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第３章 事前対策

Ⅰ 危機管理意識の高揚

１．職員の危機管理意識の高揚

(1)危機管理セミナー、研修の実施

危機が発生した場合の初動対応を混乱なく、円滑に実施するためには、まず何より

も職員一人ひとりの危機管理意識の高揚を図ることが、極めて重要である。

まず、調整部局が中心となり、特に、危機管理委員、危機管理事務担当者や所管課

の危機事象を担当する職員等を対象に、危機管理セミナーや研修会を開催するほか、

職員研修担当部局との連携の下、他の職員に対する危機管理研修の実施に努め、職員

の危機管理意識の高揚を図っていく。

(2)危機事象ごとの研修、事例研究の実施

また、所管部局においては、想定される具体的な危機事象に関する知識を習得し、

危機管理マニュアルの実効性を高めていくことが重要であり、危機事象ごとに研修会

や事例研究等を随時実施するものとする。

これらにより、県としての危機管理に対する機運の醸成を図っていく。

【図４ 危機管理研修の体系イメージ図】
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２．県民に対する啓発

様々な危機事象の発生に際して、県民の被害を最小限に抑えるためには、県民の防

災・危機管理意識の高揚が重要である。

このため、県民一人ひとりが「自らの身は、自らが守る」という「自助 、地域住」

民が協力、連携して「自分たちの地域は、自分たちで守る」という「互助 、ボラン」

ティアや事業者その他の地域に関わる人々が連携し助け合う「共助 、更には、県行」

政による防災・危機管理体制の確立等の「公助」の精神に基づいた、防災・危機管理

意識の高揚が図られるよう、調整部局が中心となり様々な機会を通じて、県民の防災

・危機管理に関する啓発に努める。

具体的には、県民に対する危機管理講演会の開催、自主防災組織のリーダーへの研

修や講習会、県民カレッジの講座や出前講座等を通じ、県民への啓発を図っていく。

Ⅱ 危機管理訓練の実施と体制の点検

１．危機管理訓練の実施

(1)所管部局における訓練

所管部局は、危機事象が発生した場合、危機管理マニュアルに則った対処ができる

よう、定期的に危機管理マニュアル運用訓練を実施し、危機対応力の向上を図るよう

努めていく。

また、具体的な危機事象を想定した意思決定や連絡体制の運用などの実践的な図上

訓練の実施についても検討する。

(2)調整部局の支援

調整部局は、専門家などとも連携し、所管部局が危機管理図上訓練等を円滑に実施

できるよう、支援を行う。

また、関係機関と連携した総合的な危機管理訓練についても、検討していく。

【図５ 危機管理訓練の体系イメージ図】 連携
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２．危機管理体制の点検

危機管理マニュアルの運用訓練、危機管理図上訓練等の実施を踏まえて、危機管理

体制の充実強化を図るため、調整部局と所管部局が連携し、危機管理体制の点検を行

うとともに、改善点があれば、本計画や危機管理マニュアルの見直しも行っていく。

Ⅲ 資機材等の確保

１．資機材等の備蓄

所管部局は、想定される危機事象が発生した場合の被害状況等を考慮して、予めど

のような資機材等がどの程度必要となるかリストアップし、計画的な資機材等の備蓄

に努める。

２．備蓄・協定の活用

大規模な危機の発生時には、多数の負傷者等の発生も懸念されることから、医薬品

等については、県立病院等における備蓄のほか、栃木県医薬品卸協会との委託契約及

び栃木県薬事工業会や（一社）栃木県一般高圧ガス安全協会との災害時応援協定によ

、 。る備蓄を積極的に活用した迅速かつ適切な調達を行い 医療機関や避難所に配備する

（医療用医薬品等（表４ 、避難所配備一般用医薬品等（表５ 、医療用酸素ガス等） ）

（表６ ））

また、生活必需品に関しても、物資の供給に関する災害時応援協定締結企業・団体

（表７）の協力を得て、迅速かつ適切な物資の調達を図っていく。
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医療用医薬品等備蓄事業所一覧表】【表４

地区 健康福祉 店舗名 所在地 電話番号区

分センター

2 0287 65 1225県 Ｂ県北 ナカノ薬品㈱那須支店 那須塩原市前弥六 ( )

1085-2 0287 62 0770北 Ｓ アルフレッサ㈱那須支店 〃 鍋掛字鍋掛原 ( )

9-35 0287 36 0761部 Ｂ 東邦薬品㈱西那須野営業所 〃 西大和 ( )

1532-2 0287 26 1288Ｂ ㈱バイタルネット那須出張所 大田原市上石上 ( )

1799-10 0287 29 2811５ ㈱メディセオ那須支店 〃 上石上 ( )Ｂ

3172-8 028 656 5533薬務課 ㈱メディセオ宇都宮 宇都宮市問屋町 ( )Ｓ

38-13 028 689 0161県 Ｂ ㈱バイタルネット宇都宮支店 〃 平出工業団地 ( )

1310 028 648 2491央 Ｂ アルフレッサ㈱宇都宮支店 〃 鶴田町 ( )

3172-33 028 657 8000部 Ｓ 東邦薬品㈱宇都宮営業所 〃 問屋町 ( )

5-7-20 028 661 9361Ｂ ナカノ薬品㈱宇都宮支店 〃 泉ヶ丘 ( )

879 0288 21 1046６ 今市 ㈱メディセオ日光支店 日光市平ケ崎 ( )Ｂ

49-6 0282 24 3800栃木 東邦薬品㈱栃木営業所 栃木市樋ノ口町 ( )Ｂ

4-4-2 0285 44 1103県 Ｂ県南 ㈱メディセオ小山支店 下野市医大前 ( )

1252 0285 20 0627Ｂ アルフレッサ㈱小山支店 〃 喜沢 ( )

1420 0283 23 2211南 Ｂ安足 東邦薬品㈱佐野営業所 佐野市大橋町 ( )

1079-2 0283 27 1111Ｓ ナカノ薬品㈱県南支店 〃 高萩町 ( )

85-1 0283 24 5252部 アルフレッサ㈱佐野支店 〃 田島町字東 ( )Ｂ

1723 0283 20 5454Ｂ ㈱バイタルネット佐野支店 〃 富岡町 ( )

508 0284 73 3211８ ㈱メディセオ足利支店 足利市上渋垂町 ( )Ｂ

※区分

Ｓ：サプライ基地（医薬品等の供給拠点となる大規模事業所，４箇所）

Ｂ：バックアップ事業所（必要に応じサプライ基地を支援する事業所， 箇所）15

【表５ 物資の供給に関する協定の締結状況(避難所配備一般用医薬品等)】

団体・企業名 所在地 電話 FAX 保有物資の種類

栃木県薬事工業会 宇都宮市 028 028 一般用医薬品、

昭和1-3-10 650-6163 622-2113 衛生材料等

栃木県庁西別館内
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【表６ 物資の供給に関する協定の締結状況(医療用酸素ガス等)】

団体・企業名 所在地 電話 FAX 保有物資の種類

(一社)栃木県一般 宇都宮市 028 028 医療用酸素ガス

高圧ガス安全協会 陽東6-3-29 663-6726 663-6709 等

【表７ 物資の供給に関する協定の締結状況(生活必需品)】

団体・企業名 所在地 電話 FAX 保有物資の種類

栃木県生活協同組合 宇都宮市 028 028 食糧、生活必需品

連合会 栄町1-15 624-6650 624-6652

宇都宮卸商業団地協 宇都宮市 028 028 [生活必需品]

同組合 問屋町3172-1 656-2323 656-7275 ほ乳びん、紙おむ

宇都宮市中央卸売市 宇都宮市 028 028 つ、生理用品、ト

、場関連卸商協同組合 簗瀬町1493 637-6811 637-6811 イレットパーパー

とちぎ流通センター 鹿沼市 0289 0289 洗面用具類、懐中

協同組合 流通センター66 76-0578 72-1124 電灯、乾電池、炊

㈱カンセキ 宇都宮市 028 028 事用具類、紙製食

、 、西川田本町3-1-1 658-8123 659-3678 器類 ポリタンク

043 043 バケツ等㈱ケーヨー 千葉市

1-2 255-1111 284-5664若葉区みつわ台

8-1

㈱東武宇都宮百貨店 宇都宮市 028 028 [衣料品]

、 、 、宮園町5-4 651-5810 638-1221 肌着 外衣 寝具

㈱福田屋百貨店 宇都宮市 028 028 タオル、長靴、雨

戸祭元町2-8 624-3115 624-9909 衣

宇都宮ステーション 宇都宮市 028 028

開発㈱ 川向町1-23 627-8400 627-8409

宇都宮ビジネスパー 宇都宮市 028 028

ク協同組合 問屋町3426-54 656-1838 656-6421

ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、灯栃木県石油商業組合 宇都宮市 028 028

油､重油、ﾎﾟﾘﾀﾝｸ昭和1-3-10 622-0435 622-0472

、 、( 社 )栃木県エルピ 宇都宮市 028 028 ＬＰガス コンロ一

ーガス協会 東今泉2-1-21 689-5200 661-3309 必要器具

栃木県木材業協同組 宇都宮市 028 028 製材品

合連合会 新里町丁277-1 652-3687 652-1046

㈱ローソン 東京都 03 03 食料品、飲料水、

品川区大崎1-11-2 5435-1594 5759-6944 日用品

㈱セブンーイレブン 東京都 03 03 食料品、飲料水、

・ジャパン 千代田区二番町8-8 6238-3734 6238-3491 日用品

㈱ファミリーマート 東京都 03 03 食料品、飲料水、

豊島区東池袋三丁 3989-7757 5954-5599 日用品

目1番1号

㈱エコス 東京都 042 食料品、飲料水、

昭島市中神町1160- 546-3711 日用品
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1

㈱たいらや 宇都宮市 028 028 食料品、飲料水、

平出工業団地9-23 683-4411 683-4422 日用品

コカ・コーライース 飲料水宇都宮市 028 028

平出工業団地8-1 661-2631 683-1131トジャパン㈱

㈱伊藤園 宇都宮市 飲料水028 028

2 636-2671 637-8612西川田1067-

イオン㈱北関東カン 東京都 03 03 飲料品、食料品、

パニー 千代田区神田錦町1 3296-7451 3296-7465 日用品、衣料品

-1

㈱カワチ薬品 小山市 0285 飲料品、食料品、

大字卒島1293 37-1112 日用品、衣料品

ＮＰＯ法人コメリ災 新潟市 025 025 作業関係、日用品

害対策センター 南区清水4501-1 371-4185 371-4151 水関係、冷暖房機

器、電気用品、ト

イレ関係

㈱レンタルのニッケ 宇都宮市 028 028 仮設トイレ、発電

ン 平出町3507-1 660-5021 660-5031 機、冷暖房器具、

、 、 、テント 机 椅子

車輛等

㈱アクティオ 宇都宮市 028 028 仮設トイレ、発電

宝木本町字足次236 686-7585 686-7560 機、冷暖房器具、

、 、 、7-14 テント 机 椅子

車輛等

(公社)栃木県経済同 宇都宮市 028 028 物資等の供給

友会 中央3-1-4 632-5511 632-5500 その他の応急対策

業務


