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１ はじめに 
 

（１）来るべき南海トラフ巨大地震に備えて(大規模地震発生時における帰宅困難者対策) 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、交通機関の停止によって、首都圏を中心に

大量の帰宅困難者が発生した。首都圏の駅周辺は、行き場を失った人々で埋め尽くされ、集

団転倒などにより二次災害も起こり得る状況であった。 

本市においても、南海トラフ巨大地震等の大規模地震が発生した際に、一斉に帰宅を開始

した場合には、ＪＲ岐阜駅周辺に、多数の帰宅困難者が発生すると見込んでいる。ＪＲ岐阜

駅周辺に、行き場を失った人が集まることで、駅周辺が混乱し、消防機関の救助・消火活動・

緊急輸送等の活動を阻害する可能性も考えられる。このような混乱を軽減するためには、駅

周辺で帰宅困難者が発生した際の対応について、市民・交通事業者・消防・警察の間等で、

共通認識を持っておくことが重要である。そこで、今後に備え、行政及び関係機関が共通の

認識をもって帰宅困難者対策が取れるようマニュアルを定めるものである。 

また、本マニュアルは平成 24 年度に実施した被害想定調査を基に計画したものであり調

査から7年が経過し、その間の人口や建物等の状況変化、国の南海トラフ巨大地震の被害想

定調査見直し結果の公表などを踏まえ、令和2年度に地震災害被害想定の再調査を行ったと

ころである。 

そこで、再調査結果に基づいて、岐阜市帰宅困難者対策マニュアルの見直しを行い、引き

続き自助・共助を基本にし、市民・企業・行政が、日頃からの備えや災害時の適切な対策（一

斉帰宅抑制）を講じることができるよう体制強化を進める。 

なお、本計画は、災害被害想定や社会情勢の変化、新たな課題等が生じた場合には、必要

に応じて検討を行い、適宜修正を行うものとする。 
 

（２） 南海トラフ巨大地震による岐阜市の被害想定 

◆岐阜市の被害想定 

震度 最 少 震度５強  

最 大 震度６強  

被害種別 人的被害 死 者 412人  

重 傷 者 543人  

負 傷 者 4,118人  

避 難 者 34,275人  

建物被害 全 壊 棟 数 11,255棟  

半 壊 棟 数 31,874棟  

火災被害 総 出 火 件 数 55件  
 
（３）帰宅困難者予測 

 「南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要～ライフライン被害、交通施設被害、被

害額など～（平成25年3月18日）」、中央防災会議防災対策推進検討会議南海トラフ巨大地震

対策検討ワーキンググループでは、主要な都市部について帰宅距離と帰宅困難率から帰宅困難

者を算定 
 
     帰宅困難率（％）＝（0.0218×外出距離km）×100   
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  調査では、「第5回中京都市圏パーソントリップ調査報告書」（中京都市圏総合都市交通計

画協議会）の滞留人口をもとに帰宅困難者を想定した。 

  対象ゾーンは、岐阜市の主要な交通機関が集まっている岐阜市中央部とした。 

 

帰宅困難者の予測結果(「災害被害想定調査（令和２年度）」より） 

帰宅困難者数 

7,500人 

 

（４）帰宅困難者用備蓄の計画数量 

上記で算出された帰宅困難者数は、徒歩、自転車を除く岐阜市中央部の全帰宅困難者数を算

定しており、各事業所による帰宅抑制や帰宅困難者対策の啓発活動を考慮し、備蓄数量を帰宅

困難者の約半数4,000人と試算した。（詳しくは 参考１ のとおり） 
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２ 対策の柱 
 

（１）一斉帰宅の抑制 

  帰宅困難者対策は、帰宅困難者等の発生による混乱を防止することが重要であり、「むやみに

移動を開始しない」という基本原則の徹底を図ることが不可欠である。 

具体的には、事業者等における従業員等の施設内待機やそのための備蓄を推進すること、さ

らには、家族等との安否確認手段の確保や周知等の取組を促進していく必要がある。 

また、災害時、多くの帰宅困難者を抱えることが想定されるＪＲ岐阜駅周辺では、利用者を

施設内の安全な場所に待機・誘導するまでの利用者保護を行わなければならない。 

 

 

（２）一時滞在施設の確保 

  南海トラフ巨大地震発生時において、駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者等に

ついては、帰宅が可能となるまでの間、待機する場所がないことが想定される。 

このような帰宅困難者等を一時的に受け入れる為の一時滞在施設を可能な限り多く確保すると

ともに、災害時における運営をあらかじめ明確にしておく必要がある。 

また、発災から最大１日一時滞在施設にとどまることを考慮し、最低限必要な備蓄品を一時

滞在施設付近に備蓄しておく。 

 

 

（３）安否確認と情報提供のための体制整備 

  発災時「むやみに移動を開始しない」ことの周知・広報のほか、家族の安否、被害状況や公

共交通機関の復旧見通し等冷静な行動をとるために必要な情報を帰宅困難者に提供すると共に、

帰宅困難者自らも情報を入手してもらうことが重要である。 
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３ 対策の内容 
 

（１）一斉帰宅の抑制 

  ○事業所従業員等の施設内待機のための啓発活動 

   岐阜市では、「自助」の考え方に基づき、企業等の従業員の施設内待機を前提に必要な３日

分の飲料水、食糧などを備蓄するよう事業者に対して、市広報・市ホームページ等を使用し

啓発活動に努める。 

 

（２）一時滞在施設の確保 

 ○ＪＲ岐阜駅周辺 一時滞在施設の収容人数   ５，０００人  

◆対象施設（詳しくは 参考２ のとおり。利用面積は各施設の共有部分） 
 

施設名 利用面積（㎡） 収容人数（人） 区域 備考 

アクティブＧ 3,520 1,170 駅西  

じゅうろくプラザ 2,690 1,190 駅西 ホールを含む 

ＪＲ岐阜駅 3,830 1,270 駅中  

アスティ岐阜 1,270 420 駅中  

ハートフルスクエアＧ 2,970 990 駅東 図書館を含む 

 合計 5,040   

 

 ◆帰宅困難者用備蓄一覧 

備蓄品名 数量 備蓄場所 備考 

非常食 8,000食 じゅうろくプラザ 

（3階ｽﾀｼﾞｵ奥倉庫） 

ﾊﾞﾗﾝｽ栄養食 

飲料水 4,000本 500ml ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

寝具 
寝 袋 2,000個 消防本部防災センター  

アルミブランケット 3,000枚 岐阜駅北口駅前広場 D階段倉庫 

簡易トイレ 50基 岐阜駅北口駅前広場 D階段倉庫 

トイレ処理袋 4,600枚 岐阜駅北口駅前広場 D階段倉庫 

簡易トイレ用テント 50基 岐阜駅北口駅前広場 A階段倉庫 

エアーマット 5,000枚 岐阜駅北口駅前広場 A階段倉庫 

災害用浄水機 1台 消防本部防災センター  

手指消毒用アルコール 1セット 消防本部防災センター 1,000 ml×8本 

非接触式体温計 2個 消防本部防災センター  

サージカルマスク 4,000枚 消防本部防災センター  
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 ○情報体制の整備 

  岐阜市と一時滞在施設との間の情報連絡体制の確保に向けて、名古屋鉄道株式会社名鉄岐阜

駅及び東海旅客鉄道株式会社岐阜駅には、それぞれ平成29年9月及び10月に移動系防災行政

無線（ＭＣＡ無線機）の配備を行うことで、災害時に通信手段が途絶した場合の岐阜市災害対

策本部との間の緊急用連絡手段の確保を行った。 

 

 

（３）安否確認と情報提供のための体制整備 

 ○安否確認の方法の事前周知 

東日本大震災では、通常の電話回線が輻輳したため、家族等の安否が確認できず、やむを得

ず徒歩で家に帰り、そこではじめて家族の安否を確認できたというケースも 多々確認され

た。このようなケースでは、家族等の安否が確認できていれば、急いで帰宅する必要がなくな

る場合もあると考えられる。そこで、各機関においては、地震発生時の安否確認方法として、

「災害用伝言板171」、「災害用伝言ダイヤル」などのサービスが活用可能であるということ

を、従業員や職員にあらかじめ周知する必要がある。 

また、併せて、事業所と従業員等との間での安否確認方法についてもあらかじめ決めておく

こととする。 

 

 ○災害時に多様なツール（ＳＮＳやメール等）を活用した情報発信 

  発災直後には、「むやみに移動を開始しない」など、メールなどで一斉通報を実施する。その

後、一時滞在施設の開設状況などは、順次岐阜市フェイスブックなどを通じて必要な情報提供

を行う。 

 

 ※「災害用伝言ダイヤル171」「災害用伝言ダイヤル」の活用 

 発災時は、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声

の伝言板です。 

 家族等の安否確認や事業所と従業員との間での安否確認等にも使用できます。 

 

【通信サービス事業者等が提供する安否確認サービスの例】 

 

  ◇ＮＴＴ西日本の災害伝言ダイヤル１７１ 

◇ＮＴＴ西日本の災害用ブロードバンド伝言板Web１７１ 

◇au（KDDI）の災害用伝言板サービス 

◇ソフトバンクモバイルの災害用伝言板╱災害用音声お届けサービス 

◇Y!mobilの災害用伝言板サービス 

◇Googleパーソンファインダー    など 
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４ 平常時の各機関の役割 
 

◆平常時の各機関の役割表◆ 
 

平常時の役割 

体制整備 普及・啓発 食料・物資等の準備 

主 

 

 

   

体  

 

 

 

 

 

【共通事項】 

〇各機関における対応をルー

ル化し、必要に応じて感染症

対策を含めた、内部マニュア

ル等を作成し、従業員等に周

知する 

〇市民や利用客に対し、「むや

みに移動しない」などの行動

ルール等を、各機関が持って

いる媒体を活用して普及・啓

発する 

〇訓練に積極的に参加する 

〇従業員等に対し、帰宅困難

者への対応を周知・徹底する 

〇各個人の責任で、自分用

の備蓄物資を職場等に準備

する。または職場として、従

業員等の備蓄に努める 

【市】 

岐阜市 

（災害対策本部） 

〇一時滞在施設を周知する 

〇徒歩帰宅支援ステーション

を周知する 

〇緊急時の通信網を整備する 

〇取組状況を市広報・ホーム

ページなどを通じ、広報する 

〇事業所に対し、対策を指導・

周知する 

〇訓練等を企画・運営する 

〇帰宅困難者向け支援物資

の管理 

〇大型店等との物資提供体

制を整備する（協定の活用

や新たな協定の締結） 

【交通事業者】 

ＪＲ岐阜駅、名鉄岐阜駅 

〇運行情報の収集・提供体制

を整備する 

〇一時的に留まるスペースを

確保する 

〇案内（誘導）体制を確保する 

〇訓練等を企画・実施するよ

う努める 

○備蓄品の確保に努める 

 

【一時滞在施設】 

①アクティブＧ 

②じゅうろくプラザ 

③アスティ岐阜 

④ハートフルスクエアＧ 

〇受入スペースを確保する 

〇従業員等への一斉帰宅抑制

をルール化する 

〇一時滞在スペースとして位

置付けられていることを、ホ

ームページ等に掲載し広報す

るよう努める 

〇帰宅困難者向け物資の保

管場所を従業員等へ周知す

る 

○従業員等に必要な備蓄を

するよう努める 

【事業者】 

各企業 

○事業所防災計画を策定する

よう努める 

○「むやみに移動しない」とい

う基本原則を従業員に啓発す

る 

[事前周知文あり] 

○従業員に必要な備蓄をす

るよう努める 

【市指定避難所】 

市内各小学校等 

〇学校防災マニュアルを策定

する 

〇保護者等と連絡体制・引き

渡しまでの生徒等の保護体制

を構築する 

〇避難所における避難者や帰

宅困難者への対応をマニュア

ル化する。 

〇避難所での受入対応に関

し、地域住民へ周知する（帰宅

困難者を受入れる可能性があ

ることを周知） 

〇各家庭での行動ルール・安

否確認方法等を確認する 
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 体制整備 普及・啓発 食料・物資等の準備 

【地域住民】 

〇避難所での受入対応に関

し、地域住民へ周知する（帰宅

困難者を受入れる可能性があ

ることを周知し、共通認識を

図る） 

 

〇各家庭での避難行動ルー

ル・安否確認方法等を確認す

る 

〇災害発生時に避難所に避

難しなくても済むよう、各

家庭において必要な備蓄物

資等を準備するよう努める 

〇町内会や自治会等で必要

な備蓄物資等を準備するよ

う努める 

【警察機関】 

〇混乱防止対策・誘導体制を

整備する 

〇交通規制等の事前対策を準

備する 

 〇交通規制・誘導等に必要

な資機材の整備に努める 

【消防本部】 

〇二次災害発生時の出動体制

を整備する 

〇事業所等に対し、訓練指導

をするよう努める 

〇救助・救急活動等に必要

な資機材の整備に努める 

 

 

「災害時にはむやみに移動を開始しない」ことの事前周知 

 

事前周知文の例 

 

災害発生時、交通機関が運行を停止すると、駅を中心として多くの帰宅困難者が発生すると考

えられます。駅周辺での混乱に巻き込まれると、二次被害の危険があるだけでなく、道路や歩道

が多くの人で埋まった場合、消防・警察・自衛隊等の緊急車両が速やかに現場に到着できず、救

助活動が妨げられる恐れがあります。 

このことから、災害発生時は、むやみに移動を開始するのではなく、安全な場所にとどまり、

正確な情報を入手した上で、行動を開始するようにしましょう。 
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 ◆発災時の各機関の役割表◆ 
 

発災時の役割 

情報収集・提供 支援・一時収容 

主 

 

 

   

体  

 

 

 

 

 

【市】 

岐阜市 

（災害対策本部） 

〇駅をはじめとする各施設の状況を把

握する（現地への職員派遣） 

〇関係機関や地域住民への情報を提供

する（FAX・メール・防災行政無線・SNS

等） 

○交通事業者に運行状況や駅の状況を

確認する 

〇一時滞在施設や避難所の受入れ状況

を確認する 

〇関係機関へ応援を要請すると共に、

調整を行う 

〇一時滞在施設や避難所へ職員を派遣

する 

〇避難所運営マニュアル 新型コロナ

ウイルス感染症対策編を参考に、一時

滞在施設の運営 

〇感染症対策の実施 

〇食料・物資等を手配・配布する 

〇一時滞在施設閉鎖の判断やその後の

対応に係る情報を提供する 

【交通事業者】 

ＪＲ岐阜駅 

〇運行状況を把握し、利用者に情報を

提供する 

〇市災害対策本部に都度、運行状況や

駅（駅周辺バス停）の状況を連絡する 

〇感染症対策を実施し、一時滞在施設

や駅内滞在場所への案内及び受入れ補

助 

【交通事業者】 

名鉄岐阜駅 

○感染症対策を実施し、一時滞在施設

への案内及び受入れ補助 

【交通事業者】 

岐阜乗合自動車株式会社 

○感染症対策を実施し、一時滞在施設

への案内 

【一時滞在施設】 

①アクティブＧ 

②じゅうろくプラザ 

③アスティ岐阜 

④ハートフルスクエアＧ 

〇駅の情報等目視で確認し、情報を収

集する 

〇駅や市から得た情報や安否確認方法

などの情報を施設利用者に提供する 

〇施設の被害状況（様式1（施設安全チ

ェックシート））や従業員・利用者の情

報を様式2（一時滞在施設・避難所 状

況報告書）により市災害対策本部に連

絡する 

〇施設の安全点検を行う 

〇感染症対策を実施し、利用客・従業

員をその場に留める 

〇可能な範囲で帰宅困難者を受入れる 

〇食料・水や物資配布の補助（市と協

力） 

〇可能な範囲で帰宅困難者等の概数や

健康状態の把握（様式3（帰宅困難者カ

ード）を作成） 

【事業者】 

企業等 

○情報収集に努め、適宜従業員等に情

報提供を行う 

○感染症対策を実施し、従業員をその

場に留める 

○従業員以外の受入れに努める 

【市指定避難所】 

市内各小学校等 

○施設や避難者の情報を市対策本部に

連絡する 

〇一時滞在施設に入りきれなかった帰

宅困難者を受入れる（市からの情報を

入手する） 

〇可能な限り避難者と帰宅困難者を区

分けして収容する 

〇帰宅困難者に対し、地域住民と同様

の対応を行う 

【地域住民】 

〇施設や避難者の状況を市災害対策本

部に連絡する 

 

〇避難所で帰宅困難者を受入れる際の

支援活動を行うよう努める 

 

５ 発災時の各機関の役割 
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 情報収集・提供 支援・一時収容 

【警察機関】 

〇交通機関の運行状況や道路混雑状況

等の情報を収集し、市災害対策本部に

報告する 

〇警察が入手した徒歩帰宅者や渋滞等

の状況の情報提供 

〇混乱の防止のための雑踏整理・避難

誘導を行う 

〇緊急車両の交通路の確保 

〇徒歩帰宅者が帰宅するルートの確

保、帰宅支援ルートへの案内 

〇その他犯罪の予防、鎮圧に関するこ

と 

【消防本部】 

〇消防・救急活動における情報の収集・

提供 

〇傷病者発生時の救急搬送 

〇二次災害発生時の患者搬送・現場活

動を行う 
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６ 発災時の対応の基本事項 
 

〇情報を一元化するために、原則として、各機関からの連絡は、市災害対策本部に行うものと

し、駅・一時滞在施設・避難所への個別連絡は行わない。 

 

〇一時避難所の運営については、感染症対策を考慮し実施すること。避難所運営マニュアル 新

型コロナウイルス感染症対策編を参考にして帰宅困難者の受入れを実施する。 

 

○一時滞在施設で帰宅困難者を受入れことができる場合は、一時滞在施設へと案内する。一時滞

在施設が使用できない場合は、避難所へと案内する。ただし、いずれの場合も、市が受入れ先

の状況を把握した後で、各機関に連絡をしてから案内することとする。 

 

○一時滞在施設での受入れ期間は、最大で、発災の翌日までとし、それ以降は、避難場所へ移動

するか帰宅するかを、帰宅困難者自身が決定する。 

 

○帰宅困難者に対して、電車の運行状況や一時滞在施設の状況など、必要な情報を迅速に提供す

ることで混乱を抑制する。 

 

○災害時、どの通信手段が使えるかは、実際に災害が起きてみないとわからないため、市はＦＡ

Ｘ・電話・登録制メールなど、その時使用できる手段で情報を発信し、各機関はそれらの情報

を積極的に取得するよう努める。 

 

 

 
  

【帰宅困難者への情報提供が望まれる事項】 

 

・発災直後は、公共交通機関に関する情報・安否確認方法と併せて、「むやみに移動を開始

しない」ことを呼びかける。 

・災害全体の被害状況や通行不能な道路等について情報提供を行う。 

・しばらくして一時滞在施設の利用が可能であれば情報提供を行う。 

これら発信すべき情報は、時間経過とともに変わっていくため、その時のニーズにあった

情報を提供する。 
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７ 発災時の対応の流れ 
 

（１） 安全確保・施設の安全点検                    P12 

■身の安全を確保し、それぞれの機関で 様式1 を使用し施設の安全点検等を行う 

 

 

 

（２） 運行状況・駅の情報を収集                    P13 

■市は駅に連絡し、また場合によっては職員を派遣し、被害状況・運行状況・駅 

の混乱状況などの情報を収集する  

■直接駅に行ける機関は、駅に行って目視で状況を確認する  

■駅に行けない機関は、交通機関のホームページや、テレビ・ラジオ、市からの 

情報などを受信し、運行状況等を収集する  

 

 

 

 

 

（３） むやみに移動を開始しないこと等の周知              P13 

■各機関は施設が安全であると判断すれば、施設内にできる限り人を留め、各々が 

持っている媒体を使い、むやみに移動を開始しないこと等の周知を行う 

 

 

（４） 一時滞在施設・避難所の情報を収集                P14 

■市は、各施設から送付された 様式2 をもとに、情報収集を行う 

・一時滞在施設の被害状況  

・避難所の被害状況・避難者の状況  

■一時滞在施設・避難所での帰宅困難者の受入れの可否を検討する  

 

 

（５） 各機関へ一時滞在施設・避難所の状況を連絡            P14 

■市は登録制メール・ホームページ・ＳＮＳなど可能な手段で、一時滞在施設と避 

 難所における帰宅困難者受入れ可否を連絡する  

■合わせて、災害の概要や道路の状況などの情報を提供する  

 

 

（６） 一時滞在施設開設等の広報                    P14 

■市は、登録制メール・ホームページ・ＳＮＳなどにより広報し、また各機関へ、 

一時滞在施設開設の情報を提供する  

■各機関は、必要に応じて、一時滞在施設を案内する  

 

 

（７） 一時滞在施設での受入れ                     P14 

   ■一時滞在施設での受入れについては、後述とする 

 

  

運行停止 ⇒ 帰宅困難者の発生 
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（１）安全確保・施設の安全点検                          

 

いずれの機関においても、まず身の安全の確保や、利用者の安全の確保を優先する。（各機関

で持っているマニュアルや手順を活用） 

その上で、様式1を使用し、施設の安全点検を行い、施設が継続して使用できるかどうかを判

断する。施設内での待機が危険と判断した場合は、他の安全な場所（公園等）で待機させる。 

 

施設安全チェック例 

 

該当施設 区分 確認事項 

施設全体 

外観 傾斜、上部構造とのズレ 

柱 亀裂、破断、傾斜、傾斜 

壁 亀裂、ズレ、変形、剥落 

屋根 落下、破損 

基礎 亀裂、ズレ、変形、剥落、沈下 

施設内 

天井 亀裂、壁の落下、ゆがみ 

床 散乱物はないか 

電力、照明 落下、破損、使用の可否 

空調 破損、使用の可否 

窓ガラス 破損、落下、飛散の有無 

電話、インターネット 使用の可否 

廊下 窓ガラス 破損、落下、飛散の有無 

階段 
防火シャッター 通行できるか否か 

非常階段 傾斜の有無、使用の可否 

エレベーター エレベーター 破損、使用の可否 

給湯・調理室 

水道 水道管の破損 

ガス 元栓の損傷 

電気器具 電線の寸断、使用の可否 

冷蔵庫、冷凍庫等 転倒、使用の可否 

食器類 転倒、落下、使用の可否 

手洗い場、便所 
水道 水道管の破損、水漏れ 

排水 排水の状況 

施設周辺 
周辺地盤 亀裂、ズレ、変形、剥落、沈下 

看板・機器類等 落下の可否 

 

 

 

 

（一時滞在施設職員により実施） 
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（２）運行状況・駅の情報を収集                          

 

 

岐阜市は、ＪＲ岐阜駅・名鉄岐阜駅に連絡、または、職員を直接派遣し被害状況・運行状

況・混乱状況を把握する。 

駅の近くの機関（一時滞在施設を含む）は、駅に従業員等を派遣して目視で状況の確認を行

う。それが困難な場合は、交通機関のホームページや、テレビ・ラジオで情報を入手する。ま

たは、市からの情報等から、運行状況等を確認する。 

発災直後から駅では多くの対応が生じると予想されるため、市以外の各機関は、運行状況な

どを電話等で駅に問い合わせることは避ける。 

 

 

（３）むやみに移動を開始しないこと等の周知                    

 

 

発災後、人々がむやみに移動を開始することを防ぐために、交通機関の停止がわかれば、そ

の旨を館内放送などの可能な媒体を使って利用客に伝え、施設が安全であれば、 帰宅困難者

を施設内にできる限り留めるようにする。 

これらのアナウンスは、各機関の判断で速やかに実施するものとする。 

各事業者も、施設の安全確認を実施した後、従業員等をその場に留め、帰宅困難者にならな

いような配慮を行う。 

 

広報例（むやみに移動を開始しないこと） 

 

現在ＪＲ岐阜駅及び名鉄岐阜駅では、電車の運行を停止しています。また、各地で火災や建物

の倒壊が発生していると考えられます。 

このような状況下でむやみに移動をはじめると、道路の混雑により、みなさん自身が危険に巻

き込まれるおそれがあるほか、消防や救急などの対応の妨げとなる可能性もあります。むやみに

移動を開始せず、施設内でとどまっていただきますようお願いいたします。 

 

 

広報例（施設等で水や食料・トイレの使用が可能な場合） 

 

当施設では、食料、飲料水等を備蓄しておりますので、運行が開始されるまでの間、施設内に

とどまっていただくことができます。 
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（４）一時滞在施設・避難所の情報を収集                      

 

 

岐阜市は、一時滞在施設・避難所へ連絡し、または職員を直接派遣し、被害状況等を把握す

る。また、一時滞在施設は、様式2 により市災害対策本部へ連絡を行う。 

その上で、一時滞在施設と、開設の可否を協議し、決定する。 
 

 

◆市が収集する情報◆ 

①一時滞在施設の状況 

被害状況 

対応状況 

帰宅困難者の受入れの可否 

受入れ可能人数（概数） 

②避難所の状況 

被害状況 

対応状況 

帰宅困難者の受入れの可否 

受入れ可能人数（概数） 

避難者の状況 

 

 

（５）各機関へ一時滞在施設・避難所の状況を連絡                  

 

 

市は、各機関に対し、登録制メール、ホームページ、ＳＮＳなど、その時に使用できる媒体

を使って、帰宅困難者の受入れ可否の連絡や、帰宅困難者に、交通機関の復旧状況や帰宅経路

の道路被害などの情報を可能な限り提供する。 

 

 

（６）一時滞在施設開設等の広報                          

 

 

各機関は、施設内の目立つ場所への掲示や、施設内外のアナウンスなど、それぞれが持って

いる媒体を使って、帰宅困難者に、一時滞在施設が開設したこと、鉄道の運行状況や道路の被

害状況を情報提供する。 
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（７）一時滞在施設での受入れ                           

 

 

交通機関の停止によって帰宅困難者が発生した場合、一時滞在施設の施設管理者は、市災害

対策本部と協議し、一時滞在施設を下記の手順で開設し、帰宅困難者の受入れを開始する。 

・開設準備 

岐阜市は、一時滞在施設の開設が必要と判断した場合は、一時滞在施設に対して開設を要請

する。一時滞在施設（施設管理者）の判断により開設を決定した場合も、以下同様の流れで開

設準備を行うものとする。 

①一時滞在施設は、様式1 を使用して、施設内の被害状況やライフライン等（電気・ガス・

上下水道・電話）の使用可否を確認し一時滞在施設としての機能が損なわれていないかな

ど、総合的に判断し使用可否を確認。 

②施設内の受入れスペースや立ち入り禁止区域を設定。立ち入り禁止区域は、張り紙等で明

示。 

③施設の入り口や施設内の適切な所に、一時滞在施設であることの表示や、利用案内を掲

示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲示例】 

お知らせ 

１ 本施設は、帰宅困難となった方のために、共助の観点から施設を開放しているものです。 

２ 本施設は、発災後、翌日には閉鎖しますので、帰宅困難者の方は、避難所へ移るか、帰宅

するかとなります。 

３ 本施設は、災害時に緊急的に開設されているため、施設管理者の指示に従うとともに、施

設管理者が責任を負えない場合もあることを理解したうえで、施設内で行動してくださ

い。 

４ 余震等の影響で建物の安全性や周囲の状況に変化が生じた場合には、急きょ、施設を閉鎖

する場合があります。 

５ この施設で提供できるのは、○○と○○です。（施設の状況に応じて対応できる項目につ

いて記述する） 
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・帰宅困難者の受入れ 

 ①避難所開設マニュアル 新型コロナウイルス感染症対策編に基づき、感染防止対策を実施

する。帰宅困難者の受入れに際し、事前受付を設置し帰宅困難者の体温チェック及び健

康チェックを実施して、一時滞在施設に受入れる。体調不良者等の判定基準に該当した

場合は、災害対策本部に連絡し指示を仰ぐ。 

受入れの際は、入り口でカウンター等を用いて人数を把握する。 

②食料・水などの備蓄品の配布の補助（市職員などの指示に従う） 

③事後に、災害救助法による費用の支弁を求める（市町村を通じて県へ）ことを考 

慮し、施設保有の食糧・飲料水等を提供した時は、品目と数量を記録しておく。 

④テレビ・ラジオ・インターネット等で得た交通機関の運行状況を、口頭で、また、掲示

板等を活用して、受入れ者へ提供する。可能であれば、テレビやラジオを、受入れスペ

ースへ設置する。 

  ⑤可能な範囲で帰宅困難者等の概数の把握を行い、様式3を作成する。 

⑥受入れ可能人数を超過しそうな場合は、市災害対策本部へ連絡し、案内できる周 

辺施設を確認した上で、受入れできない旨の掲示物を施設の入り口付近に掲示する。 

 

 

 

 

 

 

 

・一時滞在施設の閉鎖 

①原則として、発災から最大で1日程度で施設の閉鎖を準備する。 

②閉鎖に当たっては、受入れ者に対して、施設の閉鎖時間を告げる。 

③あわせて、公共交通機関の運行状況や、周辺の避難所情報を受入れ者へ提供する。 

避難所へ案内する場合は、必ず市災害対策本部へ連絡し、受入れが可能な避難所を把握し

た上で案内する。 

④一時滞在施設の閉鎖を、市災害対策本部へ連絡する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【掲示例】 

お知らせ 

１ この施設は満員となりましたので、受入れることができません。 

２ 最寄りの一時滞在施設は○○○ですので、そちらをご利用ください。 
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８ 発災時の組織別対応フロー 
 

＜事業者・学校等＞ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜交通事業者等＞ 
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帰宅可否判断 

順次帰宅 

帰宅報告 

通常業務復旧に向けた取組 

事業者 従業員・学生等 

帰宅に必要な情報 
収集・提供 

安全な徒歩帰宅のため 
の指導 

施
設
維
持 

施設内 
待機 

「一時滞在

施設」 

へ誘導 

「緊急避難 

場所」 

へ誘導 

施設が安全 
でない場合 

徒歩帰宅可能 徒歩困難 

施設の安全確認 
施設内待機可否判断 

事業者・施設管理者 

災
害
情
報
収
集 

「緊急避難 

場所」 

へ誘導 

施
設
維
持 

施設 

内 

待機 

備
蓄
品
（
飲
料
水
・ 

食
料
等
）
の
提
供 

安全な場所へ 
誘導 

災害情報提供 

利用者 施設の安全な 
場所で待機 

帰宅可否判断 

施設内 

待機 

徒歩 

帰宅 

「緊急避難 

場所」 

へ誘導 

「一時滞在

施設」 

へ避難 

帰宅に必要な情報 
収集・提供 

順次帰宅 

施設内待機が困
難な場合 

通常業務復旧に向けた取組 

ＯＫ ＮＧ 

ＮＧ ＯＫ 

「避難所」 

へ誘導 

「避難所」 

へ誘導 

利用者 
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＜一時滞在施設管理者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※時間の経過はあくまでも目安とする。 

   ※一旦帰宅困難者を受け入れた後、余震等により受入が困難となった場合は、岐阜市と連

携し、受入可能な一時滞在施設・避難所へ移動を検討する。 

 

 

一時滞在施設管理者 岐阜市 

周囲の被害状況の把握 
施設の安全確認 

岐阜市による開設の要請 

施設管理者の安全確認 
（施設安全チェックシート） 

施設管理者が 
施設が安全と判断 

施設管理者が 
安全でないと判断 

一時避難所施設を開放 
帰宅困難者の受入開始 

一時滞在施設の 
開設状況を報告 

帰宅困難者の 
受入開始報告 

一時滞在施設の開設 
情報の提供 

 

○受入人数・日数の決定 

〇感染防止対策の実施 

○施設への誘導 

○備蓄品の配布 

○災害関連情報の提供 

○要配慮者への対応等 

帰宅困難者の発生 

概
ね
６
時
間 

帰宅困難者も含めた施設の運営 

帰宅開始に係る参考情報の収集、情報提供 

施設管理者は、受け入れた帰宅困難者の帰宅を開始 

帰宅混乱収 

概
ね
12
時
間 

概ね 
1日 

混乱収 

集以降 

帰宅困難者 
 

災害関連情報及び徒歩帰宅 
支援に関する情報等を提供 

 

岐阜市災害対策本部 
 

岐阜市災害対策本部 
 

移動 

岐阜市から提供 

岐阜市職員の派遣 
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９ 情報連絡体制の構築 
 
□ 情報連絡網フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆アクティブＧ 

◆じゅうろくプラザ 

◆アスティ岐阜 

◆ハートフルスクエアＧ 

 

岐阜市災害対策本部 一時滞在施設 

 
◆岐阜中警察署 
◆岐阜南警察署  

 
◆ＪＲ東海 岐阜駅 
◆名古屋鉄道 名鉄岐阜駅 
◆岐阜バス(岐阜西営業所) 
◆岐阜バス(柿ヶ瀬営業所) 

交通事業者等 

警察 
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１０ 徒歩帰宅支援ステーションの活用 
 

 岐阜県では、県内のコンビニエンストア、ガソリンスタンドなどと協定を締結し、下記ステッ

カーが添付してある施設については、災害時に「徒歩帰宅支援ステーション」として、「水道水

の提供」「トイレの使用」などの支援が受けることができます。 

 

＜締結先＞ 

○災害時帰宅支援ステーション数（R2.12月現在） 

・ガソリンスタンド      558店舗 

・コンビニエンスストア 846店舗 

・飲食店                117店舗 

・その他               299店舗 計1,820店舗 

 

＜岐阜市内締結先＞ 

○災害時帰宅支援ステーション数（R2.12月現在） 

・ガソリンスタンド    84店舗 

・コンビニエンスストア 178店舗 

・飲食店                34店舗 

・その他                54店舗 計350店舗 

 

★徒歩帰宅支援ステーション「ステッカー」【目印はこのマーク】 
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集計帰宅困難者の定義等について 

 

（１）定義 

本市における、帰宅困難者数の算定は、「南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の

概要～ライフライン被害、交通施設被害、被害額など～平成２５年３月１８日）」（中央防災

会議防災対策推進検討会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ）の算定方法

により、岐阜市中央部から自宅へ帰ることのできない滞留者を帰宅困難者として取り扱っ

た。 

 

帰宅困難率（％）＝（0.0218×外出距離ｋｍ）×100 

 

出典：「南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要～ライフライン被害、交通施設被害、被害額など～平

成２５年３月１８日）」（内閣府(2013) 

 

（２）発生条件 

  主要ゾーン時刻別滞留人口（平日）より、最大値の14時～16時とする 

 

（３）算定条件 

今回の調査では、「第５回中京都市圏パーソントリップ調査報告書」（中京都市圏総合都市

交通計画協議会）の滞留人口をもとに帰宅困難者を想定した。 

対象ゾーンは、岐阜市の主要な交通機関が集まっている岐阜市中央部とした。 

 

＜滞留人口の推移＞ 

 主要ゾーンの時刻別滞留人口（平日）は、14時～16時が最大となり、そのうち自宅以

外の滞留人口は約5万人となっている。 

 

 

 

参考１ 



図 主要ゾーンの時刻別滞留人口（平日） 

 

滞留人口5万人の交通手段は、主要ゾーンの時刻別自宅発交通手段別滞留人口(平日)

より、自動車が2万1千人、鉄道は1万1千人、その他が1万7千人、不明が1千人と

なる。 

 

 
図 主要ゾーンの時刻別自宅発交通手段別滞留人口（平日） 

 

その他の交通手段には、バス、二輪車、自転車、徒歩が含まれている。このうち、交

通手段が徒歩と自転車の場合は帰宅可能と考えるため、交通手段の構成比率をもとに自

転車および徒歩の滞留人口を推定した。 

バス・二輪車・自転車・徒歩＝2.8+0.5+10.0+12.7＝26.0％ 

自転車・徒歩＝10.7+12.7＝23.4％ 

その他の交通手段のうち、自転車・徒歩の占める割合＝23.4/26.0×100＝87％ 

したがって、その他の交通手段のうち、自転車・徒歩の滞留人口は、1万4,800人と

推定される。 

 

 
図 交通手段の比率 



 

 
表 自転車・徒歩を除く滞留人口の推定 

 

＜距離別滞留人口＞ 

前述の交通手段別滞留人口と主要ゾーンの時刻別自宅までの距離帯別滞留人口(平日)

より、距離別滞留人口を推定した。 

推定した距離別滞留人口と帰宅困難率から、帰宅困難者を算定した。 

 

 
表 自転車・徒歩を除く滞留人口の推定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 主要ゾーンの時刻別自宅までの距離帯別滞留人口（平日） 

 

（４）帰宅困難者の予測結果 

以上により、岐阜市における帰宅困難者は、岐阜市中央部で7,500人と予測した。 

表 帰宅困難者 

 

③滞留人口（推定）
(千人) 割合（A) ①−② (千人)

37 0.74 11.0 26.0

7 0.14 2.1 4.9

6 0.12 1.8 4.2

50 1 14.8 35.2

②自転車と徒歩の距
離別人口（推定）

10km以下

10km〜20km未満

20km以上

合計

①滞留人口



（５）岐阜市駅周辺の帰宅困難者の備蓄物資について 

  上記で算出された帰宅困難者数（7,500人）は、徒歩、自転車を除く岐阜市中央部の全帰 

宅困難者数を算定しており、各事業所による帰宅抑制や帰宅困難者対策の啓発活動を考慮

し、備蓄数量を帰宅困難者の約半数4,000人と試算する。 

 また、駅周辺施設での滞留者については、一般の避難所とは異なり、公共交通機関の復旧

などに伴い解消へと向かうことが予想されるため、長期滞在の可能性は少ないと想定し、1

日分（2食）の備蓄とする。 



 

 

帰宅困難者収容一時滞在施設詳細 
区

域 
施設名 

総面積

（㎡） 
階数 

収容可能面積

（㎡）（※1） 

収容想定人数 

（※2） 

駅

西 

アクティブ G 33,046 

2 階 2,310 770 

3 階 1,210 400 

（計） 3,520 1,170 

じゅうろくプラザ 8,500 

1 階 240 80 

2 階 520 170 

ホール

(※3) 
― 300 

3 階 510 170 

4 階 480 160 

5 階 940 310 

（計） 2,690 1,190 

合計 6,210 2,360 

駅

中 

岐阜駅 ― 

1 階 2,180 720 

2 階 1,650 550 

（計） 3,830 1,270 

アスティ岐阜 ― 

1 階 250 80 

2 階 600 200 

3 階 420 140 

（計） 1,270 420 

合計 5,100 1,690 

駅

東 

ハートフルスクエア G 8,151 

1 階 1,170 390 

図書館 270 90 

2 階 1,530 510 

（計） 2,970 990 

合計 2,970 990 

総合計 14,010 5,040 

※1 収容可能面積とは、各施設の共有部分（ホール等テナント店舗を除いた部分）となりま

す。 

※2 一人当たりの収容面積は 3 ㎡で計算しています。 

※3 じゅうろくプラザホール（600 席）→300 人収容可能として計算しています。 

参考２ 



（令和２年12月末時点）
区  分 店舗等の名称 所 在 地

1 岐阜県石油商業組合 GNG㈱ EnejetDDｾﾙﾌ日野店 岐阜市日野南4-18-13
2 岐阜県石油商業組合 油善㈱ 蔵前 岐阜市蔵前3-6-10
3 岐阜県石油商業組合 大塚石油店 中広江 岐阜市加納中広江23
4 岐阜県石油商業組合 小野商事㈱ 岐阜県庁前 岐阜市薮田南1-1-8
5 岐阜県石油商業組合 小野商事㈱ ﾛｰﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ21 岐阜市下奈良1-4-6
6 岐阜県石油商業組合 加藤石油店 方県 岐阜市安食419
7 岐阜県石油商業組合 川北石油㈱ 川北 岐阜市鷺山1530-2
8 岐阜県石油商業組合 岐⻄興産㈱ ｾﾙﾌ⻑良川 岐阜市⻑良古津池之尻2-7
9 岐阜県石油商業組合 岐⻄興産㈱ ｾﾙﾌさぎやま 岐阜市下⼟居笠張256-1

10 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ Dr.DriveｾﾙﾌR21六条 岐阜市六条江東2-9-3
11 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 岐日本社 岐阜市東金宝町2-2
12 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ Dr.Driveｾﾙﾌ粟野東  岐阜市粟野東5-92
13 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ ⿊野 岐阜市今川字諏訪314-1
14 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 福光 岐阜市上⼟居⻑池93-1
15 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ Dr.Driveｾﾙﾌ岐阜則武 岐阜市則武中2-23-12
16 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ Dr.Driveｾﾙﾌ岐阜島 岐阜市北島2-1-6
17 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 岐阜駅前 岐阜市橋本町2-18
18 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 敷島町 岐阜市敷島町3-3
19 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 中央市場南 岐阜市茜部新所3-172-1
20 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ Dr.Driveｾﾙﾌ茜部大川 岐阜市茜部大川2-7-1
21 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 岐大ﾊﾞｲﾊﾟｽ 岐阜市六条江東3-3-23
22 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ Dr.Driveｾﾙﾌ県庁北 岐阜市江添町1-5-22
23 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 日置江 岐阜市茶屋新田3-15
24 岐阜県石油商業組合 岐阜日石㈱ 六条 岐阜市六条南3-4-3
25 岐阜県石油商業組合 岐菱商事㈱ 岐阜 岐阜市城東通2-28
26 岐阜県石油商業組合 久世商事㈲ ｱﾑｰﾙ⿊野 岐阜市折⽴880-2
27 岐阜県石油商業組合 コスモ石油販売㈱⻄中部カンパニー ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ市橋 岐阜市市橋3-1-3
28 岐阜県石油商業組合 コスモ石油販売㈱⻄中部カンパニー ｾﾙﾌ茜部 岐阜市茜部大川1-48-1
29 岐阜県石油商業組合 コスモ石油販売㈱⻄中部カンパニー ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ中屋⻄ 岐阜市中屋⻄2-3
30 岐阜県石油商業組合 コスモ石油販売㈱⻄中部カンパニー ｾﾙﾌﾋﾟｭｱ⻑良 岐阜市光栄町1-1-1
31 岐阜県石油商業組合 コスモ石油販売㈱⻄中部カンパニー ｾﾙﾌﾋﾟｭｱ岐大前 岐阜市折⽴857-1
32 岐阜県石油商業組合 篠田商事㈱ ｾﾙﾌみやこ 岐阜市都通4-21
33 岐阜県石油商業組合 篠田商事㈱ ｾﾙﾌ大福 岐阜市大福町5-17-1
34 岐阜県石油商業組合 篠田商事㈱ ぎふ宇佐 岐阜市宇佐東町6-4
35 岐阜県石油商業組合 篠田商事㈱ 県庁⻄ 岐阜市下奈良2-1
36 岐阜県石油商業組合 篠田商事㈱ ｾﾙﾌうずら 岐阜市中鶉3-16-1
37 岐阜県石油商業組合 柴田商店 ⻑森 岐阜市北⼀⾊7-14-21
38 岐阜県石油商業組合 ⽩⽊石油㈲ ⿊野 岐阜市⿊野555-1
39 岐阜県石油商業組合 スタンダード商事㈱ Enejet加野 岐阜市加野田宮689-1
40 岐阜県石油商業組合 ⻄濃アポロ㈱ ﾌﾟﾘﾃｰﾙ岐阜⻄ 岐阜市⻄河渡2-8
41 岐阜県石油商業組合 第⼀石油㈱ 岐阜東 岐阜市前⼀⾊2-21-15
42 岐阜県石油商業組合 第⼀石油㈱ 岐阜 岐阜市金園町9-17
43 岐阜県石油商業組合 大栄石油㈱ 鹿島 岐阜市鹿島町2-18
44 岐阜県石油商業組合 大日石油㈱ ﾐｻﾄ 岐阜市清本町8-2
45 岐阜県石油商業組合 岐⻄興産㈱ ｾﾙﾌ岐阜北 岐阜市東改田腰前田2-1
46 岐阜県石油商業組合 東海エポック㈱ ｾﾙﾌcan忠節駅前 岐阜市島栄町1-30
47 岐阜県石油商業組合 東海エポック㈱ ｾﾙﾌcan⿊野 岐阜市折⽴北浦280-1
48 岐阜県石油商業組合 東海エポック㈱ 流通ｾﾝﾀｰ 岐阜市柳津町流通センター2
49 岐阜県石油商業組合 東海エポック㈱ ｾﾙﾌcan柳津 岐阜市柳津町梅松3-78
50 岐阜県石油商業組合 東部日石㈱ 天王寺 岐阜市北⼀⾊3-10-14
51 岐阜県石油商業組合 豊通石油販売㈱ 明徳町 岐阜市明徳町13
52 岐阜県石油商業組合 ヒガシヤマ石油 北野 岐阜市北野⻄362-1
53 岐阜県石油商業組合 日の丸石油㈱ 常盤町 岐阜市常盤町33
54 岐阜県石油商業組合 丸栄石油㈱ ｶｰﾊﾟﾄﾞｯｸ⻑良 岐阜市⻑良東2-1
55 岐阜県石油商業組合 丸栄石油㈱ ｾﾙﾌ東興 岐阜市東興町50
56 岐阜県石油商業組合 丸栄石油㈱ ⻑森 岐阜市野⼀⾊2-12-12
57 岐阜県石油商業組合 丸栄石油㈱ 入舟 岐阜市入舟町4-27
58 岐阜県石油商業組合 丸栄石油㈱ ⻄荘 岐阜市⻄荘2-8-2
59 岐阜県石油商業組合 武藤石油合同会社 鏡島大橋 岐阜市菅生6-1-13
60 岐阜県石油商業組合 ㈱⻘⽊石油 鏡島 岐阜市鏡島⻄2丁⽬19-12
61 岐阜県石油商業組合 ㈱油茂商店 ⻑良 岐阜市⻑良松⾵町1-34
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62 岐阜県石油商業組合 ㈱岩塚石油 ｼﾝｼｱ⻑森南 岐阜市⼿⼒町38-7
63 岐阜県石油商業組合 ㈱岩塚石油 EneJet岩地 岐阜市岩地1-12-2
64 岐阜県石油商業組合 ㈱ウズラ日石 北鶉 岐阜市⻄鶉1-30-2
65 岐阜県石油商業組合 ㈱⾓田石油 ⻄野町 岐阜市⻄野町7-12
66 岐阜県石油商業組合 ㈱⾓田石油 EneJet⻑良福光 岐阜市福光⻄2-8-10
67 岐阜県石油商業組合 ㈱⾓田石油 EneJet島ｲｰｽﾄ 岐阜市菅生8-6-20
68 岐阜県石油商業組合 ㈱⾓田石油 EneJet北⼀⾊ 岐阜市北⼀⾊2-8-15
69 岐阜県石油商業組合 ㈱⾓田石油 鶉ｾﾝﾄﾗﾙ 岐阜市中鶉3-85
70 岐阜県石油商業組合 ㈱⾓田石油 EneJetｽ正⽊ 岐阜市正⽊中町4-12-15
71 岐阜県石油商業組合 ㈱成瀬商会 則松 岐阜市則松5-35
72 岐阜県石油商業組合 ㈱丸美石油店 ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ岩田 岐阜市岩田東3-367
73 岐阜県石油商業組合 ㈱リョーワ 福光 岐阜市⻑良福光東3-14-10
74 岐阜県石油商業組合 ㈱リョーワ 芥見 岐阜市芥見東山5-13
75 岐阜県石油商業組合 日の丸石油㈱ 城南通 岐阜市⻄明見町22
76 岐阜県石油商業組合 ㈲エンヤ石油 ﾌﾟﾗｻﾞ⻑森 岐阜市細畑4-9-10
77 岐阜県石油商業組合 ㈲岐北石油 ⻄郷 岐阜市上⻄郷6-156-2
78 岐阜県石油商業組合 ㈲小林石油 ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ芥見 岐阜市芥見大船2-11
79 岐阜県石油商業組合 ㈲勢引石油 勢引商事 岐阜市門屋勢引13-2
80 岐阜県石油商業組合 ㈲堀江石油 茜部 岐阜市茜部中島3-5-2
81 岐阜県石油商業組合 ㈲ミヤタ商会 旦島 岐阜市旦島中1-2-1
82 岐阜県石油商業組合 ㈲森屋石油 森屋 岐阜市香取町3-33
83 岐阜県石油商業組合 ㈴油重商店 笠松 岐阜市柳津町栄町242
84 岐阜県石油商業組合 ㈴油重商店 ﾆｭｰ笠松 岐阜市柳津町栄町218
85 (株)壱番屋 岐阜茜部店 岐阜市茜部中島三丁⽬14番地
86 (株)壱番屋 岐阜宇佐店 岐阜市宇佐南⼀丁⽬1-8
87 (株)壱番屋 岐阜都通店 岐阜市都通二丁⽬3-1
88 (株)壱番屋 名鉄岐阜駅前店 岐阜市⻑住町二丁⽬12番1号
89 (株)壱番屋 岐阜東興町店 岐阜市東興町12-2
90 (株)壱番屋 岐阜メモリアルセンター前店 岐阜市鷺山1768番地262
91 (株)壱番屋 岐阜北鶉店 岐阜市北鶉二丁⽬57-2
92 (株)壱番屋 岐阜大学前店 岐阜市折⽴字北浦289番地3
93 (株)壱番屋 柳津店 岐阜市柳津町本郷四丁⽬44番地
94 (株)壱番屋 岐阜⻄荘店 岐阜市⻄荘⼀丁⽬5番1号
95 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜茜部菱野４丁⽬店 岐阜市茜部菱野4丁⽬136番地
96 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜茜部本郷１丁⽬店 岐阜市茜部本郷1丁⽬30番地
97 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜粟野⻄１丁⽬店 岐阜市粟野⻄1丁⽬398番
98 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜粟野⻄４丁⽬店 岐阜市粟野⻄4丁⽬77番1
99 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜加納城南通３丁⽬店 岐阜市加納城南通3丁⽬39番

100 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜河渡店 岐阜市河渡3丁⽬98-2
101 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜芥見南山店 岐阜市芥見南山2丁⽬7-3
102 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜岩滝店 岐阜市岩滝⻄2丁⽬176-2
103 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜岩田東２丁⽬店 岐阜市岩田東2丁⽬120
104 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜琴塚３丁⽬店 岐阜市琴塚3丁⽬24番6
105 (株)セブン-イレブン・ジャパン 東海学院大学前店 岐阜市琴塚4-1-1
106 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜金園町２丁⽬店 岐阜市元町1丁⽬1番
107 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜古市場神田店 岐阜市古市場神田3番1
108 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜今嶺３丁⽬店 岐阜市今嶺3丁⽬6番1号
109 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜鷺山東店 岐阜市鷺山東2丁⽬4番33
110 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜柳ヶ瀬店 岐阜市神田町3丁⽬11番地
111 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜⻑良橋通店 岐阜市神田町6丁⽬26番地
112 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜須賀３丁⽬店 岐阜市須賀3丁⽬15-6
113 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜⻄中島店 岐阜市⻄中島3丁⽬11-16
114 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜早田大通１丁⽬店 岐阜市早田大通1丁⽬22番1
115 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜早田東町６丁⽬店 岐阜市早田東町6丁⽬72番地
116 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜則武中４丁⽬店 岐阜市則武中4丁⽬2番6号
117 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜市則武店 岐阜市則武東3-19-15
118 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜太郎丸新屋敷店 岐阜市太郎丸新屋敷136
119 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜⿊野店 岐阜市大字⿊野字村前707番6
120 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜中うずら７丁⽬店 岐阜市中鶉7-23
121 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜⻑良福光店 岐阜市⻑良福光1592
122 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜田神店 岐阜市田神10番17号

災害時帰宅支援ステーション⼀覧表

参考３



（令和２年12月末時点）
区  分 店舗等の名称 所 在 地

123 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜島栄町２丁⽬店 岐阜市島栄町2丁⽬26
124 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜東栄町店 岐阜市東栄町4丁⽬16番
125 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜東島２丁⽬店 岐阜市東島2丁⽬14番11
126 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜東明見町店 岐阜市東明見町23
127 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜東うずら店 岐阜市東鶉2丁⽬89番
128 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜日野南店 岐阜市日野南1丁⽬10番1
129 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜入舟町店 岐阜市入舟町5丁⽬27-1
130 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜敷島町３丁⽬店 岐阜市敷島町3丁⽬15番地
131 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜福光⻄３丁⽬店 岐阜市福光⻄3丁⽬3番11
132 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜福光南町店 岐阜市福光南町1番20号
133 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜北⼀⾊店 岐阜市北⼀⾊2丁⽬1番15
134 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜北うずら５丁⽬店 岐阜市北鶉5丁⽬69番1
135 (株)セブン-イレブン・ジャパン ＫＯＹＯ岐阜県総合医療センター店 岐阜市野⼀⾊4丁⽬6-1
136 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜柳津町流通センター店 岐阜市柳津町上佐波⻄9丁⽬104番
137 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜柳津町南塚店 岐阜市柳津町南塚2丁⽬189番1
138 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜薮田東１丁⽬店 岐阜市薮田東1丁⽬10-3
139 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜領下２丁⽬店 岐阜市領下2丁⽬23番1
140 (株)セブン-イレブン・ジャパン 岐阜六条北４丁⽬店 岐阜市六条北4丁⽬14-9
141 (株)ファミリーマート 岐阜⻄柳ヶ瀬店 岐阜市金町4丁⽬28番地
142 (株)ファミリーマート 本荘中ノ町店 岐阜市本荘中ﾉ町3丁⽬の15番地
143 (株)ファミリーマート 岐阜下奈良店 岐阜市下奈良三丁⽬2番7号
144 (株)ファミリーマート 岐阜下川⼿店 岐阜市城東通六丁⽬43番地
145 (株)ファミリーマート 岐阜太郎丸店 岐阜市太郎丸知之道279番地1
146 (株)ファミリーマート 岐阜柳津本郷店 岐阜市柳津町本郷二丁⽬1番地1
147 (株)ファミリーマート 岐阜中店 岐阜市中二丁⽬125番地の3
148 (株)ファミリーマート 岐阜芋島店 岐阜市芋島2丁⽬4番16号
149 (株)ファミリーマート 岐阜則松店 岐阜市則松二丁⽬61番地3
150 (株)ファミリーマート 岐阜駅前店 岐阜市神田町九丁⽬27番地大岐阜ﾋﾞﾙ2階A号室
151 (株)ファミリーマート 岐阜新北島店 岐阜市北島九丁⽬8番地4
152 (株)ファミリーマート 岐阜⻑良橋⻄店 岐阜市⻑良福光2527番地3
153 (株)ファミリーマート 岐阜南うずら五丁⽬店 岐阜市南鶉五丁⽬12番
154 (株)ファミリーマート 岐阜則武⻄⼀丁⽬店 岐阜市則武⻄⼀丁⽬1番地2
155 (株)ファミリーマート 岐阜茜部店 岐阜市茜部大川二丁⽬67番地
156 (株)ファミリーマート ぎふ加納新本町店 岐阜市加納新本町四丁⽬16番地
157 (株)ファミリーマート 岐阜茜部寺屋敷店 岐阜市茜部寺屋敷二丁⽬67番地
158 (株)ファミリーマート 岐阜芥見五丁⽬店 岐阜市芥見五丁⽬3番地1
159 (株)ファミリーマート 岐阜北鶉店 岐阜市北鶉二丁⽬56番地
160 (株)ファミリーマート 岐阜こがね店 岐阜市金町⼀丁⽬3番地
161 (株)ファミリーマート 岐阜折⽴店 岐阜市大字折⽴871番地
162 (株)ファミリーマート 岐阜六条店 岐阜市六条片田⼀丁⽬5番6号
163 (株)ファミリーマート 新岐関大橋店 岐阜市溝口中141番地1
164 (株)ファミリーマート 岐阜⻄改田上の町店 岐阜市⻄改田上の町31番地1
165 (株)ファミリーマート 岐阜薮田店 岐阜市薮田中⼀丁⽬6番5号
166 (株)ファミリーマート 柳津丸野店 岐阜市柳津町丸野四丁⽬52番地
167 (株)ファミリーマート 茜部菱野⼀丁⽬店 岐阜市茜部菱野⼀丁⽬23番地1
168 (株)ファミリーマート 岐阜金華橋通り店 岐阜市大字鷺山2511番地
169 (株)ファミリーマート 岐阜曽我屋店 岐阜市曽我屋二丁⽬137番2
170 (株)ファミリーマート 岐阜加野六丁⽬店 岐阜市加野六丁⽬4番2
171 (株)ファミリーマート 岐阜さぎやま店 岐阜市鷺山北町7番19号
172 (株)ファミリーマート 岐阜上⼟居店 岐阜市上⼟居2丁⽬16番12号
173 (株)ファミリーマート 岐阜清本町店 岐阜市清本町四丁⽬35番地1
174 (株)ファミリーマート 新岐阜駅北店 岐阜市⻑住町2-9-12
175 (株)ファミリーマート 茜部菱野店 岐阜市茜部菱野三丁⽬128番地1
176 (株)ファミリーマート 島南公園店 岐阜市菅生8-6-2
177 (株)ファミリーマート 名鉄岐阜駅イクト店 岐阜市神田町九丁⽬1番地
178 (株)ファミリーマート 岐阜本荘公園店 岐阜市如月町二丁⽬1番地
179 (株)ファミリーマート 岐阜三田洞店 岐阜市大字三田洞字大坪854番4
180 (株)ファミリーマート 岐阜県庁店 岐阜市薮田南2-1-1
181 (株)ファミリーマート 岐阜松鴻町店 岐阜市松鴻町1丁⽬1番
182 (株)ファミリーマート 岐阜向加野店 岐阜市向加野1丁⽬21-13
183 (株)ファミリーマート 中鶉店 岐阜市中鶉3-25
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184 (株)ファミリーマート 岐阜旦島店 岐阜市旦島六丁⽬
185 (株)ファミリーマート 岐阜北⼀⾊二丁⽬店 岐阜市北⼀⾊2丁⽬10-1
186 (株)ファミリーマート 岐阜茜部大川店 岐阜市茜部 大川2丁⽬12-1
187 (株)ファミリーマート 名鉄岐阜駅ホーム店 岐阜市神田町9丁⽬1番地
188 (株)ファミリーマート 岐阜駅北口店 岐阜市吉野町6丁⽬6
189 (株)ファミリーマート 岐阜日野店 岐阜市日野南4丁⽬6-8
190 (株)ファミリーマート 岐阜若宮町九丁⽬店 岐阜市若宮町9丁⽬9番2
191 (株)ファミリーマート 岐阜田神駅前店 岐阜市入舟町1丁⽬22番地1
192 (株)ファミリーマート 岐阜粟野⻄店 岐阜市粟野⻄3丁⽬87番1
193 (株)ファミリーマート 早田栄町店 岐阜市早田栄町3-31
194 (株)ファミリーマート 名鉄岐阜駅北店 岐阜市神田町8丁⽬5番
195 (株)ファミリーマート 岐阜⻑良公園前店 岐阜市⻑良東1丁⽬51
196 (株)ファミリーマート 岐阜いなば店 岐阜市矢島町二丁⽬21番
197 (株)ファミリーマート 岐阜金町七丁⽬店 岐阜市高野町七丁⽬6番
198 (株)ファミリーマート 岐阜前⼀⾊店 岐阜市前⼀⾊1丁⽬8-3
199 (株)ファミリーマート 岐阜日野南店 岐阜市日野南7丁⽬4番1
200 (株)ファミリーマート 岐阜⻑良真生町店 岐阜市⻑良福江町3丁⽬36-2
201 (株)ファミリーマート ⻄岐阜駅南店 岐阜市市橋6丁⽬1番地2
202 (株)ファミリーマート 岐阜正⽊南店 岐阜市正⽊南1丁⽬1-7
203 (株)ファミリーマート 岐阜公園前店 岐阜市大宮町1-5
204 (株)ファミリーマート 岐阜下⻄郷店 岐阜市下⻄郷2丁⽬15-1
205 (株)ファミリーマート 岐阜又丸店 岐阜市又丸柳町18-2
206 (株)ファミリーマート 柳津高桑店 岐阜市柳津町高桑東3丁⽬91番
207 (株)ファミリーマート 岐阜大福町店 岐阜市大福町5丁⽬31
208 ミニストップ(株) 岐阜⻄川⼿店 岐阜市⻄川⼿6丁⽬21番地
209 ミニストップ(株) 岐阜城東通店 岐阜市城東通5丁⽬4-1
210 ミニストップ(株) 岐阜⼀日市場店 岐阜市⼀日市場1丁⽬184番1
211 ミニストップ(株) 岐阜則武新田店 岐阜市則武東四丁⽬3番6号
212 ミニストップ(株) 岐阜大学店 岐阜市柳⼾1番1
213 ミニストップ(株) 岐阜鷺山店 岐阜市下⼟居3丁⽬4番5号
214 ミニストップ(株) 岐阜加納上本町店 岐阜市加納上本町四丁⽬19-1
215 ミニストップ(株) 岐阜北野南店 岐阜市北野南278番1
216 ミニストップ(株) 岐阜⻄鏡島店 岐阜市鏡島⻄2丁⽬11番15号
217 ミニストップ(株) 岐阜ベガス店 岐阜市東鶉1丁⽬21-2ﾍﾞｶﾞｽ1200岐阜六条店内
218 ミニストップ(株) 岐阜敷島町店 岐阜市敷島町9丁⽬14-1
219 ミニストップ(株) 岐阜大洞団地店 岐阜市芥見南山3丁⽬4番7
220 ミニストップ(株) 岐阜梅林公園前店 岐阜市殿町6丁⽬612番
221 ミニストップ(株) 岐阜⻄荘店 岐阜市⻄荘三丁⽬5番1号
222 ミニストップ(株) 岐阜東栄町店 岐阜市東栄町3丁⽬21番地
223 ミニストップ(株) 岐阜水海道店 岐阜市水海道4丁⽬25番12号
224 (株)モスフードサービス 柳ヶ瀬中央店 岐阜市 日ﾉ出町2丁⽬ 19
225 (株)モスフードサービス 岐阜ながもり店 岐阜市 北⼀⾊4丁⽬ 12-27
226 (株)モスフードサービス アスティ岐阜店 岐阜市 橋本町1丁⽬ 10-1
227 (株)モスフードサービス 岐阜三里店 岐阜市 六条南2丁⽬ 14-1
228 (株)モスフードサービス 岐阜島店 岐阜市 菅生7丁⽬ 5-23
229 (株)モスフードサービス ビバホーム柳津店 岐阜市 柳津町流通ｾﾝﾀｰ1丁⽬ 52
230 山崎製パン(株)デイリーヤマザキ 岐阜本荘店 岐阜市吹上町5-13
231 山崎製パン(株)デイリーヤマザキ 岐阜梅園店 岐阜市梅園町11-1
232 山崎製パン(株)デイリーヤマザキ 岐阜東改田店 岐阜市大字東改田字再勝368-1
233 山崎製パン(株)デイリーヤマザキ 岐阜萱場東町店 岐阜市萱場東町8-9
234 (株)吉野家 岐阜則武店 岐阜市則武中2-35-7
235 (株)吉野家 岐阜六条店 岐阜市六条江東3丁⽬5-1
236 (株)吉野家 岐阜市橋店 岐阜市市橋2丁⽬8-2
237 (株)吉野家 岐阜⻑森店 岐阜市石⻑町5丁⽬16-1
238 (株)吉野家 アスティ岐阜駅店 岐阜市橋本町1丁⽬10-1
239 (株)吉野家 １５６号線芥見店 岐阜市芥見⻑山2丁⽬118-1
240 (株)ローソン ＬＳ 岐阜入舟店 岐阜市入舟町2‐1
241 (株)ローソン ＬＳ 岐阜真砂町店 岐阜市真砂町4‐2
242 (株)ローソン ＬＳ 岐阜鹿島町店 岐阜市鹿島町5‐16
243 (株)ローソン ⻄柳ケ瀬店 岐阜市真砂町7‐12‐10かねせんﾋﾞﾙ
244 (株)ローソン ⻑良真福寺店 岐阜市⻑良5‐17
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245 (株)ローソン 岐阜六条店 岐阜市六条江東3‐4‐1
246 (株)ローソン 岐阜北⼀⾊店 岐阜市北⼀⾊9‐20‐4
247 (株)ローソン 岐阜⻑住三丁⽬店 岐阜市⻑住町3‐1‐1
248 (株)ローソン 岐阜六条南店 岐阜市六条南2‐14‐17
249 (株)ローソン 岐阜琴塚店 岐阜市琴塚2‐8‐4
250 (株)ローソン 岐阜菅生店 岐阜市菅生6‐1‐1
251 (株)ローソン 岐阜金園町十丁⽬店 岐阜市金園町10‐25
252 (株)ローソン 岐阜福光東店 岐阜市福光東1‐9‐12
253 (株)ローソン 岐阜東栄町店 岐阜市東栄町5‐4
254 (株)ローソン 岐阜⻄荘店 岐阜市⻄荘4‐1‐1
255 (株)ローソン 岐阜則武新田店 岐阜市則武東2‐20‐5
256 (株)ローソン 岐阜正⽊北町店 岐阜市正⽊北町11‐8
257 (株)ローソン 岐阜若福店 岐阜市若福町17‐1
258 (株)ローソン 岐阜石谷店 岐阜市石谷字池田1358
259 (株)ローソン 岐阜⻑住九丁⽬店 岐阜市⻑住町9‐5
260 (株)ローソン 岐阜城東通店 岐阜市城東通2‐6‐1
261 (株)ローソン 岐阜⻑森⻄店 岐阜市北⼀⾊4‐2‐1
262 (株)ローソン 岐阜茶屋新田店 岐阜市茶屋新田4‐4‐1
263 (株)ローソン 岐阜今川神明店 岐阜市今川82‐1
264 (株)ローソン 岐阜河渡店 岐阜市河渡3‐36‐3
265 (株)ローソン 岐阜早田栄町五丁⽬店 岐阜市早田栄町5‐37
266 (株)ローソン 岐阜宇佐東町店 岐阜市宇佐東町16‐2
267 (株)ローソン 岐阜千石町店 岐阜市千石町2‐25
268 (株)ローソン 岐阜六条大溝店 岐阜市六条大溝4‐4‐5
269 (株)ローソン 岐阜春近店 岐阜市春近古市場南145
270 (株)ローソン 岐阜日野東店 岐阜市日野東4‐4‐4
271 (株)ローソン 岐阜大福町店 岐阜市大福町7‐28
272 (株)ローソン 岐阜東鶉店 岐阜市東鶉4‐44
273 (株)ローソン 岐阜福富店 岐阜市福富迎田3‐1
274 (株)ローソン 岐阜茜部大野店 岐阜市茜部大野2‐261
275 (株)ローソン 岐阜岩崎店 岐阜市岩崎1007‐1
276 (株)ローソン 岐阜鹿島町店 岐阜市香取町3‐14
277 (株)ローソン ⻑良高見町店 岐阜市⻑良福光158‐1
278 (株)ローソン 柳津町蓮池店 岐阜市柳津町蓮池4‐1
279 (株)ローソン 岐阜上芥見店 岐阜市上芥見73
280 (株)ローソン 岐阜⻑良志段見店 岐阜市⻑良志段見518‐2
281 (株)ローソン 岐阜水海道店 岐阜市水海道3‐21‐7
282 (株)ローソン 岐阜薮田南店 岐阜市薮田南5‐13‐11
283 (株)ローソン 柳津佐波店 岐阜市柳津町上佐波⻄4‐1
284 (株)ローソン 岐阜細畑店 岐阜市細畑3‐14‐8
285 ミスタードーナツ バロー市橋 岐阜県岐阜市市橋２丁⽬２−５
286 ミスタードーナツ ＪＲアスティ岐阜 岐阜県岐阜市橋本町１丁⽬１０−１
287 ミスタードーナツ マーサ２１ 岐阜県岐阜市正⽊中１丁⽬２番１号
288 ミスタードーナツ カラフルタウン岐阜 岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁⽬３−６
289 和食さと 岐阜城東通店 岐阜県岐阜市城東通3-3-2
290 サガミ 岐阜加納 岐阜市加納朝日町1-8-1
291 サガミ 岐阜鏡島 岐阜市鏡島精華2丁⽬4番48号
292 サガミ 柳津 岐阜市柳津町宮東2丁⽬121
293 サガミ 芥見 岐阜市芥見5丁⽬30
294 サガミ 岐阜正⽊ 岐阜市正⽊北町12番15号
295 サガミ 岐阜⻑良 岐阜市福田町１丁⽬1 
296 サガミ 岐阜北⼀⾊ 岐阜市北⼀⾊６丁⽬２番１
297 （株）カガシマ自動車センター 岐阜市大菅南13番25号
298 （有）棚橋モ―タ―ス 岐阜県岐阜市上⻄郷9-3
299 （株）ワ―クショップ 岐阜県岐阜市⽊ﾉ下町5-8
300 国枝自動車⼯業（株） 岐阜県岐阜市石⻑町3-19
301 （株）岐阜イエローハット 岐阜県岐阜市下奈良2丁⽬14番地の6
302 （株）大原自動車⼯業 岐阜県岐阜市中鶉2-107
303 （有）富成モータース 岐阜県岐阜市本荘中ノ町6丁⽬18番地の2
304 ㈲⻑谷川サービスショップ 岐阜県岐阜市前⼀⾊⻄町13-31
305 ㈱丸栄カーライフ 岐阜県岐阜市東栄町4-3
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306 （株）岐阜ガレ―ヂ 岐阜県岐阜市京町2-12
307 （有）太田自動車興業 岐阜県岐阜市岩栄⻑1丁⽬10-2
308 ㈲宮部モータース 岐阜県岐阜市⿊野556
309 （有）ヤマダ倶楽部 岐阜県岐阜市粟野東1-48-8
310 （株）ガレージディップ 岐阜県岐阜市⻄島町16番12
311 山田モータース 岐阜県岐阜市本郷町2丁⽬17番地3
312 有限会社ＢＳＷ 岐阜県岐阜市花月町1丁⽬19-2
313 ＥＤＩＳＯＮ 岐阜県岐阜市柳津町丸野2丁⽬28-1
314 カーケアセンター辻 岐阜県岐阜市六条南2-12-8
315 丸栄石油株式会社 岐阜県岐阜市東興町４８番地 
316 株式会社ＯＫＡＢＥ ＧＲＯＵＰ 岐阜県岐阜市六条大溝1-5-1 
317 （株）岐垣サービス 岐阜県岐阜市宇佐南 ２‐２‐１ 
318 中日新聞 岐阜中野 岐阜市吉津町２丁⽬９番地
319 中日新聞 岐阜松山 岐阜市米屋町１９番地
320 中日新聞 岐阜駅前 岐阜市⻑住町９丁⽬１６番地
321 中日新聞 鏡島 岐阜市鏡島精華３丁⽬９番地１号
322 中日新聞 本荘 岐阜市新興町２９番地の１
323 中日新聞 近の島 岐阜市近島５丁⽬１３番地３１号
324 中日新聞 尻⽑ 岐阜市⻄改田米野１０９−８
325 中日新聞 岐商前 岐阜市則武東１丁⽬２番１２号
326 中日新聞 鷺山 岐阜市鷺山１６４６番地１号
327 中日新聞 岐阜ときわ 岐阜市上⼟居５２４−１
328 中日新聞 岐阜則武 岐阜市則武中３丁⽬１６番地１５号
329 中日新聞 鵜飼⿊野 岐阜市⿊野１３番地１
330 中日新聞 藍川橋 岐阜市森東１６０番地１号
331 中日新聞 ⻑良北部 岐阜市岩崎２丁⽬４番地５号
332 中日新聞 ⻑良⻄部 岐阜市福光⻄１丁⽬１１番地１０号
333 中日新聞 ⻑良中央 岐阜市⻑良葵町１丁⽬１０番地
334 中日新聞 ⻑良東部 岐阜市雄総桜町３丁⽬４０番地
335 中日新聞 北方⻄郷 岐阜市中⻄郷３丁⽬６５番地２
336 中日新聞 ⼿⼒ 岐阜市⼿⼒町３３番地１号
337 中日新聞 ⻑森 岐阜市野⼀⾊二丁⽬６番地１１号
338 中日新聞 岩田坂 岐阜市岩田東１−４６−３
339 中日新聞 日野⻑森東 岐阜市日野南４丁⽬２２番地１１号
340 中日新聞 下芥見 岐阜市芥見１丁⽬１０５番地
341 中日新聞 大洞 岐阜市芥見南山１丁⽬５番地１４号
342 中日新聞 岐阜加納 岐阜市城東通３丁⽬４３番地
343 中日新聞 岐阜茜部 岐阜市東川⼿４丁⽬２番地１号
344 中日新聞 加納⻄部 岐阜市清本町１丁⽬２１番地
345 中日新聞 加納六条 岐阜市六条南１丁⽬１４番地１号
346 中日新聞 岐阜県庁前 岐阜市市橋３丁⽬１７番地２５号
347 中日新聞 鶉 岐阜市⻄鶉１丁⽬５５番地２号
348 中日新聞 柳津 岐阜市柳津町宮東３丁⽬１３１番地
349 中日新聞 茜部佐波 岐阜市柳津町高桑⻄１丁⽬２３番地
350 中日新聞 笠松 岐阜市柳津町東塚５丁⽬２２６番地
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施設安全チェックシート 
チェック基準 

「Ａ」 安全性等に特に問題なし。ただちに使用可能。 

「Ｂ」 散乱物等はあるが、建物全体の構造に問題なし。 

「Ｃ」 被害甚大につき使用不能。 

※目視により、該当する部分について分かる範囲で記入する。 

【施設名】 

該当施設 区分 確認事項 チェック 

施設全体 

外観 傾斜、上部構造とのズレ  

柱 亀裂、破断、傾斜、剥離  

壁 亀裂、ズレ、変形、剥落  

屋根 落下、破損  

基礎 亀裂、ズレ、変形、剥落、沈下  

施設内 

天井 亀裂、壁の落下、ゆがみ  

床 散乱物はないか  

電力、照明 落下、破損、使用の可否  

空調 破損、使用の可否  

窓ガラス 破損、落下、飛散の有無  

電話、インターネット 使用の可否  

廊下 窓ガラス 破損、落下、飛散の有無  

階段 
防火シャッター 通行できるか否か  

非常階段 傾斜の有無  

エレベーター エレベーター 破損、使用の可否  

給湯・調理室 

水道 水道管の破損  

ガス 元栓の損傷  

電気器具 電線の寸断、使用の可否  

冷蔵庫、冷凍庫等 転倒、使用の可否  

食器類 転倒、落下、使用の可否  

手洗い場、便所 
水道 水道管の破損、水漏れ  

排水 排水の状況  

施設周辺 
周辺地盤 亀裂、ズレ、変形、剥落、沈下  

看板・機器類 落下の可否  
 

その他特記事項 

 

様式１
１ 



 

一時滞在施設・避難所 状況報告書 
 

 

１ 報告(受理)日時 年   月   日   時   分 

２ 報告者 
報告者名 

連絡先(TEL                  ) 

３ 一時滞在施設等名  

４ 

被
害
状
況 

一
時
滞
在
施
設
等 

建物 安全 ・ 要注意 ・ 危険 ・ 未実施 

ライフライン 停電・電話故障・断水・ガス停止・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用不可 

トイレ 既設トイレ・簡易トイレ・仮設トイレ 

周

辺 
道路状況 通行可・片側通行可・渋滞・通行不可 

５ 受入れの可否 可能  ・  不可 

６ 
受入れ可能人数 

（概数） 
       人   

７ 

帰
宅
困
難
者
情
報 

(

一
時
滞
在
施
設
等
で
の
把
握
情
報) 

 避難人数（概数） 

帰 宅 困 難 者 人   

車 中 泊 人   

会 社 泊 人   

そ の 他 (   ) 人   

合 計 人   

８ 
今後の帰宅困難者数

の増減の見込み 
増加傾向 ・ 減少傾向 ・ 変化なし 

９ 
今後の一時滞在施設

の継続の見通し 
継続予定・閉鎖予定（閉鎖時期      ） 
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特記事項 

 

様式２
１ 



 

帰宅困難者 
カード 

一時滞在施設名 
 

 
受付番号 

 

 

滞在開始年月日 
 

 

滞在終了年月日 
 

 

帰宅先 □自宅   □その他 

 

帰宅先住所 
 

 

 

帰宅までの距離 

・時間・帰宅方法 

一時滞在施設から、帰宅先住所までの距離：約  Km 

帰宅方法 □徒歩  □自転車  □その他（     ） 

・徒 歩：約   分 （徒歩の平均＿時速 4㎞、分速 67m） 

・自転車：約   分 （自転車の平均＿時速 15km、分速 250m）  

連絡先 

(携帯または自宅) 

 

 
 

ご自宅・会社等 

の状況 

□ご自宅   □会社 

□その他（例：○○ホテル等           ） 

※ 住所： 

被害状況 □全壊  □半壊  □一部損壊  □床上浸水  □床下浸水 

ライフライン状況 □断水  □停電  □ガス停止  □その他(       ) 

 

氏名
ふりがな

 安否確認 性別 年齢 

個別支援・配慮が必要な事項 
資格等 

所持者 

①医師 

②看護師 

③建築士 

負 

傷 

妊
産
婦 

要
介
護 

障がい ア
レ
ル
ギ
ー 

服
薬 身

体 

精
神 

知
的 

発
達 

ご
自
身 

 
□大丈夫 

□不明 

□男 

□女 
歳 

□ □ □ 
□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □  

  
□大丈夫 

□不明 

□男 

□女 
歳 

□ □ □ 
□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □  

  
□大丈夫 

□不明 

□男 

□女 
歳 

□ □ □ 
□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □  

  
□大丈夫 

□不明 

□男 

□女 
歳 

□ □ □ 
□肢体 □内部 

□視覚 □聴覚 
□ □ □ □ □  

 

安否情報の公表 安否の問い合わせがあった場合、氏名等を回答(公表)してもよいですか。 □可(よい)  □不可 

特記事項 

 

様式３
１ 



 

 

 


