人数 人数

うち要継続
支援人数 人数

うち要継続
支援人数

在宅酸素療法・呼吸器療法

透析（腹膜透析含む）

うち障害児・医療的ケア児

要継続支援合計
人数（実人数）

人

避難所の状況調査（避難所アセスメント）

（避難所日報（避難者状況）共通様式）
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P.14-1

P.14-11

＜マニュアル 14＞ 医薬品等及び輸血用血液の供給

１ 医薬品等の供給

（１）災害急性期に必要となる医薬品等の供給

（県保健医療支部）

キ 要請先から応諾の連絡があれば、様式 14-1により要請元に応諾内容を連絡します。要請元医療救護

施設または市町村災害対策本部が指定場所で医薬品等を受領することが困難な場合は、医薬品等の輸送

に可能な限り協力します。また、緊急輸送が必要な場合や陸上輸送が困難な場合は、県保健医療本部に

ヘリコプター等による輸送を要請します。

２ 輸血用血液の供給

（３）血液センターの対応

オ 県保健医療本部は、血液センターからヘリ等による搬送依頼があった場合、県災害対策本部と調

整をして、搬送手段を確保します。血液センターにヘリを確保したことを報告し、ヘリを向かわせ

ます。

＜マニュアル 14＞ 医薬品等及び輸血用血液の供給

１ 医薬品等の供給

（１）災害急性期に必要となる医薬品等の供給

（県保健医療支部）

キ 要請先から応諾の連絡があれば、様式 14-1により要請元に応諾内容を連絡します。要請元医療救護

施設または市町村災害対策本部が指定場所で医薬品等を受領することが困難な場合は、医薬品等の輸送

に可能な限り協力します。また、緊急輸送の必要があるにもかかわらず陸上輸送が困難な場合は、県保

健医療本部にヘリコプター等による輸送を要請します。

２ 輸血用血液の供給

（３）血液センターの対応

追加
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P.14-15

様式14-1

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

要請元記入欄

（ ）

（ ）

①要請機関　②市町村災害対策本部　③管轄福祉保健所

)

医薬品等供給要請書　兼　応諾連絡書

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

受渡し希望場所
（可能場所全てに✔すること）

　　その他

受渡し場所周辺の被災状況 　　　　　     通行不能道路あり

（要請）　　　要請医薬品等 （応諾）　供給医薬品等
※供給可能量を記入

製品名（一般名） 規格 数量
同効薬

へ変更

（〇×）

④
市町村

　⑤
県保健

医療

支部

　⑥
県保健

医療

本部

その他備考
（同効薬名等）

　

　

　受渡し場所（※１）

　供給予定日時

※１受渡し場所　

　 （供給元記入） 　 ④その他(具体的場所:

連絡先

（通信手段・連絡先など）

供給元
記入欄

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡

要請機関 市町村災害対策本部 管轄福祉保健所　

車両通行に支障なし　

様式14-1

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

要請元記入欄

（ ）

（ ）

①要請機関　②市町村災害対策本部　③管轄福祉保健所

)

医薬品等供給要請書　兼　応諾連絡書

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

受渡し希望場所
（可能場所全てに✔すること）

　　その他

受渡し場所周辺の被災状況 　　　　　     通行不能道路あり

（要請）　　　要請医薬品等 （応諾）　供給医薬品等
※供給可能量を記入

製品名（一般名） 規格 数量
同効薬

へ変更

（〇×）

④
市町村

⑤
県医療

支部

⑥
県医療

本部

その他備考
（同効薬名等）

　

　

　受渡し場所（※１）

　供給予定日時

※１受渡し場所　

　 （供給元記入） 　 ④その他(具体的場所:

連絡先

（通信手段・連絡先など）

供給元
記入欄

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡

要請機関 市町村災害対策本部 管轄福祉保健所　

車両通行に支障なし　
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P.14-22 様式 14-5

緊急用医療機器等供給要請書

高知県医療機器販売業協会会長 様

要請番号 第 号

発 信 日 年 月 日

発信時刻 時 分

高知県保健医療調整本部長

（担当者 ）

＊要請番号等は県保健医療本部が記入

「災害時における医療機器等の供給に関する協定書」に基づき、下記のとおり医療機器等の

供給を要請します。

記

１ 供給先

名 称

所在地

供給先担当者： TEL： FAX：

２ 必要な医療機器等

３ 受渡場所（該当事項を○で囲み必要事項を記入）

）での受領が可能

② 供給先施設以外での受領は困難

③ その他（ ）

（注）供給先、品名、受領場所を記入し市町村災害対策本部等に FAX 送信してください。

様式 14-5

緊急用医療機器等供給要請書

高知県医療機器販売業協会会長 様

要請番号 第 号

発 信 日 年 月 日

発信時刻 時 分

高知県保健医療調整本部長

（担当者 ）

＊要請番号等は県保健医療本部が記入

「災害時における医療機器等の供給に関する協定書」に基づき、下記のとおり医療ガス等の

供給を要請します。

記

１ 供給先

名 称

所在地

供給先担当者： TEL： FAX：

２ 必要な医療機器等

３ 受渡場所（該当事項を○で囲み必要事項を記入）

）での受領が可能

② 供給先施設以外での受領は困難

③ その他（ ）

（注）供給先、品名、受領場所を記入し市町村災害対策本部等に FAX 送信してください。

●市町村災害対策本部

市 町 村

〔 〕

受信 月 日 時 分

発信 月 日 時 分

担当者

●県保健医療支部

支 部 名

〔 〕

受信 月 日 時 分

発信 月 日 時 分

担当者

●県保健医療本部

受信 月 日 時 分

担当者名

●市町村災害対策本部

市 町 村

〔 〕

受信 月 日 時 分

発信 月 日 時 分

担当者

●県保健医療支部

支 部 名

〔 〕

受信 月 日 時 分

発信 月 日 時 分

担当者

●県保健医療本部

受信 月 日 時 分

担当者名
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P.18-2
＜マニュアル 18＞ 災害歯科コーディネーター ＜マニュアル 18＞ 災害歯科コーディネーター

地区歯科医師会

（連絡員）

市町村災害対策本部

情報共有、支援要請・応諾

高知県歯科医師会

情 報 共 有

支 援 要 請

応 諾

情報共有

協議

情

報

共

有

支

援

要

請

応

諾

情

報

共

有

医療救護所

救護病院等

日本歯科医師会

情

報

共

有

歯科医療救護班派遣要請・応諾

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（総括）

総 合 的 な

調整

県保健医療本部

支 援 策 の 立 案 ・ 見 直 し

支 援 受 入 の た め の 調 整

課 題 解 決 の た め の 調 整
歯科医療の供給に関す

る全体調整

県保健医療支部

歯

科

医

療

救

護

班

派

遣

調

整

高知大学

高知医療センター 口腔外傷・救急患者の対応調整

情

報

共

有

支

援

要

請

応

諾

歯

科

医

療

救

護

班

派

遣

調

整

歯科医療救護班派遣

災害拠点病院

情報共有、支援要請・応諾

情報共有

地区歯科医師会

（連絡員）

市町村災害対策本部

情報共有、支援要請・応諾

高知県歯科医師会

情 報 共 有

支 援 要 請

応 諾

情報共有

協議

情

報

共

有

支

援

要

請

応

諾

情

報

共

有

医療救護所

救護病院等

日本歯科医師会

情

報

共

有

歯科医療救護班派遣要請・応諾

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（総括）

総 合 的 な

調整

県保健医療本部

支 援 策 の 立 案 ・ 見 直 し

支 援 受 入 の た め の 調 整

課 題 解 決 の た め の 調 整
歯科医療の供給に関す

る全体調整

県保健医療支部

歯

科

医

療

救

護

班

派

遣

調

整

高知大学

高知医療センター 口腔外傷・救急患者の対応調整

情

報

共

有

支

援

要

請

応

諾

歯

科

医

療

救

護

班

派

遣

調

整

歯科医療救護班派遣

災害拠点病院

情報共有、支援要請・応諾
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＜マニュアル 21＞ 医療救護チームの受援

１ 受援について

（１）目的

東日本大震災や熊本地震などの過去の災害においては、発災直後から医療、保健などの支援チーム等が

被災地の支援に駆けつけましたが、災害時という混乱の中で支援チームの把握や適切な配分がされず、有

効な支援につなげることができませんでした。そこで、本県における受援マニュアルを作成し、災害時に

効果的かつ円滑な活動できるよう受援の仕組みを構築します。

（２）対象

県外から参集する医療機関や法人などの団体から申請のあった医療救護チームや医療ボランティア（個

人を除く。以下「医療救護チーム等」という。）を対象とします。ただし、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＪＭＡ

Ｔ、日赤救護班については対象外とします。

※ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴについては県保健医療本部内に設置されるＤＭＡＴ高知県調整本部、ＤＰＡＴ高知

県調整本部で医療救護チームを把握します。ＪＭＡＴ、日赤救護班については、県保健医療本部に派遣さ

れる連絡調整員を通じて医療救護チームを把握します

（３）受援の窓口

県保健医療本部の対策企画班に受援係を設置し、医療救護チーム等の受付を行います。なお、県保健医

療本部の指示があった場合は、県保健医療支部にも受援係を設置します。

２ 受援の流れ

①医療救護チーム等の受付

・県保健医療本部の対策企画班に受援係を設置し、医療救護チーム等から提出される登録票の取りまと

めを行います（メール等の電子媒体も可）。県保健医療本部から指示があれば、県保健医療支部にも

受援係を設置します。

・受援係は登録票を基に医療救護チーム等登録一覧表を作成します。

②被災状況等の把握

・県保健医療本部受援係は対策企画班内及び情報分析班と連携し、県内の被災状況、災害拠点病院や救

護病院、医療救護所における医療救護チーム等の必要数をＥＭＩＳで把握し、取りまとめます。

・取りまとめた情報や医療救護チーム等一覧表を対策企画班内及び対策統括責任者と共有します。

③活動エリアの決定

・調整会議において、被害状況や医療救護チーム等登録一覧表をもとに、医療救護チーム等の派遣先市

町村を決定します。その際、チームの参集方法に応じ※参集場所も決定します。

・決定事項は受援係が医療救護チーム等登録一覧表に記載し、県保健医療本部・支部で共有します。医

療救護チーム等に決定内容、参集場所やその後の動きを伝達し、到着日時等について聞き取ります。

活動許可証についてはデータを送付し、チーム一人一人に印刷したものを持参していただき、活動中

は許可証を携帯してもらうことも併せてお願いをします。

・県保健医療支部に医療救護チーム等の情報について報告します。支部は派遣が決定した市町村に派遣

決定の連絡を行います。

追加
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※空路参集の場合、市町村災害対策本部最寄りのヘリポートに参集していただきます。陸路参集で市町

村災害対策本部までの道路啓開が完了していない場合は、ＤＭＡＴ参集拠点となっている高知大学に

一旦参集してもらい、そこからヘリで市町村災害対策本部最寄りのヘリポートまで搬送します。

④参集場所への参集、活動場所への移動、オリエンテーションの実施

・市町村災害対策本部で医療救護チーム等を受け入れます。市町村災害対策本部担当者は活動方針や活

動場所となる医療機関の情報を共有します。その後、医療救護チーム等に活動場所へ移動していただ

き、到着後は医療機関が作成している人員配置計画や医療機関受援担当者の指示に基づき活動してい

ただきます。

⑤活動状況の把握

・市町村災害対策本部は医療救護チーム等からその日の活動内容の報告を受けます。市町村災害対策本

部は報告を取りまとめ、県保健医療支部に定時報告し、支部は県保健医療本部受援係へ報告します。

報告を受けた受援係は、県全体の医療救護チーム等の活動を取りまとめ、対策企画班内で共有します。

⑥活動終了前の対応

・県保健医療支部は、医療救護チーム等の活動終了を常に把握し、県保健医療本部に報告します。

・市町村災害対策本部は医療救護チーム等の活動期間が終了する前に、医療機関と追加の医療救護チ

ーム等が必要となるかを協議し、必要であれば共通様式４を作成し、派遣要請を行います。

・活動を終了する医療救護チーム等は、新たに支援に入る医療救護チーム等に引継を行い、活動終了

とします。

⑦活動終了

・県保健医療本部は、活動が終了した医療救護チーム等が無事に帰還したかを確認します。

・県保健医療本部は、医療救護チーム員の継続的な心のケア及び健康管理を行うよう、帰還先の組織

に依頼します。

⑧支援に要した費用弁償

・支援活動に要した費用について、災害救助法の対象経費と認められるものについて費用弁償を行いま

す。それ以外については、個別の協定等に基づいて支払います。
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様式21－1

記入日：　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

派遣機関名（団体名、医療機関名、担当者、連絡先を記載）

電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス：

※チーム構成（１にはチームの代表者をご記載ください）

主： （衛星携帯電話の場合は機種：　　　　　　　　　　　　）

副： （衛星携帯電話の場合は機種：　　　　　　　　　　　　）

　ヘリコプター　・　車両 ※車両の場合は     台    担送患者の搬送（　可　・　不　）

※登録の際に、こちらから医師や看護師などの免許番号を確認をさせていただく場合がございます。

高知県医療救護チーム等登録票

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

ふりがな 職種

医師　・　看護師　・　薬剤師　
その他（　　　　　　　　　　　　）

ふりがな 職種

医師　・　看護師　・　薬剤師　
その他（　　　　　　　　　　　　）

ふりがな 職種

医師　・　看護師　・　薬剤師　
その他（　　　　　　　　　　　　）

ふりがな 職種

医師　・　看護師　・　薬剤師　
その他（　　　　　　　　　　　　）

ふりがな 職種

医師　・　看護師　・　薬剤師　
その他（　　　　　　　　　　　　）

ふりがな 職種

医師　・　看護師　・　薬剤師　
その他（　　　　　　　　　　　　）

希望する活動エリア 　県東部　　・　　県中部　　・　　県西部　　　・　　　特になし

希望する活動場所 　医療機関　　・　　救護所　　・　　避難所　　・その他［　　                             　］・　　特になし

活動可能期間 　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　時　　　　　　　分～　　　　　月　　　　　　日　　　　　　時　　　　　　分　

参集手段（車両の場合は台数等）

携行資機材

県保健医療本部記入欄 確認結果 №

処理日：　   　  　年　　　　月　　　　日

県担当：

登録票提出先:131601@ken.pref.kochi.lg.jp（高知県健康政策部保健政策課）
                  131301@ipstar.ne.jp(IPSTAR)

1 氏名

備考

2 氏名

備考

3 氏名

備考

4 氏名

備考

5 氏名

備考

6 氏名

備考

チームの連絡先
（携帯電話、衛星携帯電話等）

  備　　考

活動場所

名称：
住所：
連絡先：
担当者名：
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様
式

2
1
－

2

Ｎ
ｏ

派
遣

機
関

（
団

体
・
医

療
機

関
・
担

当
者

）
連

絡
先

（
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
電

話
番

号
）

医
療

救
護

チ
ー

ム
代

表
者

チ
ー

ム
連

絡
先

活
動

場
所

活
動

期
間

備
考

医
療

救
護

チ
ー

ム
等

登
録

一
覧

表
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＜様式＞県保健医療本部、医療救護チーム等が使用する様式

様式21－3

（表）

　

チーム登録No :

派遣機関 :

氏名 :

登録年月日　　　　年　　　月　　　日　　　　

（裏）

注意事項

１ 本証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

２ 本証を紛失した際は、高知県保健医療調整本部受援係に連絡すること。

３ 活動を終えた際は、本証を処分すること。

問い合わせ
・衛星携帯電話(ワイドスター）　090-6886-8901
・衛星携帯電話(IPSTAR）　050-5212-0300
・一般電話　088-823-9667
・防災行政無線　※8001-9667
※防災行政無線を使用する際は、電話機を管理している担当者に使用
　方法をご確認ください。

医療救護チーム等活動許可証

上記の者は、活動を許可された医療救護チームであることを証明する。

高知県知事　○○　○○　　

様式 21-1 高知県医療救護チーム等登録票

様式 21-2 医療救護チーム等登録一覧表

様式 21-3 医療救護チーム等活動許可証
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共通様

式 1

共通様式１

１　医療機関機能情報（該当項目にチェックを入れてください）

２

ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力）

送 信 先

医療機関名 担当

電話番号 ＦＡＸ番号

メールアドレス

日　　時 　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分

情報とりまとめ

日 時 　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分　時点

入院病棟の危険状況

 入院病棟の倒壊、または倒壊のおそれ 　　有 　　無

 入院病棟の火災 　　有 　　無

 入院病棟の浸水 　　有 　　無

 ライフライン・サプライ状況

（代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください。）

 電気の通常の供給 　　無 　　有

 水の通常の供給 　　無 　　有

 医療ガスの不足 　不足 　充足

 医薬品・衛生資機材の不足 　不足 　充足

 多数患者の受診 　　有 　　無

 職員の不足 　不足 　充足

その他（上記以外で報告が必要な情報（病院へのアクセス状況、院内で対応できない症例、医療救護活動に困難を

来している理由など）があれば記入してください。）　※医療従事者・物資等の支援要請は別様式を使用。

※ EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、広域的な災害拠点病院は県保健医
療本部に、災害拠点病院は県保健医療支部に、その他の医療機関は市町村災害対策本部
（高知市に所在する医療機関は県保健医療支部（高知市支部））に報告してください。

整理番号 第　　　号

受信者

発 信 元

共通様式１

１　医療機関機能情報（該当項目を○で囲ってください。）

２

ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力）

送 信 先

医療機関名 担当

電話番号 ＦＡＸ番号

メールアドレス

日　　時 　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分

情報とりまとめ

日 時
　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分　時点

 入院病棟の倒壊、または倒壊のおそれ 有 無

 ライフライン・サプライ状況

（代替手段でのご使用時は、供給「無」または「不足」を選択してください。）

 電気の通常の供給 無 有

 水の通常の供給 無 有

 医療ガスの不足 不足 充足

 医薬品・衛生資機材の不足 不足 充足

 多数患者の受診 有 無

 職員の不足 不足 充足

その他（上記以外で報告が必要な情報（病院へのアクセス状況、院内で対応できない症例、医療救護活動に困難を

来している理由など）があれば記入してください。）　※医療従事者・物資等の支援要請は別様式を使用。

発 信 元
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共 通 様

式 2-1

共通様式２－１

１　建物の危険状況（該当項目にチェックを入れてください）　 年　 月　 日　 時　 分時点

火災

浸水

２　ライフライン・サプライ状況（該当項目にチェックを入れてください。）　年　 月 　日 　時　 分時点

３　医療機関の機能（該当項目にチェックを入れてください。）　年　 月 　日 　時　 分時点

ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力）
第　　　　　報

送 信 先

医療機関名 担当

電話番号 ＦＡＸ番号

日　　時 　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分

情報とりまとめ
日 時 　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分　時点

入院病棟 救急外来 一般外来 手術室

倒壊、又は倒壊の

恐れ
有 無 有 無 有 無 有 無

有 無 有 無 有 無 有 無

有 無 有 無 有 無 有 無

その他（上記以外に被害がある施設の状況を記入してください。）

電気の
使用状況

停電中
発電機
使用中

　正常
残り(発電機使用

中の場合)

半日・1日・２日以上

水道の
使用状況

枯渇
井戸
使用中

貯水･給水
対応中

正常
残り(貯水･給水
対応中の場合)

半日・1日・２日以上

枯渇
供給の
見込無し

供給の
見込有り

残り(供給の見込
無しの場合)

半日・1日・２日以上

配管破損の有無 有 無

食糧の
使用状況

枯渇
備蓄で
対応中

通常の供給
残り(備蓄で対応

中の場合)

半日・1日・２日以上

医薬品の
使用状況

枯渇
備蓄で
対応中

通常の供給
残り(備蓄で対応

中の場合)

半日・1日・２日以上

不足している医薬品（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

寝台用エレベーター稼働 不可 　　可

手術可否 　不可 　　可 人工透析可否 　不可 　　可

発 信 元

医療ガスの
使用状況

共通様式２－１

１　施設の倒壊、または倒壊のおそれ（該当項目を○で囲ってください。）

２　ライフライン・サプライ状況（該当項目を○で囲ってください。）

追加

３　医療機関の機能（該当項目を○で囲ってください。）

ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力）
第　　　　　報

送 信 先

医療機関名 担当

電話番号 ＦＡＸ番号

日　　時 　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分

情報とりまとめ

日 時
　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　時　　　　分　時点

入院病棟 有 無 救急外来 有 無

一般外来 有 無 手術室 有 無

その他（上記以外に倒壊、または破損のおそれのある施設の状況を記入してください。）

電気の
使用状況

停電中
発電機
使用中

正常
残り(発電機使用

中の場合)
半日・1日・２日以上

水道の
使用状況

枯渇
井戸

使用中
貯水･給水
対応中

正常
残り(貯水･給水
対応中の場合)

半日・1日・２日以上

枯渇
供給の

見込無し
供給の

見込有り
残り(供給の見込

無しの場合)
半日・1日・２日以上

配管破損の有無 有 無

食糧の
使用状況

枯渇
備蓄で
対応中

通常の供給
残り(備蓄で対応

中の場合)
半日・1日・２日以上

医薬品の
使用状況

枯渇
備蓄で
対応中

通常の供給
残り(備蓄で対応

中の場合)
半日・1日・２日以上

不足している医薬品（具体的に不足している医薬品を記入してください。）

手術可否 不可 可 人工透析可否 不可 可

発 信 元

医療ガスの
使用状況
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共 通 様

式 2-2

共通様式２－２

４　現在の患者状況(数値を記入)　 年　 月　 日　 時　 分時点

人 人

人 人

５　今後、転院が必要な患者数(数値を記入)　 年　 月　 日　 時　 分時点

人 人

人 人 人 人

６　今後、受け入れ可能な患者数(数値を記入)　 年　 月　 日　 時　 分時点

人 人

人 人 人 人

７　外来受付状況及び外来受付時間　　　 年　 月　 日　 時　 分時点

８　職員数　　　 年　 月　 日　 時　 分時点

人 人）

人 人）

人 人）

９

発災後受け入れた患者数 重症（赤） 中等症（黄）

在院患者数（外来＋入院） 重症（赤） 中等症（黄）

重症度別患者数 重症（赤） 中等症（黄）

人工呼吸 酸素 担送 護送

重症度別患者数 重症（赤） 中等症（黄）

人工呼吸 酸素 担送 護送

外来受付状況 　　受付不可 　　救急のみ 下記の通り受付

時間帯 １ 時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

時間帯 ２ 時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

時間帯 ３ 時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

出勤医師数 （内、DMAT隊員数

出勤看護師数 （内、DMAT隊員数

その他出勤人数 （内、DMAT隊員数

その他　 年　 月　 日　 時　 分時点（上記以外で報告が必要な情報（病院へのアクセス状況、院内で対応できない症例、医

療救護活動に困難を来している理由など）があれば記入してください。）　※医療従事者・物資等の支援要請は別様式を使用。

※ EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、広域的な災害拠点病院は県保健医療本部
に、災害拠点病院は県保健医療支部に、その他の医療機関は市町村災害対策本部（高知市に
所在する医療機関は県保健医療支部（高知市支部））に報告してください。

整理番号 第　　　　号

受信者

発信元 医療機関名

出勤職員数

共通様式２－２

４　現在の患者状況(数値を記入)

人 人

人 人

５　今後、転院が必要な患者数(数値を記入)

人 人

人 人 人 人

６　今後、受け入れ可能な患者数(数値を記入)

人 人

人 人 人 人

７　外来受付状況及び外来受付時間

８　職員数

人 人）

人 人）

人 人）

９

発災後受け入れた患者数 重症（赤） 中等症（黄）

在院患者数 重症（赤） 中等症（黄）

重症度別患者数 重症（赤） 中等症（黄）

人工呼吸 酸素 担送 護送

重症度別患者数 重症（赤） 中等症（黄）

人工呼吸 酸素 担送 護送

外来受付状況 受付不可 救急のみ 下記の通り受付

時間帯 １ 時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

時間帯 ２ 時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

時間帯 ３ 時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

出勤医師数 （内、DMAT隊員数

出勤看護師数 （内、DMAT隊員数

その他出勤人数 （内、DMAT隊員数

その他（上記以外で報告が必要な情報（病院へのアクセス状況、院内で対応できない症例、医療救護活動に困難を来している理由
など）があれば記入してください。）　※医療従事者・物資等の支援要請は別様式を使用。

※ EMISに入力できない場合は、この様式に記入し、広域的な災害拠点病院は県保健医療本部
に、災害拠点病院は県保健医療支部に、その他の医療機関は市町村災害対策本部（高知市に
所在する医療機関は高知市保健医療支部）に報告してください。

整理番号 第　　　　号

受信者

発信元 医療機関名

出勤職員数
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共 通 様

式 4

共通様式４

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

医療従事者等派遣 要請書

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

連絡先 連絡先 連絡先 連絡先

電話

FAX

電話

FAX

電話

FAX

電話

FAX

担当者 担当者 担当者 担当者

必要人員

その他医療職
職種 人数

参集場所 活動内容

医療従事者等派遣 応諾連絡書

市町村派遣人員

その他医療職
職種 人数

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関 到着予定日時

月　　日～ 月　　日

県保健医療支部派遣人員

その他医療職
職種 人数

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関 到着予定日時

月　　日～ 月　　日

県保健医療本部派遣人員

その他医療職
職種 人数

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関 到着予定日時

月　　日～ 月　　日

活動場所
医師(         科) 薬剤師 看護師

事務
職員

派遣場所
医師(         科) 薬剤師 看護師

事務
職員

派遣場所
医師(         科) 薬剤師 看護師

事務
職員

派遣場所
医師(         科) 薬剤師 看護師

事務
職員

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡

共通様式４

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

医療従事者等派遣 要請書

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

参集場所 備考

必要人員

その他医療職
職種 人数

医療従事者等派遣 応諾連絡書

市町村派遣人員

その他医療職
職種 人数

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

月　　日～ 月　　日

県保健医療支部派遣人員

その他医療職
職種 人数

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

月　　日～ 月　　日

県保健医療本部派遣人員

その他医療職
職種 人数

派遣期間 移動手段 医療従事者所属機関

月　　日～ 月　　日

活動場所
医師

歯科
医師

薬剤師 看護師
事務
職員

派遣場所
医師

歯科
医師

薬剤師 看護師
事務
職員

派遣場所
医師

歯科
医師

薬剤師 看護師
事務
職員

派遣場所
医師

歯科
医師

薬剤師 看護師
事務
職員

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡
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共 通 様

式 5

共通様式５

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

搬送手段の有無 備考（※ヘリ搬送を希望する場合は、別途ヘリ支援要請書を添付）

※必要に応じて、患者詳細情報（災害時診療記録、トリアージ・タッグのコピーなど）を添付

重症患者等受入要請書　兼　応諾連絡書

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

連絡先 連絡先 連絡先 連絡先

電話

FAX

電話

FAX

電話

FAX

電話

FAX

担当者 担当者 担当者 担当者

調整したtag・no 調整したtag・no 調整したtag・no

要請元記載項目 応諾機関記載項目

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分

担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分

担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡

共通様式５

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

搬送手段の有無 備考（※ヘリ搬送を希望する場合は、別途ヘリ支援要請書を添付）

※必要に応じて、患者詳細情報（災害時診療記録、トリアージ・タッグのコピーなど）を添付

重症患者等受入要請書　兼　応諾連絡書

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

要請元記載項目 応諾機関記載項目

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分

担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分

担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分

担送・護送

の別

連絡先

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡
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共 通 様

式 5 添

付様式

ヘリ支援要請書

要請機関

（発信者）

災対本部等の名称 担当者氏名 電話番号

要

請

内

容

（
該
当
項
目
に
○
）

情報収集

目 的

情報収集場所

情報収集項目 全般 住家 道路 その他（ ）

情報収集手段 映像 写真 口頭 その他（ ）

同

乗

者

有 無 無 有（ 名）

代表者 役職 氏名

離着陸場所

消火活動

※

位置情報 下欄「離着陸場所（LP）等」に記入

周辺の状況

給水適地等 無 有（ ）

捜索救助活動

※

位置情報 下欄「離着陸場所（LP）等」に記入

要救助者数等 名 その他（ ）

救急患者搬送

※

患者数

患者の状態 ※「高知県災害時医療救護計画」掲載の共通様式５に記載して添付

付き添い者 無 有（ ）

担 架 無 有（ ）

搬送先等

罹災者搬送

※

罹災者数

罹災者の状態

搬送先等

人員輸送

目 的

人 数 名

代表者 役職 氏名

搬送先

物資輸送

品 名

容 積 高さ ｃｍ、 幅 ｃｍ、 奥行き ｃｍ

重量、状態等 ｋｇ（状態等 ）

離着陸場所（LP）
等

位置情報

緯度・経度

ＵＴＭ座標

＜位置情報不明の場合＞

著名な場所（ランドマーク）からの方向・距離

から の方向に ｍ

特徴

地上支援要員
無 有（氏名 連絡先

無線の種類 コールサイン ）

現地気象
天気 視程 ｍ

風向 風速 ｍ/ｓ

共通様式５添付様式
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共 通 様

式 7

共通様式７

参集場所 備考

高知県保健医療調整本部　　あて

e-mail：131601@ken.pref.kochi.lg.jp    131301@ipstar.ne.jp

衛星携帯電話:(ワイドスター)090－6886－8901 (IPSTAR)050-5212-0300

：088－823－9137

※派遣チームの構成については、医師○名、看護師○名、薬剤師○名、事務職○名など、派遣チームの職種内訳を記載。

その他連絡事項

協定締結団体医療支援要請書

月　 日　 時　 分 月　 日　 時　 分
派遣希望

日数
月　　日～　月　　日

高知県保健医療調整本部
機関・
団体名

チーム数

担当者 担当者 活動内容

協定締結団体医療支援応諾書

FAX

（機関・団体名） （担当者名）

（連絡先） Tel Fax e-mail

派遣協力可能期間 派遣チームの構成（分野・人数） 移動手段
食料・飲料水

の準備

宿泊先確保

（寝袋含む）

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

要請
内容

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

共通様式７

参集場所 備考

高知県保健医療調整本部　　あて

FAX：088－823－9137

e-mail：132101@ken.pref.kochi.lg.jp   

※派遣チームの構成については、医師○名、看護師○名、薬剤師○名、事務職○名など、派遣チームの職種内訳を記載。

その他連絡事項

医療従事者等派遣　要請書

月　 日　 時　 分 月　 日　 時　 分
派遣希望

日数
月　　日～　月　　日

高知県保健医療調整本部
機関・
団体名

チーム数

担当者 担当者 活動内容

医療従事者等派遣　応諾書

（機関・団体名） （担当者名）

（連絡先） Tel Fax e-mail

派遣協力可能期間 派遣チームの構成（分野・人数） 移動手段
食料・飲料水

の準備

宿泊先確保

（寝袋含む）

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

連絡先

リーダー

月　　日～　　月　　日

要請
内容

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし

あり
・

なし
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資料 1

資 料

資料１ 医療救護施設の一覧 令和 4年 4 月 1 日現在

資 料

資料１ 医療救護施設の一覧 平成 31 年 4 月 1 日現在

県保健医療支部名

支部設置機関
市町村 医療救護所 （78） 救護病院（69） 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、県立室戸広域

公園屋内運動場
室戸中央病院

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（削除） 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

南国厚生病院・藤原病院・南国病院・南国

中央病院・領石蛍が丘クリニック・たかはし

内科小児科

南国厚生病院

ＪＡ高知病院

藤原病院

南国病院

南国中央病院

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）並びに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 嶺北中央病院

大豊町 大杉中央病院・大田口医院・高橋医院

大杉中央病院

大田口医院

高橋医院

土佐町 田井医院・早明浦病院
嶺北中央病院

早明浦病院

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

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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資料 2
県保健医療支部名

支部設置機関
市町村 医療救護所 （78） 救護病院（69） 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

白菊園病院

井上病院

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・仁淀診療所及び別

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 （削除）

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

日高村 日高村保健センター

高北病院

仁淀病院

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

梼原町 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

（削除）

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

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 筒井病院

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

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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資料 5

資料２ 災害時の連絡先一覧 令和 4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、9683、9648、9675、9666 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 8001-9667 FAX 8001-9137
<Email> 131601@ken.pref.kochi.lg.jp（保健政策課）、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 963-60、963-61 FAX 963-70 <Email> saigai_khsc＠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> （防災センター）電話 962-60、962-61 FAX 962-70
<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 964-60、964-61 FAX 964-70
<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 811-613、811-614 FAX 811-702
<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） 870-772-280-171（インマルサット）
<防災行政無線> 電話 960-60、960-61 FAX 960-70 <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 202-60、202-61 FAX 202-70

<Email> mr-011900@city.muroto.lg.jp

■ 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）

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） 追加
<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

■ 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）

mailto:130111@ipstar.ne.jp
mailto:130111@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:130111@ipstar.ne.jp
mailto:E-mail%E3%80%89mr-011900@city.muroto.lg.jp
mailto:130111@ipstar.ne.jp
mailto:130111@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:130111@ipstar.ne.jp
mailto:E-mail%E3%80%89mr-011900@city.muroto.lg.jp
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<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

②県立室戸広域公園屋内運動場

■ 救護病院

①室戸中央病院 <電話>0887-23-3314 <FAX>0887-23-3314

<衛星携帯電話>080-8632-3094（ワイドスター）

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 203-60、203-61 FAX 203-70

<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

<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

追加

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

mailto:E-mail%E3%80%89mr-010600@city.muroto.lg.jp
mailto:E-mail%E3%80%89kikikanri@city.aki.lg.jp
mailto:E-mail%E3%80%89info@mizukikai.or.jp
mailto:E-mail%E3%80%89mr-010600@city.muroto.lg.jp
mailto:E-mail%E3%80%89kikikanri@city.aki.lg.jp
mailto:E-mail%E3%80%89info@mizukikai.or.jp
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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）
<防災行政無線>電話 301-60、301-61 FAX 301-70
<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 302-60、302-61 FAX 302-70
<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 303-60、303-61 FAX 303-70
<衛星携帯電話>080-2979-5665（ワイドスター）
〈E-mail〉soumu@town.kochi-tano.lg.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）
<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
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■ 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

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 304-60、304-61 FAX 304-70

<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

<衛生携帯電話> 080-2990-5319

<Email> choumin@town.kochi-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 305-60、305-61 FAX 305-70

<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

■ 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

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

追加

<防災行政無線>電話 414-615 、414-619 削除

<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
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<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

■ 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 306-60、306-61 FAX 306-70

<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

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

■ 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 307-60、307-61 FAX 307-70

<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> 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

■ 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

追加

■ 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）
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<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

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 830-60、830-61 380～383（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX 830-70
<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>090-5279-1599（ワイドスター）
<防災行政無線> 電話 961-60、961-61 FAX 961-70 <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 204-60､204-61 FAX 204-70
<Email> n-chiikihoken@city.nankoku.lg.jp

■ 医療救護所

① 南国厚生病院(救護病院)

② 藤原病院(救護病院)

③ 南国病院(救護病院)

④ 南国中央病院（救護病院）

⑤ 領石蛍が丘クリニック <電話> 088-862-1123 <FAX> 088-862-1133

<Email> ryosekihotarugaoka@shimiu-kai.jp

⑥ たかはし内科小児科 <電話> 088-865-5680 <FAX> 088-865-6255

<Email> c-greenh@ma.pikara.ne.jp

■ 救護病院

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

<衛星携帯電話> 090-3461-0009（ワイドスター）

<Email> nangokukousei3030＠yahoo.co.jp

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

<衛星携帯電話> 122-001-010-881623410956(イリジウム)

<Email> fujiwara-hp@hyper.ocn.ne.jp

③ 南国病院 <電話> 088-864-3137 <FAX> 088-863-3070

④ 南国中央病院 <電話> 088-864-0001 <FAX> 088-864-0332

<衛星携帯電話> 080-2851-1642（ワイドスター）

<Email> nangoku@chisio-group.or.jp

<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

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

追加

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

追加

③追加

④追加

mailto:E-mail%E3%80%89fukushi@vill.geisei.lg.jp
mailto:E-mail%E3%80%89info@mizukikai.or.jp
mailto:130112@ken.pref.kochi.lg.jp130112@ipstar.ne.jp
mailto:E-mail%E3%80%89fukushi@vill.geisei.lg.jp
mailto:E-mail%E3%80%89info@mizukikai.or.jp
mailto:130112@ken.pref.kochi.lg.jp130112@ipstar.ne.jp
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香南市

■ 香南市 健康対策課

<電話>0887-50-3011 <FAX> 0887-50-3012
<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
<衛星携帯電話> 080-2990-0075(ワイドスター)

■ 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

<衛星携帯電話> 8816-2343-3286(イリジウム)

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 212-60、212-61 FAX 212-７0

<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）並びに岩河整形外科東市所有地

<電話> 0887-52-5000 <FAX> 0887-52-3939

② 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

③ 大栃診療所

<電話> 0887-58-2410 <FAX> 0887-58-2423 <Email> oodochi-mc@road.ocn.ne.jp

■ 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 341-60、341-61 FAX 341-70
<Email> kenkou@town.motoyama.lg.jp

■ 医療救護所

① 嶺北中央病院（救護病院）

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

追加

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）

<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 削除

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 追加

■ 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 削除

mailto:suishin@city.kami.lg.jp
mailto:kahokuhp01@pony.ocn.ne.jp
mailto:office@maeda-mc.com
mailto:suishin@city.kami.lg.jp
mailto:kahokuhp01@pony.ocn.ne.jp
mailto:office@maeda-mc.com
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■ 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
<衛星携帯電話> 080-8633-0160(ワイドスター)

大豊町

■ 大豊町 地域福祉課

<電話> 0887-72-0450 <FAX> 0887-72-0474 <防災行政無線> 電話 344-60、344-61 FAX 344-70

■ 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）

③ 高橋医院（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

③ 高橋医院 <電話> 0887-74-0214 <FAX> 0887-74-0216

<Email> day.tal@pearl.ocn.ne.jp

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 363-60、363-61 FAX 363-70

<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 （救護病院）

■ 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
<衛星携帯電話> 080-8633-0160(ワイドスター)

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

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 364-60、364-61 FAX 364-70
<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
追加

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）

追加

■ 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

追加

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

<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

追加

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

mailto:tosat-20@town.tosa.kochi.jp
mailto:reihoku_msw@yahoo.co.jp
mailto:tosat-20@town.tosa.kochi.jp
mailto:reihoku_msw@yahoo.co.jp
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■ 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
<衛星携帯電話> 080-8633-0160(ワイドスター)

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 （高知市保健医療調整本部）

（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 952-60、952-61 FAX 952-70 <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 965-60、965-6１ FAX 965-70 <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 966-60、966-61 FAX 966-70 <Email> 7104sy01@kochi.hosp.go.jp

高知市

■ 高知市保健所（高知市保健医療調整本部）

「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）
<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

■ 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
追加

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）
<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

mailto:7104sy01@kochi.hosp.go.jp
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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

<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）

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

<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）
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<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 831-60、831-61 384～387（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX 831-70
<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 967-60、967-61 FAX 967-70 <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 967-60、967-61 FAX 967-70 <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>（防災対策課）電話 205-60、205-6１ FAX 205-70
<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

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 970-60、970-61 FAX 970-70 <Email> tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp
② 白菊園病院
<電話> 088-856-1101 <FAX> 088-856-3364 <Email> shiragikughb@gmail.com
③ 井上病院
<電話> 088-852-2131 <FAX> 088-852-2133 <Email> jimu@inouehosp.sakura.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..lg.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 386-60、 386-61 FAX 386-70

■ 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）

<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 追加 <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

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 追加 <Email> tosa-mhp@fancy.ocn.ne.jp
追加

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.追加 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）
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<防災行政無線> 電話 967-60、967-61 FAX 967-70 <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>（総務課） 電話 387-60、387-61 FAX 387-70
<衛星携帯電話> 080-2990-0689(総務課) <Email> bousai@town.niyodogawa.lg.jp(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 仁淀診療所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

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>（総務課） 電話 402-60、402-61 FAX 402-70

<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

<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>追加 電話 423-619 FAX 423-710（総務課）
追加

■ 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

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>追加 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

mailto:niyodo-h@town.ino.kochi.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:sk06010@town.sakawa.lg.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:niyodo-h@town.ino.kochi.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:sk06010@town.sakawa.lg.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
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<電話> 0889-26-3211 <FAX> 0889-20-1186 <Email>center@town.ochi.lg.jp

<防災行政無線> (危機管理課) 電話 403-60、403-61 FAX 403-70

■ 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

④ 山﨑病院 <電話> 0889-26-1123 <FAX> 0889-26-3260

<Email> yamasaki@yamasaki.or.jp

⑤ 岡本内科 <電話> 0889-26-1121 <FAX> 0889-26-1125

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> (総務課) 電話 410-60、410-61 FAX 410-70
<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 仁淀病院

<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 967-60、967-61 FAX 967-70 <Email> niyodo-h@town.ino.kochi.jp

③ 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)

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 818-606、818-682～685、388～391（ﾊﾝﾃﾞｨ） FAX818-702

<Email> 130116@ken.pref.kochi.lg.jp 、 130116@ipstar.ne.jp

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

<防災行政無線>追加 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 削除

■ 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

追加

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>追加 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

追加

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)

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

mailto:center@town.ochi.kochi.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:niyodo-h@town.ino.kochi.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:130116@ken.pref.kochi.lg.jp
mailto:center@town.ochi.kochi.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:sk14010@town.sakawa.lg.jp
mailto:130116@ken.pref.kochi.lg.jp
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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 968-60、968-61 FAX 968-70
<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） 8816-2347-1827（イリジウム）
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 971-60、971-61 FAX 971-70

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> (地震・防災課） 電話 206-60、206-61 FAX 206-70 <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 970-60､970-61 FAX 970-70 <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> （総務課） 電話 401-60、401-61 FAX 401-70
<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

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） 8816-2347-1827（イリジウム）
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com

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） 追加
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 479 追加

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>追加 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 追加 <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>追加 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

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） 追加
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
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<防災行政無線> 電話 971-60、971-61 FAX 971-70

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>(総務課） 電話 405-60、405-61 FAX 405-70
<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> （総務課） 電話 411-60、411-61 FAX 411-70
<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> （危機管理課） 電話 412-60、412-61 FAX 412-70

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

■ 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

<防災行政無線> 電話 479 追加

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>追加 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>追加 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>追加 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

■ 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

mailto:yusu-hospital@town.yusuhara.kochi.jp
mailto:106000@town.shimanto.lg.jp
mailto:yusu-hospital@town.yusuhara.kochi.jp
mailto:106000@town.shimanto.lg.jp
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<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） 8816-2347-1827（イリジウム）
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 971-60、971-61 FAX 971-70

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 832-60、832-61 FAX 832-70
<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 969-60、969-61 FAX 969-70 <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> （危機管理課） 電話 208-60、208-61 FAX 208-70

<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)

<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

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） 追加
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 479 追加

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>追加 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)

<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

mailto:info@ooida-hp.net
mailto:info@ooida-hp.net


該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

資料 19

資料 20

<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> （総務課） 電話 209-60、209-61 FAX 209-70
<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> （地震防災課） 電話 210-60、210-61 FAX 210-70
<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 中村病院救護所 （救護病院）

③ 木俵病院救護所 （救護病院）

④ 森下病院救護所 （救護病院）

⑤ 竹本病院救護所 （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）

■ 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)

<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>追加 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>追加 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）

■ 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)

mailto:kenkou@city.tosashimizu.lg.jp
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② 中村病院

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

③ 木俵病院

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

④ 森下病院

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

⑤ 竹本病院

<電話> 0880-35-4151 <FAX> 0880-35-4155 <Email> takemoto@poem.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>（総務課） 電話 424-60、424-61 FAX 424-70
<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>（総務課） 電話 427-60、427-61 FAX 427-70
<Email> jumin@vill.mihara.lg.jp

■ 医療救護所

① 三原村国保診療所敷地内

<電話> 0880-46-2011 <FAX> 0880-46-2012

■ 救護病院

① 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

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)

<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>追加 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>追加 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>追加 電話 433-619 FAX 433-710

mailto:takemoto@poem.ocn.ne.jp
mailto:n-shinryou@city.shimanto.lg.jp
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<防災行政無線> （情報防災課）電話 428-60、428-61 FAX 428-70
<Email> kenkouhukushi@town.kuroshio.lg.jp

■ 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） 8816-2347-1827（イリジウム）
<Email> kubokawa-rm@kawamurakai.com
<防災行政無線> 電話 971-60、971-61 FAX 971-70

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

<Email> kenkouhukushi@town.kuroshio.lg.jp

■ 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） 追加
<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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該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

資料 24
資料４ ヘリコプター ランディングポイント等適地一覧 （令和３年２月末現在）

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 UTM 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″ 6995 1311(53SLT) 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″ 6982 1284(53SLT) 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″ 6929 1531(53SLT) 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″ 6894 0909(53SLT) 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″ 6881 1103(53SLT) 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″ 6861 1110(53SLT) 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″ 6793 1576(53SLT) 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″ 6755 1456(53SLT) 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″ 6742 1469(53SLT) 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″ 6667 1451(53SLT) 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″ 6664 2003(53SLT) 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″ 6588 1317(53SLT) 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″ 6515 0708(53SLT) 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″ 6516 1327(53SLT) 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″ 6464 1482(53SLT) 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″ 6443 0921(53SLT) 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″ 6443 2194(53SLT) 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″ 6386 0713(53SLT) 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″ 6373 1471(53SLT) 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″ 6361 1354(53SLT) 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″ 6373 2161(53SLT) 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″ 6334 1453(53SLT) 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″ 6340 2247(53SLT) 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″ 6302 1373(53SLT) 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″ 6315 2257(53SLT) 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″ 6229 2209(53SLT) 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″ 6120 0914(53SLT) 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″ 6100 0920(53SLT) 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″ 6094 0899(53SLT) 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″ 6081 0852(53SLT) 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″ 6071 2140(53SLT) 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″ 6040 1426(53SLT) 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″ 6032 1207(53SLT) 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″ 5831 1925(53SLT) 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″ 5826 1956(53SLT) 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″ 5783 1821(53SLT) 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″ 5780 1834(53SLT) 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″ 5605 0770(53SLT) 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″ 5189 2139(53SLT) 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″ 5377 1843(53SLT) 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″ 5785 1817(53SLT) 28 28 アスファルト

42 高知市 高知ゴルフ倶楽部（１番ホール） 高知市重倉945番地 N33°35′56″ E133°32′58″ 6543 1863(53SLT) 23 37 芝
43 高知市 高知ゴルフ倶楽部（11番ホール） 高知市重倉945番地 N33°36′11″ E133°33′42″ 6658 1909(53SLT) 28 30 芝

44 高知市 高知ゴルフ倶楽部（13番ホール） 高知市重倉945番地 N33°36′11″ E133°34′08″ 6725 1905(53SLT) 30 30 芝
45 高知市 弥右衛門公園 高知市高埇12番１号 N33°34′27″ E133°33′25″ 6607 1588(53SLT) 20 20 コンクリート

46 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″ 3447 1165(53SMT) 90 60 砂質土
47 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″ 3387 1089(53SMT) 40 40 アスファルト

48 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″ 3343 1021(53SMT) 65 62 砂質土
49 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″ 3342 0947(53SMT) 290 28 砂質土

50 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″ 3206 0708(53SMT) 260 42 砂質土
51 東洋町 魚網干場 安芸郡東洋町野根甲 N33°29′37″ E134°15′56″ 3178 0625(53SMT) 110 50 アスファルト

52 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″ 3091 0771(53SMT) 69 65 芝
53 東洋町 押野公園 安芸郡東洋町野根甲373 N33°30′15″ E134°14′55″ 3021 0743(53SMT) 130 37 芝

54 室戸市 佐喜浜港 室戸市佐喜浜町4920-1 N33°23′42″ E134°12′38″ 2658 9536(53SMS) 61 30 砂質土
55 室戸市 佐喜浜中学校 室戸市佐喜浜町3848 N33°24′03″ E134°12′37″ 2656 9600(53SMS) 90 50 砂質土

56 室戸市 佐喜浜川川原 室戸市佐喜浜町山口 N33°23′51″ E134°12′37″ 2656 9563(53SMS) 30 20 砂質土
57 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″ 2549 9724(53SMS) 73 70 砂質土

58 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″ 2433 8475(53SMS) 50 24 アスファルト

59 室戸市 高岡漁港 室戸市室戸岬町高岡 N33°16′02″ E134°11′05″ 2407 8121(53SMS) 20 20 コンクリート

60 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″ 2272 8353(53SMS) 114 67 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

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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資料 25
北緯 東経 UTM 長さ 幅

61 室戸市 室戸市消防署 室戸市室津12 N33°17′41″ E134°10′01″ 2244 8427(53SMS) 45 30 アスファルト

62 室戸市 室津河内(北側) 室戸市室津948-8　他 N33°20′12″ E134°09′58″ 2240 8892(53SMS) 26 19 砂質土

63 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″ 2168 8320(53SMS) 83 34 芝

64 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″ 2163 8338(53SMS) 124 70 砂質土・芝

65 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″ 2161 8397(53SMS) 36 36 コンクリート・アスファルト

66 室戸市 室戸岬中学校 室戸市室戸岬町5709 N33°16′29″ E134°09′28″ 2157 8206(53SMS) 90 60 砂質土・芝

67 室戸市 室戸小学校 室戸市浮津115 N33°17′30″ E134°09′07″ 2104 8394(53SMS) 77 44 砂質土

68 室戸市 室戸中学校 室戸市浮津三番町92-1 N33°17′33″ E134°08′34″ 2019 8404(53SMS) 80 66 砂質土

69 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″ 1822 8661(53SMS) 65 65 草地
70 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″ 1773 8434(53SMS) 100 60 砂質土・草地

71 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″ 1763 8431(53SMS) 19 18 芝

72 室戸市 吉良川中学校 室戸市吉良川町乙2000 N33°20′13″ E134°05′44″ 1583 8901(53SMS) 87 67 砂質土

73 室戸市 羽根川河口 室戸市羽根町乙 N33°21′48″ E134°03′42″ 1270 9196(53SMS) 39 24 砂質土

74 室戸市 羽根中学校 室戸市羽根町乙774 N33°22′21″ E134°03′38″ 1261 9298(53SMS) 65 60 砂質土

75 北川村 北川村島【シマ】 安芸郡北川村島 N33°32′31″ E134°07′13″ 1832 1172(53SMT) 30 30 アスファルト

76 北川村 北川中学校 安芸郡北川村野友甲1548 N33°26′46″ E134°02′28″ 1088 0116(53SMT) 90 65 砂質土
77 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″ 0966 9830(53SMS) 45 24 アスファルト

78 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″ 0858 9890(53SMS) 36 32 芝

79 田野町 二十三士公園 安芸郡田野町開 N33°25′50″ E134°01′02″ 0864 9945(53SMS) 42 26 砂質土

80 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″ 1861 2062(53SMT) 24 23 砂利

81 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″ 1749 1973(53SMT) 34 32 砂利

82 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″ 1734 2007(53SMT) 78 38 砂質土

83 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″ 1712 1850(53SMT) 43 25 芝

84 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″ 1322 1450(53SMT) 21 17 アスファルト

85 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″ 1254 1426(53SMT) 20 13 アスファルト

86 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″ 1200 1097(53SMT) 26 15 砂利

87 馬路村 馬路村民運動場 安芸郡馬路村馬路 N33°33′16″ E134°02′58″ 1176 1316(53SMT) 92 54 砂質土

88 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″ 1116 1277(53SMT) 20 20 コンクリート

89 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″ 1112 1890(53SMT) 13 5 コンクリート

90 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″ 0756 0045(53SMT) 50 40 コンクリート

91 安田町 中山小・中学校 安芸郡安田町正弘1538 N33°29′12″ E134°00′04″ 0720 0569(53SMT) 62 50 砂質土

92 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″ 0604 0043(53SMT) 61 20 アスファルト

93 安田町 安田中学校 安芸郡安田町安田2003 N33°26′31″ E133°59′04″ 0560 0074(53SMT) 78 62 砂質土

94 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″ 1012 0937(53SMT) 64 35 コンクリート

95 安芸市 東川小中学校 安芸市入河内710 N33°33′26″ E133°57′37″ 0349 1355(53SMT) 50 30 砂質土

96 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″ 0223 0666(53SMT) 30 16 アスファルト

97 安芸市 安芸市畑山ふるさと交流センター 安芸市畑山乙381 N33°37′19″ E133°55′26″ 0018 2076(53SMT) 34 24 草地

98 安芸市 中ノ橋下サッカー場 安芸市土居1313 N33°30′54″ E133°55′00″ 9939 0891(53SLT) 130 28 草地

99 安芸市 安芸中学校野球場 安芸市川北甲 N33°30′07″ E133°54′58″ 9932 0746(53SLT) 82 81 砂質土
100 安芸市 中ノ橋上公園【どい】 安芸市土居 N33°31′02″ E133°54′57″ 9931 0915(53SLT) 62 18 アスファルト

101 安芸市 安芸川河口周辺 安芸市川北 N33°29′42″ E133°54′45″ 9898 0669(53SLT) 62 58 砂利

102 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″ 9878 0703(53SLT) 48 42 砂質土

103 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″ 9757 0800(53SLT) 21 18 コンクリート

104 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″ 9712 0912(53SLT) 103 74 芝

105 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″ 9705 0776(53SLT) 136 69 芝

106 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″ 9703 0792(53SLT) 104 82 芝

107 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″ 9030 1049(53SLT) 103 70 砂質土
108 芸西村 芸西【GEISEI】 安芸郡芸西村和食甲4525 N33°31′44″ E133°49′03″ 9020 1055(53SLT) 29 25 アスファルト

109 芸西村 芸西中学校 安芸郡芸西村和食甲2265 N33°31′28″ E133°48′43″ 8967 1006(53SLT) 63 50 砂質土

110 芸西村 芸西小学校 安芸郡芸西村和食甲1188 N33°31′39″ E133°48′27″ 8927 1040(53SLT) 75 49 砂質土

111 芸西村 和食川河口 安芸郡芸西村和食甲 N33°31′03″ E133°47′58″ 8851 0930(53SLT) 108 31 砂質土

112 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″ 8779 1181(53SLT) 46 25 アスファルト

113 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″ 8603 0921(53SLT) 45 31 アスファルト

114 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″ 8645 0967(53SLT) 17 17 コンクリート・アスファルト

115 香南市 夜須小学校 香南市夜須町西山13-2 N33°32′37″ E133°45′38″ 8493 1224(53SLT) 59 34 砂質土

116 香南市 夜須中学校 香南市夜須町西山5-1 N33°32′33″ E133°45′36″ 8487 1212(53SLT) 66 34 砂質土

117 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″ 8464 1372(53SLT) 89 79 芝

118 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″ 8438 1363(53SLT) 341 115 砂質土

119 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″ 8417 1120(53SLT) 59 31 芝

120 香南市 夜須運動広場 香南市夜須町坪井1692 N33°32′39″ E133°45′00″ 8395 1232(53SLT) 97 81 砂質土

121 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″ 8334 1559(53SLT) 78 41 砂質土

122 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″ 8281 1405(53SLT) 98 87 砂質土
123 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″ 8246 1492(53SLT) 87 64 砂質土

124 香南市 岸本小学校 香南市香我美町岸本95 N33°32′32″ E133°44′01″ 8242 1212(53SLT) 70 23 砂質土

125 香南市 赤岡運動広場 香南市赤岡町1094 N33°32′35″ E133°43′46″ 8204 1222(53SLT) 90 87 砂質土

126 香南市 赤岡小学校 香南市赤岡町弁天通816 N33°32′32″ E133°43′34″ 8173 1213(53SLT) 54 32 砂質土

127 香南市 赤岡中学校 香南市赤岡町1611 N33°32′45″ E133°43′24″ 8148 1253(53SLT) 104 54 砂質土

128 香南市 城山高校 香南市赤岡町1612 N33°32′53″ E133°43′24″ 8148 1278(53SLT) 90 84 砂質土

129 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″ 8122 1460(53SLT) 56 53 砂質土
130 香南市 野市中学校 香南市野市町東野72 N33°34′02″ E133°42′23″ 7993 1492(53SLT) 98 50 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

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

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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131 香南市 吉川小学校 香南市吉川町吉原 N33°32′34″ E133°42′02″ 7936 1222(53SLT) 70 59 砂質土

132 香南市 佐古小学校 香南市野市町母代寺104 N33°34′55″ E133°42′01″ 7938 1656(53SLT) 45 33 砂質土
133 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″ 7912 1601(53SLT) 107 68 芝
134 香南市 野市小学校 香南市野市町西野618 N33°33′52″ E133°41′51″ 7910 1462(53SLT) 69 47 砂質土

135 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″ 7787 1522(53SLT) 124 62 芝
136 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″ 0187 3186(53SMT) 73 31 アスファルト・砂質土

137 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″ 9601 3245(53SLT) 25 16 アスファルト

138 香美市 旧大栃高校 香美市物部町大栃 N33°41′59″ E133°52′30″ 9574 2943(53SLT) 86 51 砂質土
139 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″ 8925 2445(53SLT) 100 66 芝
140 香美市 香北中学校 香美市香北町美良布892 N33°39′10″ E133°46′52″ 8698 2432(53SLT) 109 69 砂質土

141 香美市 鏡野公園 香美市土佐山田町宮ノ口 N33°37′08″ E133°43′13″ 8129 2063(53SLT) 88 62 芝
142 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″ 8106 2051(53SLT) 56 50 砂質土
143 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″ 8064 1978(53SLT) 82 46 芝

144 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″ 7964 1847(53SLT) 137 50 草地
145 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″ 7922 1980(53SLT) 90 49 砂質土

146 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″ 7914 1998(53SLT) 91 60 砂質土
147 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″ 7787 1929(53SLT) 68 37 砂質土
148 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″ 7754 1985(53SLT) 110 88 芝

149 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″ 9907 3466(53SLT) 31 31 アスファルト

150 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″ 9563 2930(53SLT) 35 32 アスファルト

151 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″ 1045 3608(53SMT) 32 52 アスファルト

152 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″ 7625 2621(53SLT) 30 24 アスファルト

153 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″ 8828 2615(53ＳＬＴ) 30 18 アスファルト

154 香美市 猪野々ヘリポート【いのの】 香美市香北町猪野々字平石ノ下369番 Ｎ33°42′25″ Ｅ133°51′27″ 9412 3024(53ＳＬＴ) 37 33 アスファルト

155 香美市 土佐山田ヘリポート【とさやまだ】 香美市土佐山田町植字ツクリヲカ1275番 Ｎ33°36′55″ Ｅ133°41′10″ 53SLT78122025 37 37 アスファルト

156 南国市 高知空港 南国市久枝乙58 N33°32′46″ E133°40′28″ 7694 1262(53SLT) ― ― コンクリート

157 南国市 南国市立スポーツセンター 南国市前浜1344番地３ N33°32′29″ E133°39′19″ 7515 1212(53SLT) 118 96 砂質土
158 南国市 南国市立比江スポーツグラウンド 南国市比江703 N33°35′55″ E133°38′50″ 7448 1847(53SLT) 106 53 砂質土
159 南国市 南国市立吾岡山文化の森スポーツ広場 南国市大埇乙3542番地２ N33°34′01″ E133°38′36″ 7408 1497(53SLT) 148 69 芝

160 南国市 南国立スポーツパーク 南国市三和琴平２丁目1638番地２ N33°32′13″ E133°38′26″ 7378 1164(53SLT) 102 77 人工芝・砂質土

161 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″ 7152 1814(53SLT) 21 21 アルミ合金
162 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″ 7112 1781(53SLT) 82 75 砂質土

163 南国市 奈路【なろ】 南国市奈路字上平藪1659 N33°37′57″ E133°35′44″ 6974 2229(53SLT) 15 15 コンクリート

164 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″ 9131 4069(53SLT) 20 20 コンクリート

165 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″ 8511 4040(53SLT) 20 20 コンクリート

166 大豊町 大豊小学校 長岡郡大豊町東土居257 N33°47′42″ E133°45′31″ 8508 4012(53SLT) 48 33 砂質土
167 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″ 8480 3612(53SLT) 25 20 草地

168 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″ 8239 3901(53SLT) 46 39 草地
169 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″ 7882 2880(53SLT) 20 20 アスファルト

170 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″ 7794 3506(53SLT) 39 39 アスファルト

171 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″ 7648 4281(53SLT) 37 37 芝
172 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″ 7635 3551(53SLT) 110 55 砂質土
173 大豊町 川口南【OTOYO】　 長岡郡大豊町津家2095 N33°46′08″ E133°39′12″ 7530 3735(53SLT) 36 29 コンクリート

174 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″ 7122 3635(53SLT) 141 87 コンクリート・砂質土

175 本山町 本山【もとやま】 長岡郡本山町下津野 N33°45′31″ E133°35′53″ 7016 3627(53SLT) 48 43 コンクリート・砂質土

176 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″ 6983 3634(53SLT) 74 37 砂質土

177 本山町 本山小学校 長岡郡本山町本山458 N33°45′30″ E133°35′25″ 6944 3625(53SLT) 56 46 砂質土
178 本山町 嶺北高等学校 長岡郡本山町本山727 N33°45′30″ E133°35′02″ 6885 3626(53SLT) 116 60 砂質土

179 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″ 6622 3587(53SLT) 103 54 砂質土
180 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″ 6586 3938(53SLT) 20 20 コンクリート

181 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″ 6580 3501(53SLT) 92 66 砂質土

182 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″ 6558 3594(53SLT) 47 36 コンクリート

183 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″ 6546 3474(53SLT) 87 62 砂質土
184 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″ 6304 3114(53SLT) 64 42 砂質土

185 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″ 6136 3067(53SLT) 67 43 砂質土
186 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″ 5762 2878(53SLT) 46 30 砂質土
187 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″ 5603 3589(53SLT) 21 21 アスファルト

188 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″ 5288 3227(53SLT) 52 20 アスファルト

189 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″ 6400 3361(53SLT) 20 20 アスファルト

190 大川村 船戸【フナト】 土佐郡大川村船戸 N33°47′18″ E133°28′57″ 5951 3972(53SLT) 15 14 アスファルト

191 大川村 大川村山村広場 土佐郡大川村朝谷 N33°49′39″ E133°28′14″ 5847 4408(53SLT) 81 81 砂質土
192 大川村 大川中学校 土佐郡大川村中切517-2 N33°46′49″ E133°28′09″ 5826 3885(53SLT) 65 38 砂質土

193 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″ 5810 4322(53SLT) 38 19 砂質土
194 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″ 4807 4184(53SLT) 18 18 コンクリート

195 いの町 枝川小学校 吾川郡いの町枝川2964-1 N33°33′14″ E133°27′33″ 5696 1376(53SLT) 75 55 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

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
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196 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″ 5623 1152(53SLT) 51 38 芝

197 いの町 伊野商業高校 吾川郡いの町332-1 N33°33′04″ E133°26′44″ 5569 1347(53SLT) 151 65 砂質土

198 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″ 5527 1082(53SLT) 93 78 芝・砂質土
199 いの町 伊野南中学校 吾川郡いの町八田2300 N33°31′51″ E133°26′22″ 5509 1123(53SLT) 85 75 砂質土

200 いの町 伊野南小学校 吾川郡いの町八田2321 N33°31′46″ E133°26′19″ 5501 1108(53SLT) 91 79 砂質土
201 いの町 伊野中学校 吾川郡いの町1152 N33°32′43″ E133°25′51″ 5432 1284(53SLT) 160 50 砂質土

202 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″ 5414 1161(53SLT) 210 94 砂利

203 いの町 桜堤 吾川郡いの町3899-1 N33°32′43″ E133°25′28″ 5372 1285(53SLT) 30 16 アスファルト

204 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″ 5356 1239(53SLT) 16 13 コンクリート

205 いの町 川内小学校 吾川郡いの町鎌田216 N33°32′32″ E133°25′08″ 5320 1252(53SLT) 51 25 砂質土
206 いの町 消防学校 吾川郡いの町大内2030 N33°32′07″ E133°25′01″ 5301 1175(53SLT) 81 46 アスファルト

207 いの町 波川河川敷 吾川郡いの町波川 N33°33′01″ E133°24′48″ 5270 1342(53SLT) 52 14 アスファルト

208 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″ 5235 1093(53SLT) 23 23 コンクリート

209 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″ 5220 1260(53SLT) 56 55 芝・砂質土

210 いの町 鹿敷河川敷 吾川郡いの町鹿敷 N33°34′02″ E133°21′56″ 4829 1537(53SLT) 304 70 砂利
211 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″ 4823 1599(53SLT) 300 105 砂利

212 いの町 とさ自由学校運動場 吾川郡いの町勝賀瀬4387 N33°35′10″ E133°21′52″ 4822 1746(53SLT) 25 23 芝・砂質土
213 いの町 程野【ＨＯＤＯＮＯ】 吾川郡いの町清水上分2995 N33°42′12″ E133°21′25″ 4773 3047(53SLT) 80 45 アスファルト

214 いの町 脇ノ山小学校【HONGAWA WAKINOYAMA】 吾川郡いの町脇ノ山228-7 N33°46′44″ E133°20′48″ 4692 3886(53SLT) 30 30 コンクリート

215 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″ 4632 2437(53SLT) 55 50 砂質土

216 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″ 4618 2831(53SLT) 60 23 砂質土

217 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″ 4518 3323(53SLT) 44 39 コンクリート・アスファルト

218 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″ 4515 3646(53SLT) 59 48 砂質土

219 いの町 本川中学校 吾川郡いの町長沢22-1 N33°43′35″ E133°18′24″ 4312 3311(53SLT) 43 36 砂質土
220 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″ 4207 1969(53SLT) 106 74 砂質土

221 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″ 4147 2241(53SLT) 37 24 コンクリート・アスファルト

222 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″ 4088 2251(53SLT) 70 60 砂質土

223 いの町 桑瀬【HONGAWA KUWASE】 吾川郡いの町桑瀬長又200-7 N33°48′19″ E133°16′24″ 4017 4191(53SLT) 20 20 コンクリート

224 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″ 3633 3365(53SLT) 30 30 コンクリート・アスファルト

225 いの町 寺野【TERANO】 吾川郡いの町上川甲1934
N33°38′

58″
E133°22′
01″

4856　
2449(53SLT)

25 17 ｺﾝｸﾘｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ

226 日高村 日高特別支援学校 高岡郡日高村下分60 N33°32′21″ E133°22′56″ 4979 1223(53SLT) 67 40 砂質土
227 日高村 日下小学校 高岡郡日高村本郷89 N33°32′09″ E133°22′26″ 4901 1188(53SLT) 70 45 砂質土

228 日高村 日高中学校 高岡郡日高村本郷3611 N33°31′43″ E133°21′55″ 4820 1109(53SLT) 105 66 砂質土
229 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″ 4638 1041(53SLT) 113 85 芝

230 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″ 4617 1500(53SLT) 18 18 アスファルト

231 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″ 4565 1458(53SLT) 43 21 砂質土
232 日高村 加茂小学校 高岡郡日高村岩目地40 N33°31′31″ E133°19′42″ 4476 1077(53SLT) 60 40 砂質土

233 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″ 4237 1568(53SLT) 18 18 アスファルト

234 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″ 4289 0825(53SLT) 55 50 砂質土

235 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″ 4286 0831(53SLT) 45 30 アスファルト

236 佐川町 佐川中学校 高岡郡佐川町甲1936-1 N33°29′53″ E133°18′06″ 4224 0779(53SLT) 99 86 砂質土
237 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″ 4096 1148(53SLT) 33 20 アスファルト

238 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″ 4068 0560(53SLT) 66 33 砂質土・芝
239 佐川町 斗賀野小学校 高岡郡佐川町中組77 N33°28′35″ E133°17′05″ 4062 0542(53SLT) 57 45 砂質土

240 佐川町 黒岩中学校 高岡郡佐川町黒原2799 N33°32′39″ E133°17′02″ 4067 1293(53SLT) 77 61 砂質土
241 佐川町 佐川小学校 高岡郡佐川町乙2166 N33°30′21″ E133°16′58″ 4050 0869(53SLT) 56 34 砂質土

242 佐川町 黒岩小学校 高岡郡佐川町黒原2799 N33°32′44″ E133°16′46″ 4026 1310(53SLT) 72 28 砂質土

243 佐川町 尾川【おがわ】 高岡郡佐川町本郷耕 N33°29′24″ E133°15′25″ 3807 0697(53SLT) 34 21 アスファルト

244 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″ 3753 0744(53SLT) 63 51 砂質土

245 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″ 4349 6829(53SLT) 40 40 アスファルト

246 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″ 3969 1754(53SLT) 24 15 アスファルト

247 越知町 明治西部公民館 高岡郡越知町鎌井田本村5766 N33°34′13″ E133°15′10″ 3783 1588(53SLT) 53 37 砂質土
248 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″ 3748 1219(53SLT) 103 87 砂質土

249 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″ 3711 1115(53SLT) 20 20 コンクリート

250 越知町 宮の前公園 高岡郡越知町越知丙 N33°32′04″ E133°14′41″ 3701 1192(53SLT) 69 46 芝
251 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″ 3702 1833(53SLT) 23 17 コンクリート

252 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″ 3617 1689(53SLT) 20 20 コンクリート

253 越知町 横畠西部集落活動センター 高岡郡越知町横畠中1847 N33°33′57″ E133°13′41″ 3553 1542(53SLT) 32 32 砂質土

254 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″ 3348 1491(53SLT) 12 12 コンクリート

255 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″ 2969 0893(53SLT) 15 15 アスファルト

256 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″ 3488 1549(53SLT) 24 24 アスファルト

257 仁淀川町 安居 吾川郡仁淀川町成川551-2 N33°38′27″ E133°11′46″ 3271 2379(53SLT) 17 17 アスファルト

258 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″ 3221 1597(53SLT) 24 22 アスファルト

259 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″ 3224 2069(53SLT) 28 13 コンクリート

260 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″ 3164 1580(53SLT) 17 17 アスファルト

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

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)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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資料 28
北緯 東経 UTM 長さ 幅

261 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″ 3055 1687(53SLT) 24 15 アスファルト

262 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″ 3026 1641(53SLT) 63 53 砂質土

263 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″ 2990 1657(53SLT) 62 45 砂質土・芝

264 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″ 2970 2002(53SLT) 65 60 砂質土

265 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″ 2960 1553(53SLT) 27 25 アスファルト

266 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″ 2867 2010(53SLT) 34 25 アスファルト

267 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″ 2798 2468(53SLT) 20 19 コンクリート

268 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″ 2770 1507(53SLT) 24 24 アスファルト

269 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″ 2640 0837(53SLT) 57 43 砂質土・芝

270 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″ 2634 0810(53SLT) 27 16 コンクリート

271 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″ 2625 1143(53SLT) 72 46 砂質土

272 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″ 2622 2144(53SLT) 29 26 草地・砂利

273 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″ 2624 2422(53SLT) 24 16 アスファルト

274 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″ 2580 1547(53SLT) 30 20 コンクリート

275 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″ 2488 1305(53SLT) 86 9 アスファルト

276 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″ 2488 1296(53SLT) 70 48 砂質土・芝

277 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″ 2467 1287(53SLT) 65 35 コンクリート・アスファルト

278 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″ 2291 1679(53SLT) 20 20 アスファルト

279 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″ 2207 0636(53SLT) 42 31 アスファルト

280 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″ 2189 0781(53SLT) 267 30 砂利

281 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″ 2041 1677(53SLT) 80 47 芝

282 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″ 2350 0570(53SLT) 20 20 アスファルト

283 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″ 5742 0457(53SLT) 28 27 アスファルト

284 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″ 5647 9978(53SLS) 20 20 アスファルト

285 土佐市 しおかぜ公園 土佐市宇佐町橋田 N33°27′05″ E133°27′06″ 5610 0240(53SLT) 47 25 アスファルト

286 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″ 5581 0253(53SLT) 70 43 砂質土

287 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″ 5179 0774(53SLT) 127 119 砂質土

288 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″ 5176 0792(53SLT) 88 43 アスファルト

289 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″ 4540 0725(53SLT) 25 24 アスファルト

290 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″ 5427 9923(53SLS) 95 90 砂質土

291 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″ 4750 9757(53SLS) 110 50 芝

292 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″ 4745 9794(53SLS) 70 55 芝

293 須崎市 朝ヶ丘中学校 須崎市吾井郷乙1818 N33°25′12″ E133°17′37″ 4135 9915(53SLS) 80 45 砂質土

294 須崎市 多ノ郷小学校 須崎市吾井郷乙1909-2 N33°25′07″ E133°17′32″ 4121 9900(53SLS) 90 90 砂質土

295 須崎市 吾桑小学校 須崎市吾井郷乙488-1 N33°25′54″ E133°17′30″ 4119 0045(53SLT) 70 20 砂質土

296 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″ 4075 9740(53SLS) 70 30 芝

297 須崎市 須崎総合高等学校 須崎市多ノ郷甲4167-3 N33°24′25″ E133°16′49″ 4008 9772(53SLS) 90 90 砂質土

298 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″ 3972 9591(53SLS) 10 9 アスファルト

299 須崎市 須崎中学校 須崎市下分甲316 N33°23′21″ E133°16′28″ 3951 9576(53SLS) 60 60 砂質土

300 須崎市 須崎高等学校　跡地 須崎市下分甲391-2 N33°23′26″ E133°16′22″ 3936 9592(53SLS) 100 95 砂質土

301 須崎市 新荘川河川敷 須崎市下分　 N33°23′31″ E133°15′37″ 3819 9609(53SLS) 108 24 砂質土

302 須崎市 安和小学校 須崎市安和206 N33°22′09″ E133°15′23″ 3779 9357(53SLS) 30 20 砂質土

303 須崎市 上分中学校 須崎市上分甲87-1 N33°24′45″ E133°14′11″ 3601 9841(53SLS) 40 25 砂質土

304 津野町 葉山小学校
高岡郡津野町姫野々503-
1

N33°26′31″ E133°12′44″ 3382 0171(53SLT) 50 45 砂質土

305 津野町 葉山（姫野々）【はやま】
高岡郡津野町姫野々732-
1

N33°26′09″ E133°12′43″ 3378 0103(53SLT) 33 20 アスファルト

306 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″ 3290 0216(53SLT) 121 83 砂質土

307 津野町 葉山中学校
高岡郡津野町白石丙149-
1

N33°26′45″ E133°11′14″ 3150 0218(53SLT) 90 62 砂質土

308 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″ 3077 9841(53SLS) 25 25 アスファルト

309 津野町 精華小学校 高岡郡津野町大野7-1 N33°26′30″ E133°10′20″ 3010 0175(53SLT) 61 36 砂質土

310 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″ 2786 0191(53SLT) 30 23 砂質土

311 津野町 つの（駄場）【つの】 高岡郡津野町白石 N33°26′15″ E133°08′09″ 2671 0134(53SLT) 28 20 アスファルト

312 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″ 2604 0160(53SLT) 65 53 芝

313 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″ 2580 0108(53SLT) 43 20 砂質土

314 津野町 船戸 高岡郡津野町船戸1321 N33°24′59″ E133°05′22″ 2235 9908(53SLS) 30 25 芝

315 津野町 高原荘 高岡郡津野町力石5082 N33°23′40″ E133°01′53″ 1691 9675(53SLS) 48 24 アスファルト

316 津野町 東津野中学校 高岡郡津野町力石2813 N33°23′44″ E133°01′33″ 1639 9688(53SLS) 90 53 砂質土

317 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″ 1607 9735(53SLS) 100 76 砂質土

318 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″ 1606 9716(53SLS) 60 45 砂質土

319 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″ 1594 0287(53SLT) 29 24 砂質土

320 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″ 1486 0175(53SLT) 26 25 アスファルト

321 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″ 1468 0600(53SLT) 70 26 アスファルト

322 津野町 高野【たかの】 高岡郡津野町北川6565 N33°23′52″ E132°58′37″ 1185 9721(53SLS) 40 35 アスファルト

323 梼原町 影野地 高岡郡檮原町影野地250 N33°21′10″ E132°58′52″ 1214 9222(53SLS) 42 20 粘土

324 梼原町 松原ヘリポート 高岡郡梼原町松原225 N33°19′11″ E132°58′14″ 1109 8857(53SLS) 20 20 アスファルト

325 梼原町 旧越知面小学校グラウンド 高岡郡梼原町田野々1285 N33°25′59″ E132°56′43″ 0898 0118(53SLT) 50 39 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

北緯 東経 長さ 幅
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

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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資料 29
北緯 東経 UTM 長さ 幅

326 梼原町 梼原高校グラウンド 高岡郡梼原町梼原1262 N33°23′35″ E132°55′49″ 0750 9678(53SLS) 85 43 砂質土

327 梼原町 梼原ヘリポート 高岡郡梼原町飯母2890-1 N33°23′12″ E132°55′31″ 0702 9608(53SLS) 41 33 アスファルト

328 梼原町 梼原中学校グラウンド 高岡郡梼原町川西路2370 N33°23′32″ E132°55′19″ 0672 9670(53SLS) 106 84 砂質土

329 梼原町 大越グランド 高岡郡梼原町広野637 N33°23′56″ E132°53′48″ 0439 9749(53SLS) 116 107 人工芝・砂質土

330 梼原町 四万川ヘリポート 高岡郡檮原町坂本川4-2 N33°25′49″ E132°52′01″ 0169 0102(53SLT) 26 20 アスファルト

331 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″ 3687 8650(53SLS) 56 36 草地

332 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2574 N33°16′33″ E133°14′33″ 3632 8324(53SLS) 62 35 アスファルト

333 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″ 3624 8285(53SLS) 87 68 砂質土
334 中土佐町 旧笹場小学校 高岡郡中土佐町上ノ加江5163-4 N33°18′15″ E133°14′28″ 3625 8639(53SLS) 47 36 砂質土

335 中土佐町 小草ふれあい公園 高岡郡中土佐町上ノ加江6684 N33°19′07″ E133°14′25″ 3620 8799(53SLS) 36 30 芝

336 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″ 3604 8325(53SLS) 43 23 砂質土
337 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″ 3485 8937(53SLS) 55 42 砂質土

338 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″ 3472 8919(53SLS) 54 45 砂質土

339 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″ 2710 9003(53SLS) 85 82 砂質土
340 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″ 2505 9506(53SLS) 20 15 コンクリート

341 中土佐町 大野見南（栂ノ川）【南】 高岡郡中土佐町大野見栂ノ川 N33°19′24″ E133°06′27″ 2385 8873(53SLS) 20 13 コンクリート

342 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″ 3294 7135(53SLS) 68 55 芝
343 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″ 3233 7213(53SLS) 34 25 アスファルト

344 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″ 3188 7768(53SLS) 48 43 砂質土

345 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″ 3081 7745(53SLS) 79 40 砂質土
346 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″ 3038 8350(53SLS) 30 16 アスファルト

347 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″ 2930 7551(53SLS) 20 20 コンクリート

348 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″ 2866 7999(53SLS) 52 35 砂質土
349 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″ 2723 7407(53SLS) 115 71 砂質土

350 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″ 2710 7416(53SLS) 39 23 アスファルト

351 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″ 2708 7401(53SLS) 96 73 砂質土・芝
352 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″ 2596 7665(53SLS) 97 67 砂質土

353 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″ 2590 8207(53SLS) 41 21 砂質土

354 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″ 2557 7665(53SLS) 142 103 砂質土
355 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″ 2492 7241(53SLS) 35 33 芝・砂質土

356 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″ 2399 8414(53SLS) 61 38 砂質土

357 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″ 2369 7468(53SLS) 38 30 砂質土
358 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″ 2121 7504(53SLS) 48 36 砂質土

359 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″ 2034 7132(53SLS) 38 32 芝・砂利

360 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″ 2017 8729(53SLS) 40 23 砂利
361 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″ 1798 7383(53SLS) 59 59 砂質土

362 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″ 1271 8284(53SLS) 36 18 砂質土

363 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″ 1193 7860(53SLS) 55 44 砂質土
364 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″ 1152 7719(53SLS) 26 10 芝

365 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″ 1142 7485(53SLS) 56 50 砂質土

366 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″ 1113 7492(53SLS) 102 56 砂質土

367 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″ 1113 7729(53SLS) 37 34 草地
368 四万十町 轟公園 高岡郡四万十町大正1205-17 N33°10′57″ E132°58′21″ 1097 7335(53SLS) 54 48 芝

369 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″ 1101 7520(53SLS) 93 41 アスファルト・芝

370 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″ 1092 7455(53SLS) 105 56 砂質土
371 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″ 0873 7512(53SLS) 25 23 コンクリート

372 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″ 0847 8551(53SLS) 30 30 アスファルト

373 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″ 0813 8555(53SLS) 42 27 砂質土・芝
374 四万十町 芽吹手キャンプ場

高岡郡四万十町昭和671-
2

N33°13′02″ E132°55′37″ 0680 7728(53SLS) 72 28 砂利

375 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″ 0511 7800(53SLS) 82 40 砂利

376 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″ 0396 7753(53SLS) 123 27 砂質土
377 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″ 0365 7778(53SLS) 56 37 芝

378 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″ 0349 7753(53SLS) 37 29 アスファルト

379 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″ 0178 7846(53SLS) 42 24 芝
380 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″ 0060 7935(53SLS) 60 38 砂利

381 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″ 9949 7928(53SKS) 80 60 砂質土

382 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″ 9929 7611(53SKS) 46 27 芝
383 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″ 3603 7780(53SLS) 30 25 アスファルト

384 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″ 1731 7112(53SLS) 38 32 アスファルト

385 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″ 1960 6828(53SLS) 18 24 砂質土
386 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″ 0243 8153（53SLS） 30 25 アスファルト

387 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″ 2759 6654(53SLS) 20 20 コンクリート

388 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″ 2473 6896(53SLS) 64 25 砂質土
389 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″ 2370 6199(53SLS) 130 83 砂質土・芝

390 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″ 2367 6211(53SLS) 50 35 アスファルト

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

北緯 東経 長さ 幅
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

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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資料 30
北緯 東経 UTM 長さ 幅

391 黒潮町 佐賀中学校 幡多郡黒潮町佐賀600 N33°04′56″ E133°06′24″ 2328 6200(53SLS) 96 69 砂質土
392 黒潮町 佐賀小学校 幡多郡黒潮町佐賀960 N33°04′55″E133°06′18″ 2313 6197(53SLS) 64 37 砂質土

393 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″ 2289 6176(53SLS) 54 52 砂質土

394 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″ 2271 6453(53SLS) 76 28 砂質土
395 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″ 2082 5643(53SLS) 62 38 アスファルト

396 黒潮町 伊田小学校 幡多郡黒潮町伊田565 N33°02′12″ E133°04′27″ 2016 5700(53SLS) 57 26 砂質土・芝

397 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″ 1861 5752(53SLS) 45 35 砂質土

398 黒潮町 上川口漁港 幡多郡黒潮町上川口 N33°02′22″ E133°03′20″ 1842 5734(53SLS) 20 20 草地
399 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″ 1730 5958(53SLS) 32 25 砂質土

400 黒潮町 南郷小学校 幡多郡黒潮町浮鞭717 N33°02′16″ E133°01′35″ 1570 5721(53SLS) 50 34 砂質土

401 黒潮町 湊川ふれあいセンター 幡多郡黒潮町奥湊川3091 N33°03′46″E133°01′34″ 1572 5998(53SLS) 37 18 砂質土
402 黒潮町 大方球場 幡多郡黒潮町入野83-2 N33°01′42″ E133°01′11″ 1505 5617(53SLS) 102 98 砂質土

403 黒潮町 大方中学校 幡多郡黒潮町入野5220 N33°01′44″ E133°00′35″ 1412 5625(53SLS) 87 71 砂質土

404 黒潮町 大方高校 幡多郡黒潮町入野5508 N33°01′34″ E133°00′32″ 1404 5594(53SLS) 121 44 砂質土

405 黒潮町 入野小学校 幡多郡黒潮町入野5556 N33°01′31″ E133°00′31″ 1401 5585(53SLS) 61 50 砂質土
406 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″ 1325 5426(53SLS) 78 37 砂質土

407 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″ 1299 5938(53SLS) 45 22 コンクリート・アスファルト

408 黒潮町 三浦小学校 幡多郡黒潮町出口2480 N32°59′26″ E132°59′48″ 1282 5202(53SLS) 61 43 砂質土

409 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″ 1241 5480(53SLS) 52 27 砂質土
410 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″ 1049 5771(53SLS) 38 35 コンクリート・アスファルト

411 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″ 1283 4968(53SLS) 69 31 緑化ブロック・アスファルト

412 四万十市 とまろっと 四万十市鍋島 N32°56′58″ E132°59′37″ 1245 4747(53SLS) 62 49 草地
413 四万十市 下田中学校 四万十市下田3216‐1 N32°56′41″ E132°59′29″ 1223 4695(53SLS) 79 39 砂質土

414 四万十市 四万十市鍋島地先 四万十市下田 N32°57′22″ E132°58′36″ 1088 4824(53SLS) 183 81 草地

415 四万十市 竹島小学校 四万十市竹島3332 N32°58′08″ E132°58′36″ 1091 4966(53SLS) 52 38 砂質土

416 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″ 1070 4584(53SLS) 56 31 芝
417 四万十市 四万十市実崎地先 四万十市実崎 N32°57′27″ E132°58′17″ 1039 4840(53SLS) 151 25 砂質土

418 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″ 1035 4637(53SLS) 71 67 砂質土・芝

419 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″ 1019 4760(53SLS) 58 47 アスファルト

420 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″ 1010 6412(53SLS) 37 35 アスファルト

421 四万十市 大用小学校 四万十市大用428 N33°06′09″ E132°57′44″ 0984 6450(53SLS) 44 33 砂質土

422 四万十市 蕨岡中学校 四万十市蕨岡甲6959 N33°02′29″ E132°56′29″ 0777 5776(53SLS) 71 45 砂質土

423 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″ 0761 5104(53SLS) 43 42 アスファルト

424 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″ 0746 5385(53SLS) 132 80 砂質土

425 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″ 0728 5265(53SLS) 82 65 砂質土

426 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″ 0720 5262(53SLS) 71 61 砂質土
427 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″ 0710 5155(53SLS) 102 79 砂質土

428 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″ 0669 5174(53SLS) 163 66 芝

429 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″ 0656 5202(53SLS) 135 45 芝

430 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″ 0617 5187(53SLS) 136 25 芝
431 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″ 0602 5212(53SLS) 356 54 芝

432 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″ 0603 6716(53SLS) 57 7 アスファルト

433 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″ 0571 5207(53SLS) 72 47 砂質土

434 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″ 0436 5348(53SLS) 15 14 アスファルト

435 四万十市 東中筋中学校 四万十市国見222 N32°58′39″ E132°52′58″ 0215 5078(53SLS) 93 31 砂質土

436 四万十市 公民館鴨川分館 四万十市奥鴨川 N33°04′04″ E132°52′25″ 0150 6081(53SLS) 37 27 砂質土

437 四万十市 川登小学校 四万十市川登1030 N33°01′46″ E132°51′16″ 9962 5660(53SKS) 45 32 砂質土
438 四万十市 大川筋中学校 四万十市川登1106-10 N33°01′50″ E132°51′15″ 9960 5672(53SKS) 67 49 砂質土

439 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″ 9823 5835(53SKS) 28 18 砂質土

440 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″ 9645 5907(53SKS) 375 52 砂利

441 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″ 9490 6440(53SKS) 284 73 砂利
442 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″ 9451 7063(53SKS) 82 67 芝

443 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″ 9426 7224(53SKS) 188 99 砂質土

444 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″ 9427 7261(53SKS) 81 38 砂質土
445 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″ 9425 7270(53SKS) 35 28 アスファルト

446 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″ 9422 7246(53SKS) 68 17 アスファルト

447 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″ 9413 7206(53SKS) 39 37 コンクリート

448 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″ 9410 7209(53SKS) 38 21 芝
449 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″ 9397 7659(53SKS) 45 27 砂質土

450 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″ 9315 7008(53SKS) 67 46 砂質土

451 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″ 9180 7445(53SKS) 47 34 砂質土

452 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″ 9025 6992(53SKS) 47 33 砂質土
453 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″ 8904 6927(53SKS) 81 58 アスファルト・舗装

454 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″ 8609 6597(53SKS) 60 42 アスファルト・舗装

455 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″ 9859 7099(53SKS) 40 40 アスファルト・舗装

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

北緯 東経 長さ 幅
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
北緯 東経 UTM 長さ 幅

456 三原村 三原小学校 幡多郡三原村柚ノ木47 N32°54′35″ E132°50′40″ 9841 4334(53SKS) 67 49 砂質土
457 三原村 三原中学校 幡多郡三原村宮ノ川1035 N32°54′39″ E132°50′37″ 9834 4346(53SKS) 85 79 砂質土

458 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″ 9815 4464(53SKS) 155 95 芝
459 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″ 1328 2253(53SLS) 86 25 草地
460 土佐清水市 布中学校 土佐清水市布1670 N32°52′23″ E132°58′58″ 1127 3902(53SLS) 53 26 砂質土

461 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″ 0993 2857(53SLS) 136 85 砂質土
462 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″ 0973 3027(53SLS) 24 21 アスファルト

463 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″ 0894 2988(53SLS) 64 26 芝
464 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″ 0865 2995(53SLS) 95 94 砂質土
465 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″ 0904 3789(53SLS) 51 32 砂質土

466 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″ 0847 3787(53SLS) 68 62 砂質土
467 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″ 0839 3793(53SLS) 88 48 砂質土

468 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″ 0822 2891(53SLS) 72 36 砂質土
469 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″ 0645 2885(53SLS) 113 31 砂質土
470 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″ 0317 3187(53SLS) 46 38 芝

471 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″ 0134 2997(53SLS) 133 29 芝
472 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″ 0106 3019(53SLS) 81 65 砂質土

473 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″ 0026 3717(53SLS) 45 35 コンクリート

474 土佐清水市 爪白運動広場 土佐清水市爪白 N32°47′19″ E132°51′18″ 9913 2989(53SKS) 57 53 砂質土
475 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″ 9794 2914(53SKS) 105 28 アスファルト

476 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″ 9776 2918(53SKS) 37 30 砂利
477 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″ 9639 2991(53SKS) 84 51 芝・砂質土
478 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″ 9490 2689(53SKS) 48 42 芝

479 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″ 1074 2362（53SLS） 44 50 砂質土
480 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″ 1243 4165（53SLS） 32 18 砂質土

481 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″ 1361 2258（53SLS） 45 65 砂質土
482 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″ 14462316（53SLS） 107 23.3 アスファルト

483 宿毛市 山奈小学校 宿毛市山奈町山田1999-1 N32°58′18″ E132°48′52″ 9575 5027(53SKS) 56 29 砂質土

484 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″ 9550 4932(53SKS) 103 68 砂質土
485 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″ 9542 4966(53SKS) 95 71 砂質土

486 宿毛市 東中学校 宿毛市平田町戸内2070 N32°57′47″ E132°48′25″ 9503 4933(53SKS) 70 70 砂質土
487 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″ 9496 4985(53SKS) 19 18 アスファルト

488 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″ 9463 4884(53SKS) 70 70 芝・砂質土

489 宿毛市 平田小学校 宿毛市平田町戸内4287 N32°57′06″ E132°47′48″ 9404 4808(53SKS) 70 56 砂質土
490 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″ 9260 4993(53SKS) 130 120 砂質土

491 宿毛市 橋上小学校 宿毛市橋上町橋上1144-1 N32°58′57″ E132°46′14″ 9167 5155(53SKS) 57 28 砂質土
492 宿毛市 聖ヶ丘病院 宿毛市押ノ川1196 N32°56′44″ E132°45′55″ 9109 4747(53SKS) 56 31 アスファルト

493 宿毛市 橋上中学校 宿毛市橋上町奥奈路103 N32°59′05″ E132°45′54″ 9116 5181(53SKS) 73 41 砂質土

494 宿毛市 松田川小学校 宿毛市和田2816-1 N32°56′43″ E132°44′13″ 8844 4749(53SKS) 63 54 砂質土・芝
495 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″ 8768 3981(53SKS) 48 23 アスファルト

496 宿毛市 宿毛中学校 宿毛市桜町18-19 N32°56′26″ E132°43′45″ 8770 4699(53SKS) 84 56 砂質土

497 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″ 8690 3970(53SKS) 95 49 芝
498 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″ 8686 4065(53SKS) 51 33 砂質土

499 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″ 8683 4007(53SKS) 79 73 砂質土
500 宿毛市 旧県立病院跡地 宿毛市長田町 N32°56′15″ E132°43′15″ 8692 4666(53SKS) 169 49 砂利
501 宿毛市 宿毛高等学校 宿毛市与市明5-82 N32°56′17″ E132°43′10″ 8679 4673(53SKS) 108 57 砂質土

502 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″ 8658 4322(53SKS) 63 34 草地
503 宿毛市 大海の広場 宿毛市小筑紫町大海 N32°53′29″ E132°42′49″ 8613 4156(53SKS) 27 14 砂質土

504 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″ 8561 4050(53SKS) 55 40 アスファルト

505 宿毛市 高砂グラウンド 宿毛市高砂 N32°55′38″ E132°42′21″ 8549 4555(53SKS) 53 44 砂質土
506 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″ 8536 3961(53SKS) 35 30 砂質土

507 宿毛市 新田公園グラウンド 宿毛市新田 N32°55′32″ E132°42′18″ 8541 4537(53SKS) 151 51 砂質土
508 宿毛市 大島岸壁 宿毛市大島 N32°55′02″ E132°42′15″ 8531 4445(53SKS) 45 39 砂質土
509 宿毛市 大島小学校 宿毛市片島5-54 N32°55′08″ E132°42′04″ 8503 4464(53SKS) 85 49 砂質土

510 宿毛市 山里の家 宿毛市橋上町楠山41-1 N33°02′19″ E132°41′58″ 8516 5792(53SKS) 29 27 芝
511 宿毛市 片島中学校 宿毛市片島15-56 N32°55′35″ E132°41′55″ 8481 4548(53SKS) 68 62 砂質土

512 宿毛市 日平農村公園 宿毛市橋上町楠山580 N33°03′18″ E132°41′49″ 8497 5974(53SKS) 36 27 アスファルト

513 宿毛市 片島港岸壁 宿毛市片島 N32°55′14″ E132°41′41″ 8443 4484(53SKS) 85 38 コンクリート・砂質土

514 宿毛市 宿毛市野球場 宿毛市大深浦131 N32°55′43″ E132°41′33″ 8425 4574(53SKS) 102 82 砂質土・芝

515 宿毛市 国民宿舎椰子 宿毛市大島17-27 N32°54′59″ E132°41′25″ 8401 4438(53SKS) 47 18 アスファルト

516 宿毛市 咸陽島公園 宿毛市大島78 N32°55′00″ E132°41′19″ 8385 4442(53SKS) 44 32 砂質土

517 宿毛市 西町公園 宿毛市西町5丁目592-9 N32°55′51″ E132°41′06″ 8355 4600(53SKS) 41 35 砂質土
518 宿毛市 咸陽小学校裏山 宿毛市樺 N32°55′44″ E132°40′39″ 8284 4580(53SKS) 21 14 コンクリート

519 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″ 8280 4490(53SKS) 105 91 砂質土

520 宿毛市 咸陽小学校 宿毛市樺407-1 N32°55′39″ E132°40′35″ 8274 4565(53SKS) 93 43 砂質土

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

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

北緯 東経 UTM 長さ 幅
521 宿毛市 藻津漁港 宿毛市藻津 N32°55′27″ E132°39′35″ 8117 4531(53SKS) 65 35 砂質土

522 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″ 7145 2510(53SKS) 20 18 コンクリート

523 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″ 7098 2492(53SKS) 50 45 砂質土

524 宿毛市 弘瀬港 宿毛市沖の島町弘瀬 N32°42′55″ E132°33′02″ 7042 2238(53SKS) 25 20 芝

525 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″ 7040 2278(53SKS) 30 28 砂質土
526 宿毛市 弘瀬港防潮堤 宿毛市沖の島町弘瀬 N32°42′54″ E132°32′55″ 7024 2235(53SKS) 47 10 コンクリート

527 宿毛市 母島港 宿毛市沖の島町母島 N32°44′25″ E132°32′44″ 7002 2516(53SKS) 45 28 アスファルト

528 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″ 6533 3183(53SKS) 30 21 砂質土・砂利

529 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″ 9264 4973(53SKS) 78 110 芝
530 宿毛市 大海避難場所 宿毛市小筑紫町大海 N32°53′31″ E132°42′50″ 53SKS86184159 20 20 アスファルト

531 宿毛市 七日島 宿毛市小筑紫町小筑紫字七日島494-1 N32°52′56″ E132°43′15″ 53SKS86794055 15 22 コンクリート

532 大月町 旧樫西小学校 幡多郡大月町赤泊437 N32°47′00″ E132°43′43″ 8728 2955(53SKS) 21 11 砂質土
533 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″ 8581 3522(53SKS) 113 100 砂質土

534 大月町 大月【大月町弘見】 幡多郡大月町弘見 N32°50′27″ E132°42′16″ 8515 3598(53SKS) 83 51 アスファルト・砂質土　

535 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″ 8071 3413(53SKS) 50 22 砂質土

536 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″ 7757 2844(53SKS) 36 42 アスファルト

537 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″ 8599 3546(53SKS) 160 100 芝

538 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″ 8841 3057(53SKS) 70 29 砂質土

539 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″ 8068 3157(53SKS) 56 25 砂質土

540 大月町 旧弘見小学校 幡多郡大月町弘見1058 N32°50′44″ E132°42′26″ 8542 3649(53SKS) 65 33 砂質土
541 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″ 8934 3018(53SKS) 48 25 芝

542 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″ 8903 3042(53SKS) 92 74 芝

543 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″ 8561 3474(53SKS) 27 24 アスファルト

位置 地積(m)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面

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)
No 市町村名 名　　称 所　　在　　地 接地面
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資料 34
資料５ 医薬品等備蓄医療機関一覧

令和 4年 4月現在

１ 災害急性期に必要となる医薬品等（18 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〉

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

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



該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

資料 38
資料９ 高知県災害対策本部の体制

資料９ 高知県災害対策本部の体制
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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） （令和３年３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 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

2 総務部 広報広聴課 南海トラフ地震発生時における報道に関する協定 高知県知事 H29.11.21

株式会社高知新聞社
株式会社朝日新聞社
株式会社毎日新聞社
株式会社読売新聞大阪本社
株式会社日本経済新聞社
一般社団法人共同通信社
株式会社時事通信社
日本放送協会高知放送局
株式会社高知放送
株式会社テレビ高知
高知さんさんテレビ株式会社
株式会社日本農業新聞
朝日放送株式会社

3 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

4 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

5 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

6 総務部 デジタル政策課
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

7 総務部 職員厚生課 災害時産業保健支援に関する基本協定書 高知県知事 R2.8.11 学校法人産業医科大学

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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 石油連盟

17 危機管理部 危機管理・防災課 災害時の支援等に関する協定書 高知県知事 H29.9.6
財務省四国財務局
高知財務事務所

18 危機管理部 危機管理・防災課 災害時における自動車等の提供に関する協定 高知県知事 H31.3.28 高知県レンタカー協会

19 危機管理部 危機管理・防災課 災害時における電動車両等に関する協定書 高知県知事 R1.11.11
高知三菱自動車販売(株)
三菱自動車工業(株)

20 危機管理部 危機管理・防災課 災害時におけるドローンの活用等に関する協定書 高知県知事 R1.11.19 損害保険ジャパン日本興亜(株)

21 危機管理部 危機管理・防災課 災害時における支援に関する協定書 高知県知事 R2.3.16 (一社)日本塗装工業会高知県支部

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）壱番屋

47 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

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

49 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

50 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

51 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

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 H24.3.16 津野町

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 H24.3.27 安芸市

54 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

55 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）

56 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

57 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

58 危機管理部 南海トラフ地震対策課 災害時における天幕等資機材の供給に関する協定 高知県知事 H30.12.25
高知県テント・シート工業組合、太陽工業株
式会社

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 H31.3.27 （株）Yell Holdings

60 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

61 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

62 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

63 危機管理部 南海トラフ地震対策課
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、R2.8.7改訂）

高知県知事 H8.11.29 （一社）高知県トラック協会

64 危機管理部 危機管理・防災課
災害時における電気通信設備の復旧に係る相互協力に関す
る協定書

高知県知事 R2.6.2 西日本電信電話株式会社高知支店

65 危機管理部 危機管理・防災課
災害時における電気通信設備の復旧に係る相互協力に関す
る協定書

高知県知事 R2.6.2
四国電力株式会社
四国電力送配電株式会社

66 危機管理部 危機管理・防災課 災害時における電動車両等による給電支援に関する協定書 高知県知事 R3.3.16 損保保険ジャパン株式会社

67 危機管理部 危機管理・防災課 災害時における電動車両等による給電支援に関する協定書 高知県知事 R3.3.16

高知県内トヨタ販売店（高知トヨタ自動車株
式会社、高知トヨペット株式会社、トヨタカ
ローラ高知株式会社、ネッツトヨタ高知株式
会社、ネッツトヨタ南国株式会社）

68 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

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
する協定変更協定書

須崎福祉保
健所長

H26.11.21 須崎市

70 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

71 健康政策部 健康長寿政策課
大規模災害時における安芸郡医師会災害本部用施設として
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

R2.1.29 一般社団法人安芸郡医師会

72 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

73 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

74 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

75 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

76 健康政策部 健康長寿政策課 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

77 健康政策部 健康長寿政策課 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

78 健康政策部 健康長寿政策課 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

79 健康政策部 健康長寿政策課 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

80 健康政策部 健康長寿政策課 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 （ 一公社）高知県柔道整復師会

81 健康政策部 健康長寿政策課 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

82 健康政策部 健康長寿政策課 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

83 健康政策部 健康長寿政策課 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

84 健康政策部 健康長寿政策課 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）

85 健康政策部 健康長寿政策課 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

86 健康政策部 健康長寿政策課 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）

87 健康政策部 健康長寿政策課 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

88 健康政策部 健康長寿政策課 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

89 健康政策部 健康長寿政策課 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

90 健康政策部 健康長寿政策課 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

91 健康政策部 健康長寿政策課 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

92 健康政策部 健康長寿政策課 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

93 健康政策部 健康長寿政策課 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

94 健康政策部 健康長寿政策課 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

95 健康政策部 健康長寿政策課 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

96 健康政策部 健康長寿政策課 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

97 健康政策部 健康長寿政策課 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

98 健康政策部 健康長寿政策課 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

99 健康政策部 健康長寿政策課 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

100 健康政策部 健康長寿政策課 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 いずみの病院

番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

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 健康長寿政策課 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定 高知県知事 H30.5.24 もみのき病院

102 健康政策部 健康長寿政策課
国立大学法人高知大学と高知県との災害・救急医療に関する
連携のための基本協定書

高知県知事 H31.3.26 国立大学法人高知大学

103 健康政策部 薬務衛生課 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

104 健康政策部 薬務衛生課 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

105 健康政策部 薬務衛生課 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

106 健康政策部 薬務衛生課 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

107 健康政策部 薬務衛生課 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

108 健康政策部 薬務衛生課 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付属病院長
日本赤十字社高知県赤十字血液センター所
長

109 健康政策部 薬務衛生課 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

110 健康政策部 薬務衛生課 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

111 健康政策部 薬務衛生課 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

112 健康政策部 薬務衛生課 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

113 健康政策部 薬務衛生課 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

114 健康政策部 薬務衛生課 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

115 健康政策部 薬務衛生課 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

116 健康政策部 薬務衛生課 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

117 健康政策部 薬務衛生課 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

118 健康政策部 薬務衛生課 災害時における棺及び葬祭用品の供給等に関する協定書 高知県知事 R3.3.26 （一社）全日本冠婚葬祭互助協会長

119 健康政策部 薬務衛生課 災害時における棺及び葬祭用品の供給等に関する協定書 高知県知事 R3.3.26
高知県葬祭業協同組合理事長、全日本葬
祭業協同組合連合会長

120 健康政策部 薬務衛生課 災害時における遺体の搬送に関する協定書 高知県知事 R3.3.26
高知県霊柩自動車協会長、（一社）全国霊
柩自動車協会長

121 健康政策部 薬務衛生課 健康危機等発生時における防疫業務等の協力に関する協定書高知県知事 R2.10.13 （一社）高知県ペストコントロ－ル協会会長

122 
子ども・福祉
政策部

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

123 
子ども・福祉
政策部

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

124 
子ども・福祉
政策部

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

125 
子ども・福祉
政策部

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）

126 
子ども・福祉
政策部

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）

127 
子ども・福祉
政策部

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）

128 
子ども・福祉
政策部

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）

129 
子ども・福祉
政策部

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

130 
子ども・福祉
政策部

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

131 
子ども・福祉
政策部

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

132 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課
（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
高知県地域密着型サービス協議会
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

133 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.6 高知県老人福祉施設協議会

134 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.2 高知県介護老人保健施設協議会

135 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.1 高知県地域密着型サービス協議会

136 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.1 高知県身体障害者（児）施設協会

137 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.4 高知県知的障害者福祉協会

138 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.2
高知県精神障害者地域生活支援施設連絡
会

139 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.1 高知県通所サービス事業所連絡協議会

140 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.4 高知県社会福祉法人経営者協議会

141 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.2 一般社団法人高知県社会福祉士会

142 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.1 高知県介護福祉士会

143 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.11 高知県精神保健福祉士協会

144 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.4 高知県介護支援専門員連絡協議会

145 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.4 高知県相談支援専門員協会

146 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.1 高知県医療ソーシャルワーカー協会

147 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R2.11.4 一般社団法人高知県訪問看護連絡協議会

148 
子ども・福祉
政策部

地域福祉政策課 高知県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定 高知県知事 R3.1.15 高知県児童養護施設協議会

149 
子ども・福祉
政策部

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 R3.3.11 日本赤十字社高知県支部

150 
子ども・福祉
政策部

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 R2.10.19 東洋町長

番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

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 
子ども・福祉
政策部

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 R2.12.2 土佐清水市長

152 
子ども・福祉
政策部

人権・男女共同参画課
こうち男女共同参画センター「ソーレ」を大規模災害時の避難
所として使用することについての協定書

高知県知事 H31.3.29 高知市長

153 
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

154 
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

155 
文化生活ス
ポーツ部

文化振興課
大規模災害時における避難所及び緊急避難場所としての施
設の使用に関する協定書

高知県知事 H30.3.30 高知市長

156 
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

157 
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

158 
文化生活ス
ポーツ部

スポーツ課 避難場所指定についての承諾 高知県知事 H21.6.11 高知市長

159 
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

160 
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

161 
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

162 
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書 高知県知事 H30.9.26 （一社）徳島県バス協会

163 
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書 高知県知事 H30.9.26 （一社）香川県バス協会

164 
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書 高知県知事 H30.9.26 （一社）愛媛県バス協会

165 
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書 高知県知事 H30.9.26 （公社）岡山県バス協会

166 
中山間振
興・交通部

交通運輸政策課 災害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定書 高知県知事 H30.10.31 （公社）広島県バス協会

167 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

168 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

169 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

170 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

171 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

172 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

173 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

174 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

175 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

176 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

177 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

178 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

179 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

180 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

181 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

182 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）

183 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

184 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

185 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 H18.12.8 イオン(株)

186 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）

187 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）

188 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）

189 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 R1.7.16 高知県農業協同組合

190 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

191 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

192 農業振興部 農業担い手支援課 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

193 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

194 農業振興部
農産物マーケティング
戦略課

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 高知県農業協同組合

195 
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

196 
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

197 
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

198 
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

199 
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

200 
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

番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

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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番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

201 
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

202 
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

203 
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

204 
林業振興・
環境部

環境対策課 災害時における仮設トイレ等の供給協力に関する協定 高知県知事 H31.3.25 日野興業株式会社高知営業所

205 
林業振興・
環境部

環境対策課 災害廃棄物の処理の協力に関する協定書 高知県知事 R1.10.31 住友大阪セメント株式会社、須崎市

206 
林業振興・
環境部

木材産業振興課 災害対応用木材供給体制構築事業に関する連携協定書 高知県知事 R2.10.28
協同組合高幡木材センター
協同組合西部木材センター

207 
林業振興・
環境部

環境対策課
災害時における復旧・復興等事業の支援業務の実施に関す
る協定

高知県知事 R3.2.10
（一社）日本補償コンサルタント復興支援協
会

208 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

209 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

210 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

211 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

212 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

213 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

214 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

215 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

216 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

217 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

218 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

219 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

220 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

221 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

222 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

223 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

224 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

225 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

226 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

227 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

228 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

229 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

230 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

231 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

232 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

233 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

234 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

235 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

236 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

237 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

238 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

239 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

番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

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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240 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

241 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 H30.3.1 高知地方気象台防災管理官

242 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㈱

243 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

244 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

245 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

246 土木部 公園下水道課
災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援
に関する協定

高知県知事 H25.7.23 県内下水道管理者（１６市町村長）

247 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災害支援協定

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）

248 土木部 公園下水道課
災害時における高知県内の下水道管路施設の復旧支援に関
する協定

高知県知事 H25.7.23
日本下水道管路管理業協会　会長
県内下水道管理者（１５市町村長）

249 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

250 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

251 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）

252 土木部 公園下水道課 災害時における気象観測の協力体制に関する覚書 高知県知事 H30.10.12 高知地方気象台

253 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 （一社）プレハブ建築協会

254 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

255 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 （公社）高知県宅地建物取引業協会

256 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 （公社）全日本不動産協会高知県本部

257 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 （公社）全国賃貸住宅経営協会

258 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

259 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

260 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 （公社）高知県建築士会

261 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

262 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

263 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

264 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
R2.6.15(改
正)

国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港
整備事務所

265 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）

266 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

267 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

268 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

269 土木部 土木政策課
災害時における高知県が管理する公共土木施設の緊急的な
被災状況調査の支援に関する協定書

高知県知事 R2.2.25 一般社団法人高知県測量設計協会

270 土木部 道路課 南海トラフ地震発生時の道路啓開への協力に関する協定書 土木部長 R1.11.29 高知県森林組合連合会

271 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 R1.6.4 一般社団法人日本木造住宅産業協会

272 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 R2.8.4 一般社団法人日本ムービングハウス協会

273 土木部 道路課
南海トラフ地震発生時の道路啓開に係る保有建設機械の提
供に関する協定書

土木部長 R2.9.18

葵重機（有）
（株）アクティオ
（有）浦戸整備工業
（有）高吾重機
（株）四国建設センター
（株）西部レントオール
（有）大和建機
（株）東部レントオール
トーヨースギウエ（株）
西尾レントオール（株）
（有）幡多重機
日立建機日本（株）
松田鉱産（株）
陽和産業（株）

274 土木部 道路課
南海トラフ地震等の大規模災害発生時の道路啓開に係る
車両の移動等の協力に関する協定書

土木部長 R3.2.17 全日本高速道路レッカー事業協同組合

275 会計管理局 会計管理課
大規模災害発生時における高知県指定金融機関の事務取扱
に関する協定書

高知県知事 H29.9.1 （株）四国銀行

276 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

277 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

278 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

279 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

280 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

281 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 R2.1.31 須崎市

282 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

番号 担当部局 担当課室 協定名称 締結者 締結日 相手方

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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283 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

284 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

285 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
286 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
287 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

288 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

289 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

290 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

291 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

292 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

293 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 H29.9.1 高知市

294 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 H30.3.1 高知市

295 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

296 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

297 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

298 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

299 教育委員会 文化財課 災害時における警察公用車両の一時退避場所の提供に関する協定高知県教育長 R2.7.9 高知県警察

300 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

301 教育委員会 教育政策課
津波発生時における緊急避難場所としての施設の使用等に
関する協定書（教育センター）

教育長 R2.11.4 高知市

302 教育委員会 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 R1.9.1 高知市

303 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 H27.8.4 四万十市

304 教育委員会 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

305 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 H28.4.26 梼原町

306 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 R1.9.26 四万十町

307 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
（県立幡多青少年の家）

教育長 H28.4.1 黒潮町

308 教育委員会 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 R2.2.3
四国電力株式会社
四国電力株式会社送配電カンパニー

309 教育委員会 生涯学習課
津波発生時における緊急避難場所としての施設の使用等に
関する協定書（県立塩見記念青少年プラザ）

教育長 R1.7.3 高知市

310 
教育委員会
事務局

学校安全対策課
災害時の避難所及び緊急避難場所の管理・運営に関する協
定書

教育長 R2.12.8 土佐市

311 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

312 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

313 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

314 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

315 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

316 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

317 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

318 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

319 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

320 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

321 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）

322 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

323 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

324 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

325 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
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326 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

327 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

328 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

329 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

330 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

331 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

332 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

333 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）

334 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）

335 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）

336 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）

337 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

338 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

339 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

340 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

341 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 〃 〃 （株）高知自動車協会

342 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

343 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

344 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

345 警察本部 災害対策課
大規模災害時における警察車両の一時避難駐車場所の提供
に関する協定書

安芸警察署
長

H30.8.27 土佐くろしお鉄道

346 警察本部 災害対策課
災害時における警察公用車両の一時退避場所の提供に関す
る協定

警察本部長 R2.7.9 高知県

347 警察本部 災害対策課 「地域の安全・安心」に関する包括連携に関する協定書 警察本部長 R2.7.29 損害保険ジャパン株式会社
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索引 4

新規

用 語 索 引

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。

広域医療搬送

南海トラフ地震等の広域災害時には、重症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）

受援

南海トラフ地震等の大規模災害が発生すると、県内では人的・物的資源が足りない状況が想定される。

そうした中で、県外等から人的・物的支援を受けることを受援という。本計画での受援は、連絡調整員等

を通じて調整されるＤＭＡＴ等を除く医療救護チームを受け入れることをいう。

⇒マニュアル 21（医療救護チームの受援）

用 語 索 引

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。

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）

追加
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作 成 平成 27年３月

令和４年 6月一部改定

高知県災害医療対策会議

高知県健康政策部 保健政策課/医療政策課/薬務衛生課/

健康対策課

高知県子ども・福祉政策部 障害保健支援課

連絡先 高知県高知市丸ノ内 1丁目 2番 20号 〒780-8570

電話 088-823-9667（保健政策課 災害医療対策室）

FAX 088-823-9137

本計画の掲載サイト

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131601/saigai-index.html

作 成 平成 27年３月

平成 31年 4月一部改定

高知県災害医療対策本部会議

高知県健康政策部 医療政策課/健康長寿政策課/医事薬務課/

健康対策課

高知県地域福祉部 障害保健支援課

連絡先 高知県高知市丸ノ内 1丁目 2番 20号 〒780-8570

電話 088-823-9667（医事薬務課 災害医療対策室）

FAX 088-823-9137

本計画の掲載サイト

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132101/saigai-index.html


