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資料編目次-1 

１ 防災関係機関 

１－１ 那覇市防災会議委員・幹事名簿一覧 資料-1 

１－２ 九州地区都市防災連絡協議会加盟各市防災担当連絡先一覧 資料-2 

１－３ 自衛隊災害派遣命令者の所在地等一覧 資料-3 

１－４ 沖縄地方非常通信協議会構成員名簿一覧 資料-4 

１－５ 那覇市記者クラブ加盟社一覧 資料-6 

１－６ 災害時医療救急班連絡系統図（那覇市医師会） 資料-7 

２ 自然条件・災害履歴関係 

２－１ 気象状況 資料-8 

２－２ 災害履歴 資料-10 

３ 地震想定関係 

３－１ 沖縄本島中南部の活断層分布図 資料-18 

３－２ 那覇市地盤分類図 資料-19 

３－３ 平成25年度沖縄県地震被害想定調査結果（那覇市） 資料-20 

３－４ 液状化予測図 資料-21 

３－５ 気象庁震度階級関連解説表 資料-22 

４ 水害・土砂災害関係 

４－１ 地すべり危険箇所一覧 資料-27 

４－２ 地すべり危険箇所図 資料-29 

４－３ 急傾斜地崩壊危険箇所一覧 資料-30 

４－４ 急傾斜地崩壊危険箇所図 資料-37 

４－５ 土石流危険渓流一覧 資料-38 

４－６ 重要水防区域一覧 資料-39 

４－７ 道路危険区域状況 資料-40 

４－８ 浸水常襲区域状況 資料-41 

４－９ 浸水常襲区域図 資料-42 

４－１０ 水位周知河川の観測位置と水位 資料-43 

５ 通信関係 

５－１ 那覇市防災行政無線局一覧 資料-44 

５－２ 那覇市消防局無線局一覧  資料-48 

５－３ 災害用伝言ダイヤルの利用方法  資料-52 

６ 避難所関係 

６－１ 指定緊急避難場所一覧 資料-53 

６－２ 広域避難場所一覧 資料-55 

６－３ 指定避難所一覧 資料-55 

６－４ 自主避難所一覧 資料-58 

６－５ 津波緊急一時避難所一覧 資料-59 

７ 要配慮者利用施設関係 

７－１ 要配慮者利用施設一覧 資料-62 

７－２ 津波警戒区域内の要配慮者利用施設 資料-76 

７－３ 安里川浸水想定区域内の要配慮者利用施設 資料-79 

７－４ 国場川浸水想定区域内の要配慮者利用施設 資料-82 

７－５ 土砂災害危険箇所内の要配慮者利用施設 資料-85 

７－６ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 資料-87 
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７－７ 液状化の危険性が極めて高い区域内の要配慮者利用施設 資料-89 

８ 消防関係 

８－１ 消防車両・艇現有一覧 資料-94 

８－２ 消防機械器具配置状況一覧 資料-96 

８－３ 消防水利の現況 資料-98 

８－４ 危険物施設等一覧 資料-99 

９ 備蓄・給水関係 

９－１ 災害備蓄品保有状況 資料-101 

９－２ 給水源一覧 資料-102 

９－３ 応急給水用資機材一覧 資料-102 

１０ 輸送関係 

１０－１ 市所有車両状況一覧 資料-103 

１０－２ 市内における県指定緊急輸送道路一覧 資料-106 

１０－３ 県指定緊急輸送道路図 資料-108 

１０－４ ヘリポートの設置基準 資料-109 

１１ 廃棄物関係 

１１－１ し尿収集車両及び作業人員一覧 資料-110 

１１－２ ごみ収集車両及び作業人員一覧 資料-110 

１２ 協定関係 

１２－１ 消防  

（１）沖縄県消防相互応援協定書 資料-111 

（２）沖縄自動車道における消防相互応援協定書 資料-118 

（３）沖縄自動車道における消防及び救急等の業務に関する覚書 資料-124 

（４）那覇空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定書 資料-128 

（５）那覇空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定書に基づく覚書 資料-130 

（６）航空自衛隊那覇基地内及びその周辺における消火活動に関する覚書 資料-132 

１２－２ 広域応援  

（１）中核市相互応援協定 資料-134 

（２）中核市災害相互応援協定実施細目 資料-138 

（３）宇治市との災害時相互応援協定 資料-141 

（４）日南市との災害時相互応援協定 資料-143 

（５）川崎市との災害時相互応援協定 資料-145 

（６）浦添市との災害時相互応援協定 資料-147 

（７）南風原町との災害時相互応援協定 資料-149 

（８）西原町との災害時相互応援協定 資料-151 

１２－３ 水道  

（１）沖縄県水道災害相互応援協定 資料-153 

（２）沖縄県水道災害相互応援協定実施細目 資料-158 

（３）沖縄県水道施設災害における応急復旧に関する協定書 資料-159 

（４）災害時等における応急活動の協力に関する協定 資料-161 

（５）災害時における応急措置等への協力に関する協定 資料-162 

（６）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 資料-165 

（７）災害時における沖縄県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定 資料-171 

（８）九州・山口ブロック下水道事業災害時支援に関するルール 資料-177 



 

資料編目次-3 

１２－４ 放送  

（１）那覇市土砂災害情報相互通報システムによる災害緊急放送に関する協定書 資料-180 

（２）災害時における放送要請に関する要請書 資料-184 

１２－５ 情報発信等  

（１）災害に係る情報発信等に関する協定書 資料-190 

（２）那覇市の避難所等の情報提供に関する協定書 資料-192 

１２－６ 自衛隊等  

（１）不発弾処理における任務分担覚書 資料-194 

（２）第十一管区海上保安本部と那覇市との業務協定 資料-196 

１２－７ 応援協定等  

（１）災害時における応援協定等一覧 資料-198 

（２）災害支援協力に関する覚書 資料-201 

（３）災害発生時における那覇市と那覇市内郵便局の協力に関する協定 資料-203 

（４）災害時における応急対策等の災害支援に関する協定書 資料-208 

（５）災害時における（財）沖縄電気保安協会との応援協定書 資料-211 

（６）災害時における（社）沖縄県中小建設業協会との応援協定書 資料-213 

（７）災害時における（社）沖縄県建設業協会那覇支部との応援協定書 資料-215 

（８）災害時における資機材の供給支援等に関する協定書 資料-217 

（９）災害時における物資の供給に関する協定書 資料-219 

（10）災害時対応自動販売機による飲料の提供及び情報配信に関する協定書 資料-231 

（11）市役所本庁舎での災害時自動販売機による飲料の提供及び情報配信に関す

る協定書 
資料-237 

（12）災害時におけるＬＰガスの供給に関する協定書 資料-243 

（13）災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 資料-247 

（14）災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定 資料-249 

（15）大規模な災害時における協力に関する協定書 資料-254 

（16）災害時における避難所等施設利用に関する協定書 資料-319 

（17）大規模な災害時等における那覇市と(株)沖縄産業振興センターとの協力に

関する協定書 
資料-349 

（18）災害時における避難所等の清掃及び消毒等に関する協定書 資料-352 

（19）災害時における宿泊施設の提供に関する協定書 資料-355 

（20）災害時における賃貸住宅の提供に関する協定書 資料-361 

（21）災害時における外国人支援への協力に関する協定書 資料-362 

（22）大規模な災害時における遺体の取扱い等に関する協定書 資料-365 

（23）災害時における動物救護活動の協力に関する協定書 資料-369 

（24）災害時における緊急輸送に関する協定書 資料-372 

（25）災害時における車両の調達に関する協定書 資料-395 

（26）災害時等における次世代自動車等からの電力供給の協力に関する協定書 資料-403 

（27）災害支援協力に関する協定書 資料-410 

（28）災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 資料-415 

（29）災害用特設電話の設置・利用に関する協定書 資料-419 

（30）大規模災害等発生時における相談業務の支援に関する協定書 資料-424 

（31）災害時における無人航空機による災害応急対策活動（撮影・画像解析等）

に関する協定書 
資料-428 

（32）災害時における空調設備の応急対策に関する協定書 資料-432 



 

資料編目次-4 

（33）災害時におけるダンボール製品の供給の協力に関する協定書 資料-435 

（34）災害時における災害救助犬の出動に関する協定書 資料-440 

（35）那覇市と特定非営利活動法人日本防災士会沖縄県支部との防災に係る相互

協力に関する協定書 
資料-442 

１３ 条例等 

１３－１ 那覇市防災会議条例 資料-445 

１３－２ 那覇市防災会議運営要領 資料-447 

１３－３ 那覇市災害対策本部条例 資料-448 

１３－４ 那覇市防災対策推進会議設置要綱 資料-449 

１３－５ 那覇市防災行政無線局管理運用規程 資料-451 

１３－６ 那覇市防災行政無線局（固定系）運用要綱 資料-457 

１３－７ 那覇市防災行政無線屋外拡声器の運用に関する要綱 資料-460 

１３－８ 那覇市災害見舞金支給要綱 資料-462 

１３－９ 那覇市不発弾処理対策要綱 資料-464 

１４ 基準等 

１４－１ 災害救助法による救助の程度・方法及び期間早見表 資料-467 

１４－２ 被害状況判定基準 資料-473 

１５ 様式関係 

１５－１ 対策要員関係  

（１）災害対策配備要員名簿及び非常招集系統 資料-476 

（２）参集（出動）記録簿 資料-479 

１５－２ 被害調査関係  

（１）概況調査票 資料-480 

（２）災害調査票 資料-481 

（３）集計表 資料-482 

（４）水害時における被害区域図の作成について 資料-484 

（５）災害調査分担区域表 資料-485 

（６）災害調査分担区域図 資料-486 

１５－３ 災害報告関係  

（１）災害概況即報 資料-487 

（２）被害状況即報 資料-488 

（３）災害即報様式の記入要領 資料-490 

（４）災害報告様式補助表 資料-491 

（５）災害年報 資料-500 

１５－４ 災害救助法関係  

（１）災害報告 資料-502 

（２）被害状況調 資料-503 

（３）救助日報 資料-504 

（４）災害救助費概算額調 資料-506 

（５）世帯別被害調査表 資料-507 

（６）救助の種目別物資受払状況 資料-508 

（７）避難所設置及び収容状況 資料-509 

（８）応急仮設住宅台帳 資料-510 

（９）炊き出し給与状況 資料-511 
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（10）飲料水の供給簿 資料-512 

（11）物資の給与状況 資料-513 

（12）救護班活動状況  資料-514 

（13）病院診療所医療実施状況 資料-515 

（14）助産台帳 資料-516 

（15）被災者救出状況記録簿 資料-517 

（16）住宅応急修理記録簿 資料-518 

（17）学用品の給与状況 資料-519 

（18）埋葬台帳 資料-520 

（19）遺体処理台帳 資料-521 

（20）障害物除去の状況 資料-522 

（21）輸送記録簿  資料-523 

１５－５ 避難関係  

（１）避難者カード 資料-524 

（２）避難者名簿 資料-526 

（３）避難所部分利用者カード 資料-527 

（４）避難状況報告 資料-529 

（５）物品受払い簿 資料-530 

１５－６ 緊急自動車関係  

（１）緊急通行車両確認証明書 資料-531 

（２）緊急通行車両の標章 資料-532 

１５－７ 自衛隊関係  

（１）自衛隊災害派遣要請依頼書 資料-533 

（２）自衛隊災害派遣撤収依頼書 資料-534 

１５－８ 行方不明者関係  

（１）行方不明者届出票 資料-535 

（２）要捜索者名簿 資料-536 

１５－９ 遺体関係  

（１）遺体調書 資料-537 

（２）氏名札 資料-538 

（３）災害遺体送付票 資料-538 

（４）遺体処理票 資料-538 

（５）遺留品処理票 資料-539 

（６）遺体処理台帳 資料-540 

（７）埋葬台帳 資料-541 

１５－１０ 防災行政無線局関係  

（１）無線従事者名簿 資料-542 

（２）無線従事者選（解）任届 資料-543 

（３）無線業務日誌 資料-544 

（４）無線業務日誌抄録 資料-545 

（５）防災行政無線局放送依頼書 資料-546 

（６）防災行政無線固定系子局（屋外拡声器）使用許可申請書 資料-547 

（７）防災行政無線固定系子局（屋外拡声器）使用許可書 資料-548 
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１５－１１ その他  

（１）り災証明願書 資料-549 

（２）り災証明書 資料-550 

（３）被害状況の証明書 資料-551 

（４）り災届出書 資料-552 

（５）り災届出証明書 資料-553 

（６）義援金品領収書 資料-554 

（７）公用令書 資料-555 
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