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ポイント 

 
① 臨時災害放送局とは、災害時に市町村によって開設される臨時のFM放送局です。 
② 緊急時の免許手続は、口頭で可能です（臨機の措置）。優先電話や衛星携帯電話等を利用

して信越総合通信局放送課（026-234-9938又は 090-3145-9497）に連絡してください。 
③ 局舎が被災するなどして信越総合通信局が対応できない事態も起こり得ます。そのときには、総務

省情報流通行政局地上放送課（03-5253-5793）が対応します。 
④ 開局には、首長等の意思決定がまず必要です。次いで、信越総合通信局に連絡してください。 
⑤ 「臨機の措置」は、平時からの準備があれば、迅速に行えます。あらかじめ、送信設備の設置場所

の選定や、機材や電源の確保等を検討し、開局に備えます。 
⑥ 市町村の庁舎以外のスタジオからも災害関連情報を放送できれば、防災行政無線を二重化する

ような効果が生まれるので、市町村の庁舎と放送会社のスタジオの間で迅速、正確、確実に情
報を伝達するために「Ｌアラート」を利用します。広域の市町村が災害に関する情報を共有する手
段にもなります。入力されたデータは、テレビやラジオ、PC、スマートフォン、携帯電話などの多様な情
報端末に配信できます。 
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はじめに 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災の被災地では、29 の市町が中継局を含めのべ 35 局の
「臨時災害放送局」を開設、運用しました。その後、平成28年4月に発生した熊本地震や、九州地方、
中国地方の豪雨災害の際にも開設され、被災者の生活安定等に活躍する臨時災害放送局の様子が
全国的に広く報道されました。 

震災発生当初、臨時災害放送局は、被災地の避難所の避難者名簿、住民の安否、ライフライン
（電気、ガス、水道、電話）の状況、支援物資の配布等の情報を放送しました。やがて、炊出し、給
水、入浴施設等の救援情報、道路や店舗等の再開情報、仮設住宅や義援金の手続き等の行政機
関等からの情報を詳しく提供するようになりました。 

この「手引き」は、東北総合通信局等が策定・公表する「臨時災害放送局開設等の手引き」を参考に
策定され（https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/saigai_portal/saigaifm.html）、
臨時災害放送局開局の方法等を首長はじめ市町村の防災・広報広聴・情報担当の方々に分かりやすく
解説しています。未曾有の災害に直面して、機材調達、要員確保、維持運営などがどのように行われたか
が実例も交えて紹介されていて、信越総合通信局の管内においても参考になる内容となっております。 

災害発生直後の混乱時にも、より早く、より確実に、臨時災害放送局を開設できるように、そして災
害からの復旧・復興の段階においても、放送局が被災者の方々の生活再建に少しでも役立つ情報を提
供すべく安定して運用されるように、本書が、そのための一助になれば幸いです。 

信越総合通信局 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/saigai_portal/saigaifm.html
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１ 臨時災害放送局とはどのようなものか 

 
「臨時災害放送局」は、FM（エフエム）放送の電波を使用する放送局で、臨時災害FM局とも呼ば

れます。 
阪神・淡路大震災の経験等を踏まえて、平成７年２月に制度化されました。災害時に、地方公共

団体が住民向けに情報を提供するために臨時に開設することができる放送局であり、被災者の救援や
生活支援等のための放送を行います。災害の被害を軽減することが目的の放送局なので、住民が手に
するラジオ端末に危険回避行動を直接呼びかけて、防災行政無線を補完する役割を担うことができま
す。 
臨時災害放送局を開局するためには、電波法に基づく放送局の免許が必要です。緊急時なので、そ

の免許申請は、「臨機の措置」として電話（口頭）によって行うことができます。 
 
 
 
 

 

《臨時災害放送局の概要》 
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１－１ 臨時災害放送局の法制度 
 
臨時災害放送局は、電波法に規定する「基幹放送局」であって、放送法に規定する「臨時かつ一時

の目的のための放送」のうち「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場
合に、その被害を軽減するために役立つ」放送を行う放送局です。また、放送法関係審査基準では、臨
時災害放送局の放送番組は、「被災地における被災者への支援及び救援活動等の円滑な実施を確
保するために必要な範囲のものであること」と規定されています。 
 
 
■放送法（抜粋）（昭和２５年法律第１３２号） 

（番組基準等の規定の適用除外） 

第 8条 前 3条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その

他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的（総務省令

で定めるものに限る。）のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 

（災害の場合の放送） 

第 108条 基幹放送事業者は、国内基幹放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大

規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生

を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 

 

■放送法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規第１０号） 

（番組基準等の規定の適用除外） 

第７条 法第８条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。《２項のみ記載》  

２ 法第 8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送（以下「臨時目的放送」という。）

は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。 

一 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物

の用に供すること （補足 ： イベント放送局） 

二 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害

を軽減するために役立つこと （補足 ： 臨時災害放送局） 
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１－２ 移行型による臨時災害放送局の開設（コミュニティ放送局→臨時災害放送局） 

 
コミュニティ放送局は、災害発生時において災害・救援情報を伝達するために極めて有効な手段です

が、放送内容はコミュニティ放送局の判断によります。一方、臨時災害放送局は市町村が開設するＦ
Ｍラジオ放送局なので、市町村が放送内容を決定します。 
臨時災害放送局の開設方法には、①地域のコミュニティ放送局から臨時災害放送局に切り替える

「移行型」と、②新たに放送機材等を設置する「新規型」があり、地域のコミュニティ放送局の協力が得ら
れる場合は「移行型」の方が臨時災害放送局の開設は遙かに容易です。 
「移行型」の場合は、コミュニティ放送局を一旦休止し、その放送設備を利用して新たな免許を取得し

て臨時災害放送局を開設します。この場合のコミュニティ放送局の休止方法には、以下の２パターンが
考えられます。どの運用パターンとするかは、放送事業者と市町村の間の協議に委ねられます。 

■期間で区切る方法 （コミュニティ放送局は期間中、運用休止） 
■日々の時間帯で区切る方法 （コミュニティ放送局と臨時災害放送局が交互に運用） 

 

既設コミュニティ放送局と臨時災害放送局を「期間」で区切る方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この間は、コミュニティ放送は放送休止。
後日、総通局に「休止届」を提出 
この期間は、臨時災害放送を行っている
のは、免許人である○○市であることに
留意。 

臨時災害放送局（例）出力１００Ｗ 

「コミュニティＦＭ局」 
放送の出力の上限は原則２０Ｗ。 
免許主体は「○○コミュニティ放送㈱」 

「臨時災害放送局」 
放送の出力の上限は制限されていな
い。（例）出力１００Ｗ 
免許主体は、○○市 

震災
発生 

コミュニティ放送
局（２０Ｗ） 

コミュニティ放送局
(２０Ｗ)を再開。 
総通局に「開始届」
を提出 

被
災
地
の
日
常
生
活
の
安
定

化
と
共
に
、
閉
局 

○
○
市
か
ら
臨
時
災
害
放
送

局
開
設
申
請
。
緊
急
に
付

き
、
臨
機
の
措
置
に
よ
り
口

頭
申
請
、
口
頭
免
許
。 

正
式
な
申
請
書
提
出 

 

既設コミュニティ放送局と臨時災害放送局を日々の「時間帯」で区切る方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「コミュニティＦＭ局」 
放送の出力の上限は２０
Ｗ。 
免許主体は「○○コミュニテ
ィ放送㈱」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「臨時災害放送局」 
放送の出力の上限は制限されていない。
（例）出力１００Ｗ 
免許主体は、○○市 
 

震災 
発生 

 0:00 
 
 
 
 
 
 7:00 
 
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
24:00 

「コミュニティＦＭ局」 
放送の出力の上限は２０Ｗ。 
免許主体は「○○コミュニティ放送㈱」 
この時間帯は「２０Ｗ」に減力することに留意。 

 

「コミュニティＦＭ局」 
放送の出力の上限は２０Ｗ。 
免許主体は「○○コミュニティ放送㈱」 
この時間帯は「２０Ｗ」に減力することに留意。 

「コミュニティＦＭ局」 
放送の出力の上限は２０
Ｗ。 
免許主体は「○○コミュニテ
ィ放送㈱」 
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１－３ 新規型による臨時災害放送局の開設  
 
  地域にコミュニティ放送局がない場合、又は、あっても協力が得られない場合は、臨時災害放送
局を開設しようとする市町村が自ら放送設備等を確保、設置して開設する必要があります。 

 
（１） 放送用機器の確保 
     ＦＭラジオ放送局を開設するためには、ＦＭ送信機、送信アンテナ、ミキサー、マイク等の放送

用機器が必要になります。 
      信越総合通信局では、臨時災害放送局用機器を１式（各総合通信局に１式ずつ）配備

し、市町村に無償貸与できる態勢を整えています。臨時災害放送局を開設する市町村で、これ
らの機器の貸与を希望される場合は、信越総合通信局までご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
 

（信越総合通信局が保有する機器） 
 

（２） スタジオ、送信所の場所選定 
放送局には、放送アナウンスを行うスタジオとＦＭ電波を発射する送信所が必要です。スタジオ

は、災害関連の情報が集中する災害対策本部が置かれる市役所・役場等への設置が適してい
るため、これら施設内でのスペース確保を検討してください。 
送信所は行政区域全域をエリアカバーできる場所が最適ですが、スタジオから送信所までの放

送番組伝送用通信回線の長期間かつ安定的な確保が困難な場合は、スタジオを設置した建物
の高層階にＦＭ送信機、屋上に送信アンテナを設置することを検討してください。 

    ※ 平時において事前に検討を進めていただくと、災害時の円滑な開設が可能となります。 
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１－４ 免許手続 
 
臨時災害放送局の開設は、緊急事態に対処するものなので、市町村は、電話（口頭）の手続で

信越総合通信局から免許を受けることができます。ただし、必ず免許が付与されるとは限らず、例えば、
既存の FM放送に混信妨害を与えるような場合には免許されません（災害が発生したときには、既存の
FM放送も災害に関する情報を放送するなどしています。）。 
口頭で免許を受けた場合には、後日、速やかに書面による正式な手続を行う必要があります。また、

災害時の臨時の放送局なので、目的が達成されたなら、廃止しなければなりません。恒常的に放送を続
けられる放送局ではありません。 

 
【連絡事項】 

①申請者 ②放送局の設置場所 ③放送開始時期 
【連絡先】 

優先順位 相談連絡先 電話 

１ 信越総合通信局（放送課） 

【平日】 
026-234-9938 

【ファクシミリ】

026-234-9999 

２ 信越総合通信局（放送課携帯） 

【夜間・休日】 
090-3145-9497  

３ 総務省本省（地上放送課） 

【信越総合通信局が被災した場合】 
03-5253-5793 

総合通信局等

① 電話等による申請

② 口頭で免許

臨機の措置

後日、正式に申請書類を提出

必要に応じて、臨時災害放送局用設備を貸付

＊ 無線局免許申請書
＊ 無線局事項書
＊ 工事設計書

臨時災害
放送局

③ 開設

避難情報
道路状況
交通情報
停電情報 など

被災地の
地方公共団体等
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２ 臨時災害放送局の機材 

 
東日本大震災では、津波で多くの建物が流失し、市役所や役場も大きな被害を受けました。臨時災

害放送局を開局するためのスタジオスペースや機器を確保することにさえ、多くの困難がありました。 
臨時災害放送局の運用にあたっては、主に、コミュ二ティ FM 放送（以下、「CFM」）やコミュニティチ

ャンネルを持つケーブルテレビ放送（以下、「CATV」）の設備やスタッフを活用しています。臨時災害放
送局の迅速、確実な開局に役立つからです。大規模災害では市役所や役場が被災し、防災行政無線
のシステムが使用できなくなることも起こり得るので、CFM会社やCATV会社の局舎も同時に大きく被災
しない限りは、そのスタジオ等を活用することもできます。 
機器は、放送局に常備されているものも活用しますが、足りないものは、新たに用意しなければなりま

せん。東日本大震災後は、マイク、ミキサー、CD プレイヤー、録音再生機器、アンテナなどで構成される
機器一式が登場しているので（写真参照）、こうしたものの利用が便利です。 
また、運用には被災地外からの応援が不可欠です。しかし、災害発生によって道路が通行できず、応

援の到着が大幅に遅れるといった事態も想定されます。災害時に防災行政無線とともに危険回避を住
民に呼びかける手段とするのであれば、すぐに放送が開始できるように機材を常備しておく必要があります。
いずれにしても、遅くとも被災後数時間のうちには放送が始められるように準備を進めることができます。
CFM会社や CATV会社が市町村の開局を支援することで、開局の準備を円滑に進められます。 

 
 

（機器一式の写真）（例）              主な仕様 

 
 
 
 
 
 
 
 

事項 内容 備考 
基本機能 FM ステレオ送信機能（1ch）  
送信電力 最大 100w（可変）  
大きさ 縦 670×横 525×奥 520

（mm） 
突起・前カ
バー除く 

重量 約 60kg  
電源 AC100V   
その他 CD プレイヤ、8ch ミキサ装備  

別途送信アンテナが必要 
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２－１ アンテナ（送信所）の立地 
 
アンテナの設置場所には、周辺を見渡せるビルの屋上や小高い丘を確保できると、遠方に電波が届き

やすくなります。ビルや山の陰から発射したのでは電波が弱くなり、届かない地域が増えてしまいます。一
方で、スタジオから遠い場所からではスタジオと送信所を結ぶ伝送機器が必要になり、途中のケーブルが
断線する等の可能性も高まります。 

CFM会社も CATV会社も立地していなくて、独自に臨時災害放送局を開局し運用する市町村では、
アンテナの設置場所や電源確保の方法を自ら検討し、準備しておくことが大切です。 
送信機をスタジオから離れた場所に設置する際は、電源を確保するとともに、スタジオからの番組伝送

用の回線を確保してください。屋外設置の送信機等を収納する箱（風雨、雪に耐えられるもの）も必
要になります。 
ビルの屋上にアンテナを設置するには、マストを固定するアンカー（手すり、フック等）が３～４方向に

必要です。可搬型の設備一式中に含まれているアンテナの場合にも、それを取り付けるポール等の準備
が必要になります。 
山頂に設置すれば、広域に放送を届けることができます。しかし、電波が飛び過ぎて干渉を起こしやす

いので、周到な検討が必要です。 
落雷が多い地域では、避雷針、避雷器の設置といった対策も考慮してください。 
特に、アンテナの立地によって、放送が届く地域は変わり、干渉を引き起こすリスクもあるので、なるべく

早い段階で、信越総合通信局等の専門家に相談するようにしてください。 
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２－２ 放送機材の設置 
 
２－２－１ スタジオと送信所・アンテナが同じ建物の場合 
   

スタジオ設備          送信所設備         アンテナ設備         
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 

・マイク 

・ヘッドフォン 

・ミキサー 

・ＣＤデッキ等 

・録音再生機器 

・ＦＭラジオ 

・電源（発電機等） 

・ＦＭ送信機 

・フィルター 

・電源（発電機等） 

・音声ケーブル 

（スタジオ―送信機） 

・アンテナ 

・同軸ケーブル 

・避雷器 

・マスト 

・固定用部材等 

ＦＭラジオ 

ＦＭラジオ 

 
２－２－２ スタジオと送信所・アンテナが離れている場合 
 
 
 
 
 

スタジオ設備 

  

2-2-1 と同じ 

送信所設備 

  

2-2-1 と同じ 

アンテナ設備 

 

 2-2-1 と同じ 

ＦＭラジオ 

ＦＭラジオ 

伝送機器 

(有線・無線） 
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３ 臨時災害放送局の運用 

 
臨時災害放送局を運用するためには、①編成責任者、②アナウンサー（パーソナリティ）、③制作

（原稿や放送素材の制作）者、④技術者（ミキサー・編集スタッフ）、⑤レポーター等の要員が必要
になります。 
被災直後から対策に追われる市町村に、このような要員を用意する余裕はないと思われることから、

臨時災害放送局の運用は、外部に委ねるのが現実的です。大規模災害の場合、被災者は様々な情
報を必要とし、しかも時間が経過するにつれて情報のニーズは多様化します。万一にも、防災行政無線
が使えない事態に陥ったときの二重化にもなります。 
防災行政無線とは物理的に別のシステムで臨時災害放送局を開設して、その運用を CFM会社や

CATV会社に委ねる方法では、市役所や役場の庁舎と CFM会社等のスタジオとの間の情報伝達が重
要になります。電話やファクスに頼っていては、断線や輻輳（ふくそう）のために情報が伝わらないことも起
こり得ますし、人為的なミスも発生しやすくなります。 
 運用にあたっては、CFM会社や CATV会社の設備や、その経験、専門的知見を活用して、市町村の
臨時災害放送局の開局を支援することが大きな力になります。それでも、非常時には、限られた人数で
運用しなければならないことが想定されますので、CFM会社や CATV会社は、一人のスタッフが幾つもの
業務を兼任できるよう平時から訓練しておくことや、昼夜を問わず放送を続ける事態に対する被災地内
外からの応援体制を準備しておくことが大事です。 
市町村も、非常時の連絡網や、放送する内容の確認等を準備し、関係者との連携を協議、調整し

ておく必要があります。 
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３－１ 庁舎とスタジオの間の情報伝達方法 
 
被災者向けの被害情報や安否情報、給水情報等のような、災害対策本部等から発表される情報

は、放送用に整理され、原稿として作成され、読み上げられます。この作業には、CFM会社や CATV会
社のスタッフの力を借りることができます。加えて、被災直後には、防災行政無線を補完する目的で、臨
時災害放送局に避難情報等を放送してもらえれば、放送に慣れた、落ち着いた語りで、例えば、高齢
者にも聞き取りやすく伝えられます。 
しかし、このような伝達手法も、庁舎とスタジオの間の情報伝達がうまくいかないと活きてきません。避難

勧告等の情報が伝わらないのは、人命にもかかわります。 
 市町村の庁舎とは別の場所にある放送会社のスタジオに、市町村の庁舎からの刻々と変化する情報
を伝えるには「Ｌアラート」を利用します。市町村は、「Ｌアラート」への一度のデータ入力をもって、臨時
災害放送局のスタジオに伝えるのと同時に、多様なメディアや情報端末に一元的に情報を伝えます。 
災害時の情報伝達に重要なのは、冗長性です。迅速、正確、確実な情報伝達を一つの手法によっ

て担保することは難しく、危険です。「Ｌアラート」も絶対ということはあり得ません。電話やファクスのバック
アップを備えておく必要があります。 
「Ｌアラート」では、入力したデータが正しく伝達されているかについてブラウザを利用して常に確認するこ

とができるので、万一トラブルがある場合には、電話等による伝達に速やかに切り替えるなどの対策を取る
ことができます。 

 

総務省「今後の L アラートの在り方検討会報告書」（平成 30年 12月）より 
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３－２ 放送の編集方針 
 
避難者の生活支援や、まちの復旧の様子を知らせる情報は、多様であり、大量です。市町村発の情

報だけでは足りず、放送会社が独自の取材で収集し、伝えることも必要になるでしょう。そのときには、
CFM会社や CATV会社の、地域メディアとしてのネットワークや実績やノウハウが活きます。 
ただし、放送の主体は、あくまで市町村です。住民に何をどう伝えるのかを決めるのは市町村であって、

CFM会社や CATV会社は、市町村から放送の業務を受託して運営する立場です。ですから、災害時
にどのような情報をどう伝えるのかという編集方針を、市町村と放送会社があらかじめ協議しておくことが必
要です。放送の内容は、市町村発の情報が中心となりますが、東日本大震災では、救援活動に従事す
る自衛隊、電話等のライフライン事業者、消防、警察からの情報等も伝えられていました。 

 
３－３ 費用負担 
 
 臨時災害放送局の免許は、市町村に与えられます。放送を、どのように、いつまで行うのかを決めるのも
市町村です。そのような放送に伴い発生する費用ですから、基本的に市町村が負担すべきものです。 
 もっとも、CFM会社や CATV会社が臨時災害放送局を運営する際に、市町村の費用負担をどうする
のかは、一様ではありません。CFM会社や CATV会社の運営を、普段から市町村が支えている例もあり
ます。放送主体と運営主体の関係は、市町村ごとに違います。したがって、非常時に備える平時からの
準備として、両者の間であらかじめよく話し合っておくことが必要です。 
 なお、平成23年の東日本大震災、平成 28年の熊本地震、平成30年の北海道胆振東部地震な
どの大規模な災害が発生した場合には、日本財団による緊急支援活動の一環で、臨時災害放送局の
設置費用や運営資金について助成がされた例もあります。 
 
３－4 国家資格を有する無線従事者の配置（選任） 
 
 臨時災害放送局については、通常のＦＭ放送の周波数帯を利用して行う放送局であることから、法
令上、国家資格を有する無線従事者の配置（選任）を必要としています。なお、通常の放送局比べ、
無線従事者の要件については緩やかになっていますが、放送設備の操作を誤ったり、電波法などの法令
に対する知識が乏しい場合などにおいては、他の放送の電波に妨害を与えてしまう可能性もあります。そ
のような不測の事態を避ける観点から、無線技術の専門家である無線従事者の配置（選任）を求め
ています。 
 臨時災害放送局の開設にあたり、配置（選任）が必要となる無線従事者は、第一級陸上無線技
術士、第二級陸上無線技術士又は第一級総合無線通信士の国家資格を有する者となります。（電
波法第３９条第 1項、電波法施行令第３条第１項） 
なお、自治体の職員の中から無線従事者を配置（選任）することは困難かと思われますので、開局

を支援するＣＦＭ会社やＣＡＴＶ会社の社員のうち、資格を有する者を配置（選任）することが一
般的です。したがって、平時より、支援を依頼するＣＦＭ会社やＣＡＴＶ会社との間で、臨時災害放
送局開設時に配置（選任）をする無線従事者の確認を行っておくことが重要となります。 
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４ 臨時災害放送局の開設・運用のルール化 

 
臨時災害放送局の開設の体制を協議していく過程で、各地域の実情に応じて関係者の間で開設や

運用のルールを定めるようにする必要があります。 
災害発生時には被災地において多くの情報が発生します。しかし、一つの音声メディアにおいてそれら

をどのような優先順位で放送していくのかなどの約束事がないと混乱をきたし、重要な情報が住民に伝わ
らない恐れがあります。 
臨時災害放送局の免許主体は市町村なので、基本的には免許を受ける市町村が中心となり実際

に放送局を運用する者と協議しておくこととなります。生活圏が広いために隣接する市町村の情報も提
供する必要があったり、電波が届く範囲の市町村が共同して免許を取得して運用する必要があったりす
るので、互いの約束事をこれらの市町村間で協議しておく必要があります。 
このようなルール化を関係者が進めていくための参考として、次ページのとおり「臨時災害放送局の開

設・運用のルール化」に合意が必要と考えられる項目を例示しました。「Ｌアラート」によって広域の市町
村が災害に関する情報を共有することができるので、共有された情報をどのように伝えるかについて各地
域で話し合い、合意事項を明確にしておくことをお勧めします。 
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「臨時災害放送局の開設・運用のルール化」 
 
災害に関しては、平常期、警戒期、発災期、復旧期、復興期などに分類でき、それぞれの期において必要

とされる情報が異なり、法に基づき拘束される情報もあり提供する優先度も異なってきます。 
各期において考えられる情報の種類 
① 平常期・警戒期 

防災情報 
気象情報（気象警報・気象注意報） 
河川情報 
火山情報（噴火警報・噴火予報） 
緊急地震速報 
津波情報（大津波警報・津波警報・津波注意報）
避難情報（避難指示・避難勧告・避難準備情報）

 
 

② 発災期 
地震情報（震源地・震度） 
緊急地震速報（余震時） 
津波情報（大津波警報・津波警報・津波注意報）（余震時） 
気象情報（気象警報・気象注意報） 
避難情報（避難指示・避難勧告・避難準備情報） 
※ 市町村による「避難指示」、「避難勧告」、「避難準備情報」の発令の根拠となるのは、気
象庁が発表する「緊急地震速報」「津波情報」「気象情報」であることが多い。 

ア 混乱期（自助・共助：発災から７２時間） 
行動指示情報 
被害情報 
安否情報・避難先情報 
救出情報 
救援情報 
ライフライン情報   ※ 過去の例では、最もニーズが多くなるのが、安否情報である。 

イ 混乱収束期（公助の本格化） 
被害情報 
安否情報・避難先情報 
救出情報 
救援情報 
避難所情報 
支援情報 
ライフライン情報   ※ 過去の例では、ライフライン関係の情報の伝達要請が増大する。 
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③ 復旧期（生活の確保・維持） 
支援情報 
ライフライン情報 
行政情報 
民間生活情報 

④ 復興期（仕事の回復・街づくり） 
行政情報 
民間生活情報 
街づくり情報 
復興情報 

 
これらの情報を提供する手段は多様化しており、平常期は、災害発生への備えなどの周知・啓発を広報

紙・放送・活字のメディアなどを通じて提供していますが、警戒期以降は、市町村が自ら防災行政無線なども
活用して情報提供し、発災以降は、それらを始め既存のメディアをフル活用することとなり、更には市町村が免
許主体となり開局し運営できる臨時災害放送局を開設するところもあります。 
これらの情報の中には、優先的に情報提供を行わなければならないものがあり、１行政区域のみを対象と

してその区域の情報のみを提供する臨時災害放送局を運用する場合はその市町村の判断のみで実施できま
すが、臨時災害放送局の放送波の届く範囲における複数市町村の関係情報も提供することが可能であり、
生活圏の市町村が協力・連携して関連情報を共有し放送する場合は、特にそのルール作りを行っておく必要
があると考えられます。 
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４－１ 免許主体となる市町村とＣＦＭ会社やＣＡＴＶ会社との協定締結 
    

臨時災害放送局の運営にあたっては、市町村の職員の方のみでの対応が難しい場合がありますの
で、CFM会社や CATV会社のスタッフやボランティア等の協力を得ながら体制を維持することを検討し
ておく必要があります。このため、臨時災害放送局の迅速な立上げに向け、平時からＣFM会社や
CATV会社と協定を結んでおくことで、災害発生時には、円滑に開局・運用することができます。以下
は、実際の協定の内容になりますので、参考にしてください。 

 
 

災害時における臨時災害放送局開設･運用の支援に関する協定書 
 

○○（市町村）（以下「甲」という。）と日本ケーブルテレビ連盟信越支部（以下「乙」
という。）は、大規模災害等により甚大な被害が発生した場合における臨時災害放送局（以
下「臨災局」という。）開設･運用の支援に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 
第１条 この協定は、○○（市町村）内において大規模災害が発生した場合に開設する臨

災局の運用について必要な事項を定め、迅速に本（市町村）域に密着した緊急の情報を
住民に提供することにより、被害の軽減を図り、もって住民生活の安全確保に寄与する
ことを目的とする。 
（定義） 

第２条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。 
(1)  「大規模災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現

象又は大規模な火災若しくは爆発その他の状態をいう。 
(2)  「臨時災害放送」とは、放送法第八条及び放送法施行規則第七条第二項第二号に規

定された放送をいう。 
（臨災局の開設） 

第３条 甲は、住民に対して災害関連情報の伝達手段として臨災局の開設が必要であると
判断した場合に、甲を開設の主体として免許申請を行うものとする。 
（運用） 

第４条 甲の臨災局の開設が許可された場合、甲は乙に対しその運用を委託する事ができ
るものとし、乙はそれを受託するものとする。 
２ 乙は、災害関連情報の放送を行う場合は、甲からの要請に基づき地域に密着した災
害関連情報の放送を行うものとする。 

３ 臨災局の放送終了については、甲乙において協議の上、決定するものとする。 
（費用負担等） 

第５条 臨災局の運用について発生した費用は、甲が負担するものとし、乙は臨災局運用
に掛かる経費の算出根拠に基づき甲と協議のうえ請求するものとする。 
（連絡責任者） 

第６条 甲及び乙は、臨時災害放送の円滑な実施を図るため連絡責任者を置くものとし、
変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 
（協定の期間） 

第７条 この協定の期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の日の１
ヶ月前までに甲又は乙から異議申立てのないときは、協定期間は１年間延長するものと
し、その後も同様とする。 
（協議） 

第８条 この協定に定めがない事項又はこの協定の実施について疑義が生じた事項につい
ては、甲乙が誠意をもって協議し決定するものとする。 
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４－２ あらかじめ検討をしておく事項 
 
   ４－１で、平時よりＣＦＭ会社やＣＡＴＶ会社との間で、臨時災害放送局の開設・運用の支
援に関する協定を締結しておいていただくと、災害発生時には円滑に開局・運用ができることを述べま
したが、協定を締結した後の準備として、下記の事項についてあらかじめ検討をしておくことが重要にな
ります。 

    
 
(1) 部内の緊急連絡網の確定 
・ 市町村の責任者、担当部署 
・ 市町村の指揮系統や緊急連絡網の確定（総務省の連絡先を含む） 

(2) 臨時災害放送局の立上げ・準備 
・ 臨時災害放送局の設備の確保 
・ アンテナ、放送設備、電源等の設置場所の検討 
・ スタッフの確保と養成 
（市町村職員、コミュニティ放送局のスタッフ、ボランティア等） 

・ 運用時の費用負担や運用方法の事前の確認 
(3) Ｌアラートの利活用 
・ 災害情報の入手方法の事前確認 
・ Ｌアラートの情報（災害情報）を入手できる手続きを確認 
・ 放送事業者（県域ラジオ局、コミュニティ放送局）との情報連携の確認 

(4) 習熟訓練の実施 
・ 立ち上げまでの手順を定め、訓練を実施 

(5) 住民への防災情報の伝達方法の検討 
・ 地方公共団体内の重点対象地区に情報提供ができるよう、「コミュニティ放送局」、「臨時災 
害放送局」のエリアの確認 

・ 地形的理由等によりカバーできない地区については、別の伝達手段を用いることを検討 
（6）予備電源の確保 

 ・ 停電時でも放送を継続できるよう、発電機等を用いた電源供給経路の確認 
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４－３ 設備の試験的な運用 
 
臨時災害放送局用として確保している設備は、大きな災害が発生しなければ使用しません。しかし、

常にその設備を保守しておく必要があるほか、いざという時に設備操作ができるように習熟しておく必要も
あります。 
このため、県や市町村が主催する防災訓練の場などにおいて、実際に試験電波を出し、試験放送を

することにより、普段から設備を使い慣れておくことは有用です。平時に地域で開催する訓練で放送を行
うことで放送局の運用を関係者が経験できますし、訓練に参加する人たちに向けた試験放送を通じて臨
時災害放送局の周知を図ることができ、住民の防災意識の向上に繋がります。 

 
【訓練の例】 
 当局が所有する臨時災害放送局の設備（場合によっては近隣のケーブルテレビ局が所有する設
備）を防災訓練会場へ持ち込み、会場で送信設備やアンテナを設置し、実際に送信設備から電波
を出します。放送の内容については、ＣＦＭ会社やＣＡＴＶ会社の協力が得られた場合、アナウン
サーによる訓練の様子の中継や自治体首長のインタビューが放送されることもありますが、ＣＤなどの
音源などで放送することも可能です。 
 実際に電波を出しての訓練は大変貴重な機会となりますので、訓練の参加者や地域のみなさまに
臨時災害放送局の受信体験をしていただきます。特に、電池が不要な手回しラジオでの受信体験は
多くの住民の方にご興味を示していただき、大変好評です。また、この訓練を活用して、自治体所有
の広報車等のカーラジオを用いて、市内を巡回しながら市街地や集落等で受信状況の調査を行って
いただくことも可能となります。 

、

 

アンテナの設営 

訓練会場内のブースへ設備を設置 

展示エリアで受信体験 
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５ 実際に開設･運用した事例から 

 
「被災者へ寄り添った情報発信が重要」 ～臨時災害放送局の開設・運用の経験を踏まえ～ 

 
信越総合通信局では、平成 16年 10月の新潟中越地震、平成 19年 7月の新潟沖地震で実際

に臨時災害放送局を運用され、また、平成23年3月の東日本大震災の際に、多数の臨時災害放送
局の開設・運用の支援をされた長岡移動通信電話システム㈱（ＦＭながおか（コミュニティ FM 放送
局））代表取締役社長 脇屋雄介 氏より、新潟中越地震の発生当時の状況や運用にあたっての課
題点などを中心に、お話をお伺いしました。この貴重な経験談を、被災された方への情報伝達手段をご
検討いただく際に、参考としていただけると幸いです。 
※ 既存のコミュニティＦＭ放送局が、震災直後に臨時災害放送局として運用された例となります。 

 
■臨時災害放送局開設まで 
新潟中越地震が発生した際は、スタジオは大きく揺れ、機材が倒れたりしましたが、幸い、建物の停電

は免れましたので、放送を続けました。その後、大きな余震が続く中、スタジオより揺れの状況やリスナーに
対し落ち着いて行動するように呼びかけるとともに、しばらくしたところで、6～7 名のスタッフが集まり、緊急
の取材体制を組みました。被災現場や避難所などの取材を進めていくと、地震直後は停電で明かりもな
く、テレビも見られない状況で、被災者が自身の地域の情報を全く得られていないことがわかり、また、被
災者の方は急いで避難したためラジオの台数は不足していましたが、唯一、情報を得る手段がラジオであ
ることがわかりました。暗い被災地で不安な夜を過ごす被災者のめに必要なものは、地域の情報を伝える
ラジオであることを痛感しました。そのような現状を踏まえ、長岡市に対し、臨時災害放送局の開設を働
きかけ、長岡市から信越総合通信局へ開局の申請をする形で、ＦＭながおかの設備を用いた臨時災
害放送局が開設されることになりました。 
 
■被災者へ何を伝えたか 
 ～地震発生直後～ 
地震発生直後より、市役所内に設けられた災害対策本部から中継をしました。市役所内は、被害状

況の情報収集や災害対応で、ある意味パニック状態になっておりましたので、職員から取材を行ったり、
情報をもらうような状況ではありませんでした。また、キー局や県域放送局は、建物の倒壊や火災、土砂
崩れなどの被害状況の情報はあるものの、被災者が必要とする情報が放送されていないのが現状でした。
したがって、被災者が必要とする情報は何かという考えから、災害対策本部に刻一刻と張り出される情
報を読み上げ、中継放送することから始めました。その後は、スタッフが自転車で市内を回り、鉄道・道
路・通信などのライフラインの被害情報を収集し、また、リスナーからの情報などを送信し続けました。あわ
せて、多くの被災者の方に、放送の存在を知っていただくことも重要なので、避難所へ放送局の名前と周
波数を記載したポスターを掲示して、広報しました。意外なことですが、リスナーから、「放送で、現在の時
間を言って欲しい」という要望がありましたので、放送の中で、極力、現在時刻をアナウンスするようにしま
した。時間の情報ですら、被災者にとっては重要な情報であることを実感しました。 
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～地震発生から数日後～ 
地震発生直後は、Ａさんの無事が知りたい、どこへ避難したらよいかなど、安否情報や避難情報がメ

インでした。被災者が必要とする情報は、発生直後、数時間後、１日後、３日後、一週間後と、刻々
と変わっていくものです。余震が続く中で、水道やガスの被害・復旧情報、食料や水はどこで手に入るのか、
学校はいつ再開されるのか、ガソリンスタンドは開店しているのか、といった被災者が求める情報はさまざま
です。この時点からは、多少の混乱はあるものの、行政からはＦＡＸなどで情報が入るようになりました。
また、被災者にとっては、日常生活を取り戻す情報が必要になってきましたので、どこにいけば入浴できる
か、どこのスーパーがオープンしているかなど、独自取材で得た情報やリスナーからの得た情報を放送するよ
うになりました。また、新潟に在住する外国人の方で、地震を経験したことがない方や、どこへ避難してい
いのかわからない方がいるということを聞き、外国語での放送も始めました。あらかじめ外国語放送の時間
を決め、ゆっくりと話す日本語、英語、中国語、ポルトガル語の放送を行いました。外国語放送にあたって
は、長岡市国際交流センターなどから多くの協力をいただきました。 
 
■臨時災害放送局の運営 
～運営スタッフ～ 
新潟中越地震の際は、ＦＭながおかの社員が昼夜を問わず、取材や放送にあたりました。東日本大

震災の際には、新潟中越地震の際の運営の経験をもとに、各地で臨時災害放送局の開設・運営の支
援を行いましたので、その時の状況から言うと、開設のきっかけは、個人の有志が集まり開設に奔走したり、
ＮＰＯ法人の発案であったり、さまざまですが、スタッフについては、その有志がボランティアを募り、その趣
旨に賛同した方々が運営スタッフとなる例や、自治体が臨時災害放送局のスタッフを臨時職員として雇
用する例もありました。 

 
～財政面～ 
新潟中越地震の際は、行政側と特段の取り決めがなかったため、行政からの経費負担はありませんで

した。当時は、臨時災害放送局ではＣＭを流すことができず、コミュニティＦＭの運営に月数百万円の
経費がかかりますので、ＣＭ収入がなくなった分、運営にあたり、費用負担が大きかったことは事実です。
幸い、ＣＭを依頼された企業が地元の方ばかりだったので、被災者向け放送の放送であればやむを得な
いと理解いただき、後日放送することで了承がいただけました。東日本大震災の際は、日本財団や企業
からの支援の申し出があり、新潟中越地震の際の経験などを踏まえ、アドバイスさせていただきました。 

 
■おわりに 
災害は、種類・季節・時間・場所によってさまざまな対応が考えられますので、臨時災害放送局の開

設・運用も一定ではありません。２４時間続けて放送できるところもあれば、一日数回、時間を決めて放
送する形など、被害の状況や地域の事情等、さまざまです。全国放送や県域の放送は大規模な土砂
崩れの様子や建物倒壊の様子など、衝撃的な被害の情報に偏りがちです。私自身も被災者となりまし
たが、その状況で必要な情報は、衝撃的な被害の情報より、身近な避難先の情報、食料の配布先の
情報でした。停電で暗い避難所で、被災者の方がラジオの情報に耳を傾けている状況をみて、被災者に
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寄り添った放送の重要性を痛感しました。被災者の方から「地元のアナウンサーの声が聞こえて安心す
る」という感想をいただきました。地元のラジオ局が地元に密着した、地元が必要とする情報を流すというと
が、被災者にとって必要不可欠なものであり、臨時災害放送局にはその役割が十分に果たせるものと考
えます。リスナー全員が被災者であるという認識をもって、放送することが一番大切かと思います。 
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６ よくある質問 

 「臨時災害放送局」とはどういうものですか。  
 「臨時災害放送局」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場
合に、その被害を軽減するために、市町村等が開設する臨時かつ一時の目的のためのエフエム放送のこ
とです。 

 

 臨時災害放送局は、災害の規模が大きくないと開局できないのですか。  

災害の規模が小さくとも、市町村が必要と判断するのであれば、開局できます。 
 

 臨時災害放送局の免許は、どのようにして申請すればよいのですか。  

１ 申請できるのは地方公共団体等です。申請先は信越総合通信局です。申請は、電話（口頭）
で可能です。 

２ 長野県内及び新潟県内の市町村等は、信越総合通信局放送課（電話 026-234-9938 又は
090-3145-9497）に対し、電話で申請してください。 

   ※ 信越総合通信局に被災があり連絡がとれない場合は、総務省情報流通行政局地上放送課
（03-5253-5793）に連絡をお願いします。 

３ 電話で申請があると、信越総合通信局は、使用できる周波数等を決めて、口頭でお知らせします。 
４ 口頭での免許付与をもって放送を開始した後は、事態がある程度落ち着いたところで、正式な書面
による手続きを取ってください。 

 

 臨時災害放送局の「臨時」には、長くていつまでという期限はあるのですか。  

免許期間は、信越総合通信局が免許の際に付与しますが、廃止の時期を決めるのは、市町村です。
例えば、被災住民への情報伝達が臨時災害局の放送に頼らなくてもすむようになったと市町村が判断す
れば、免許期間中であっても廃止の手続きを取ることができます。逆に、臨時災害放送局の放送を続け
る必要があると市町村が判断するのであれば、免許期間の延長を信越総合通信局に申請することもで
きます。 
 

 複数の市町村が共同で臨時災害放送局を開局することは認められていますか。  

複数の市町村が共同して免許人になることも、市町村広域連合が免許人になることもできます。 
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 臨時災害放送局も中継局を設けられますか。  

必要に応じて中継局の設置は可能です。開局後に追加することもできます。 
 

 既存のコミュニティ放送局の施設を使用して臨時災害放送局を開設することはできますか。  

可能です。なお、既存のコミュニティ放送局の施設を使用して臨時災害放送局を運用する場合につい
ては、それぞれが放送する時間、役割、責任、管理などを明確に区分する必要があります。 

 

 他の放送局との混信が生じることはありませんか。  

他の放送局と混信が生じないように周波数の割当てを行うので、基本的には、混信は生じません。 
ただし、臨時災害放送局の場合、臨時かつ一時的な周波数利用であるので、その割当てにあたって

の混信状況の確認などは、通常のラジオ放送に比べると、緩やかな条件で免許を与えています。万一、
聴取者等からの申告等で混信が判明したときは、信越総合通信局(放送課)（026-234-9938）ま
で連絡してください。 

 

 臨時災害放送局に割り当てられる周波数を平時から住民に知らせておくことはできませんか。  

臨時災害放送局が使用する電波は、NHK や民放の県域 FM 放送、コミュニティ放送局も使用する
周波数帯です。臨時災害放送局の放送が利用する周波数は、既存の放送の「すき間」である上に、他
の臨時災害放送局の放送との干渉が生じないようにしなければなりません。したがって、開局の段階での、
周辺の周波数利用状況等を勘案した上で臨時災害放送局の周波数が確定しますので、住民への事
前周知は困難となります。 

 

 すぐに放送を開始できるよう機材をあらかじめ設置しておくことはできますか。  

 すぐに開局できるよう機材を用意しておくことは望ましいことです。ただし、不用意に電波を発射すること
がないよう、容易に電源が入らないようにするなどの対策が必要です。 
 

 「防災の日」の訓練で実際に電波を発射することは可能ですか。  

 可能です。 電波の発射にあたっては、あらかじめ無線局の免許を受ける必要があるので、信越総合
通信局放送課にご相談ください。 
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 臨時災害放送局が放送するのは、市町村発の情報だけですか。  

１ 臨時災害放送局は、「被災地における被災者への支援及び救援活動等の円滑な実施を確保する
ために必要な範囲」の放送番組を放送します。東日本大震災の際には、給水等の支援活動をする
自衛隊や国の関係機関からの情報も放送されていました。NPO 法人やボランティア団体からの生活
支援情報もありました。放送主体は市町村や市町村広域連合なので、市町村発の情報が中心とな
ると思われますが、必ずしも市町村発の情報でなければならないわけではありません。 

２ 臨時災害放送局の放送業務を、CFM事業者やCATV事業者に運営を委ねる市町村の場合は、
放送会社としての持てる能力を最大限に発揮できるので住民が必要とする情報を収集し編集し提供
することが期待できます。ただし、放送の免許主体は市町村なので、業務を委託する先の放送事業
者とは、放送内容について平時から話し合い、何を任せるのかを決めておく必要があります。 

 

 市町村は、臨時災害放送局の放送業務を NPO法人やボランティア団体に委託できますか。  

NPO 法人やボランティア団体へ委託することは可能です。また、アナウンサー、機器の調整管理（技
術者）等、様々な経験、技能を有する人に業務の一部を委嘱することも可能です。なお、免許を受け
た市町村におかれては、電波法令、放送法令を遵守する観点から、放送の実施状況、放送内容などを
把握していただき、放送局を管理することが必要となります。 
  

 放送業務を委託するときに、市町村は放送内容についてどこまで了解していなければなりませんか。 

臨時災害放送局の免許主体である市町村は、放送法の番組基準等は適用されないものの、編集
責任があります。ただし、市町村がすべての放送の内容について、事前に了解することは現実的ではなく、
放送の運営に支障が生じますので、放送の内容については、どのような内容の放送をいつどのように行うの
かといった大枠を市町村等と委託先が話し合って合意しておき、その合意に基づき放送が行われるように
してください。 

 

 臨時災害放送局は、コマーシャルを放送してもかまいませんか。  

放送することは可能ですが、臨時災害放送局は災害放送を行うことが原則であり、コマーシャルはあく
までも例外的なものと考えています。実施にあたっては、被災地の状況や住民の反応などを十分に勘案
し、免許人である地方公共団体等において判断していただくことになります。 
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 臨時災害放送局を運用するにあたり、無線従事者の配置は必要ですか。  

１ 第一級又は第二級陸上無線技術士、もしくは第一級総合無線通信士の有資格者（無線従事
者）の配置が必要です。 

２  該当する無線従事者がいない場合は、地域の他の放送事業者等の支援を受けて選任することも
可能です。 
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７ 臨時災害放送局の開設とその備え（流れ図） 
 

 

 

  

 

 

災害発生 

災害対策本部の設置 

開局の要否を検討 

機材等の調達の検討 

地元 
コミュニティ放送局の 
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あり 

信越総合通信局へ機材の貸与
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援協定を結んでいる場合は連盟へ相談】 

コミュニティ放送局と

臨時災害放送局の開設
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【スタジオ・アンテナ等】 

コミュニティ放送局の休止と

臨時災害放送局の開設の免許

手続について、信越総合通信

局へ連絡（電話） 

臨時災害放送局の開設の免許

手続について、信越総合通信

局へ連絡（電話） 

臨時災害放送局の開設 

被災者への情報発信について

の役割が終了したと判断され

た時点で閉局（廃止届の提出） 
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