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東日本大震災に係る特殊公務災害の認定の取扱いについて 

 

 特殊公務災害の認定に当たっては、地方公務員災害補償法第 46条に定める要

件に該当するかどうかを審査しているところであり、具体的には、①特殊公務

に従事する職員（地方公務員災害補償法施行令第２条の３第１項）であるかど

うか、②生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において職務

に従事したかどうか、③天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防

禦等の政令で定める職務（同施行令第２条の３第２項）に従事し、そのため災

害を受けたかどうか、について判断が行われ、決定されるものとなっておりま

す。 

東日本大震災に係る特殊公務災害の認定についても、このような制度の趣旨

を踏まえて、個々の事案ごとに具体的な認定が行われてきたところです。 

一方、特殊公務災害に該当しないと判断された事案に係る審査請求に対し、

関係の支部審査会においては、個別の事案ごとに改めて処分庁、審査請求人双

方の主張を精査するとともに、事案によっては認定時には判明していなかった

ような新たな事実が判明したことなどにより、処分庁とは異なる事実認定を行

い、原処分を取り消すことが相当との判断に至った事案が見られます（別紙参

照）。 

被災職員の被災時の状況、従事していた職務等は個々の事案ごとに異なるも

のであることから、支部審査会の裁決は基本的に当該事案に限られるものであ

ります。しかしながら、東日本大震災は過去に例のない極めて大規模な災害で

あり、取消裁決が出された事案と同様の状況で発生した事案が想定されること



 

から、これらの事案に対して補償の公正な実施を確保する観点から、特段の配

慮を行う必要が生じております。 

つきましては、東日本大震災に係る特殊公務災害の認定に当たっては、今後

このような観点も踏まえた審査を行うこととし、既に特殊公務災害に該当しな

いと判断された事案についても、再度、特殊公務災害の認定請求が行われた場

合には改めて審査を行うこととしましたので、お知らせします。 

なお、遺族補償に係る時効は、職員が死亡した日（時効の期間経過前に認定

請求が行われた場合は、公務上の災害と認定したことを請求者が知り得た日）

の翌日から起算して５年間とされていることから、認定請求期限には十分ご留

意ください。 

上記の取扱いについて、県及び管内関係市町村等への周知をお願いします。 

 

以   上   
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別 紙 

支部審査会において取消裁決の出された事案の概要一覧 

（東日本大震災に係る特殊公務災害関連） 

 

平成 26年３月末現在 

 

《警察官の事案》 

１ 本人は、訓令の定めに従い、○○交番に電話で「駐在所は被害がないので、管内の被

害確認をしてくる。」と報告し、○○駐在所からミニパトで出動した。その後、同僚が、

○○町内の交差点において、本人が運転するミニパトを目撃している。また、地震発生

後、○○交差点（海岸から約 1.5キロメートル）で交通整理を実施していた別の同僚も、

東進する本人が運転するミニパトを目撃している。その後、本人は、確認が取れない状

況となった。 

 

２ 本人は、デモ行進の交通整理等のデモ警備に従事していたが、大津波警報が発令され

たため、デモ隊は解散となった。その後、本人は、○○交差点（海岸線から約 1.3キロ

メートル）で交通整理をしながら地域住民の避難誘導を行った。数十分が経過した後、

交通量がほとんどなくなったことから、本人は、同僚に、○○交番に行く旨の発言をし、

○○交番方面に向かったことが確認されているが、その後、連絡が取れない状態となっ

た。 

 

３ 本人は、地震発生後、災害対応業務を行っていたところ、午後３時頃、大津波が異常

な高さで○○交番まで迫ってくる状況となったため、同僚に○○市役所への避難を指示

した後、その同僚に「これからが、俺の本当の仕事なんだよ。」と言い、災害警備を指揮

するために同交番（海岸線から約 1.1キロメートル）へ戻って行った。間もなく同交番

に大津波が襲来し、同市役所の屋上まで津波が押し寄せ、本人と連絡が取れない状況と

なった。 

 

４ 本人は、非番日であったが、地震を受け、○○県警察非常招集に関する訓令の規定に

従って、宿舎から近い○○交番へ参集し、同交番内において、無線、電話等に対応して

いた。その後、同交番所長から指示を受け、○○市役所方向（海岸線から約 1.1キロメ

ートル）に徒歩で向かい、付近住民の避難誘導に当たっていたところ、大津波が襲来し

連絡が取れない状況で所在不明となった。 

 

５ 本人は、○○警察署において職務に従事していたが、大津波警報が発令されたため、

職務である地方自治体との災害連絡調整のため、○○庁舎（河口から 450メートルほど

の川沿い）に向かい、情報収集を行うとともに、住民への迅速な避難誘導のために防災
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関係機関との連携・調整を図る等の災害警備活動を行っていた。本人からの無線連絡時

刻及び内容から、本人は、同庁舎屋上に避難した後も、情報収集・発信、被害状況把握

を行っていたことが確認される。同庁舎において職務に従事していた職員は、大津波が

同庁舎に迫ってきたことから、同庁舎にいた職員は、同庁舎屋上へ一斉に避難したが、

同庁舎が大津波に飲み込まれた後、生存者を確認したところ、本人の姿はなかったとさ

れている。その後、本人は、同町内において、遺体で発見された。 

 

６ ○○駐在所の所長であった本人は、○○市○○支所（河口から 500メートルほどの川

沿い）の災害警備本部に赴き、住民の避難誘導、災害情報の収集等の活動に従事してい

たが、河口から押し寄せた津波により行方不明となり、以後音信不通となった。同支所

職員の証言によると、「大津波が庁舎に迫ってきたことから、同庁舎にいた職員は上階に

避難したが、大津波は庁舎を飲み込み、その後、生存者を確認したところ、その中に本

人の姿はなかった」とされている。その後、本人は、災害発生から３か月が経過した後

も行方不明であったため、死亡推定とされた。 

 

７ 本人は、大津波警報が発令されたことを知り、○○交番の受持区域内で最も甚大な被

害になることが予見された○○地区へ住民の避難誘導を行うためパトカーで向かった。

午後３時 20 分頃、本人は、○○交差点（海岸線から１キロメートル程）において、同僚

と合流し、交差点の北方約 20メートルの地点において、車両の誘導を行っていた。午後

３時 54分頃、同僚職員が海岸方面から巨大津波が迫ってくるのに気付き、大声を上げて

危険を知らせた。同僚職員は、「避難してくる本人の姿を発見することはできなかった」

と証言している。その後、本人は、同交差点から西方約 100メートル地点において遺体

で発見された。 

 

８ 本人は、大津波警報が発令されたことから、直ちに被害確認及び大津波が来ることを

住民に知らせて避難させるようにとの○○警察署長からの命令により、海岸部に向かう

旨を申し立て、同僚とパトカーで出発した。生存者の証言から、津波が到達した午後３

時 56分頃には、制服警察官から避難誘導されたという情報が寄せられ、当該地域付近（海

岸線から最長で 1,300 メートル）で活動中の制服警察官は、本人らのみであった。その

後、本人らは、遺体で発見された。 

 

９ 午後３時 20 分、本人らは管内の被害状況の確認、交通流の確保、沿岸部住民への避難

広報、避難誘導を実施するよう指示を受け、パトカーにて出発した。本人らは北部沿岸

部において、避難広報に従事していたものであるが、沿岸を大津波が襲った午後３時 56

分頃に、○○橋近く（海岸線から 900メートル程）で避難広報をしていたと住民が証言

している。その後、近辺で同パトカーが発見され、それから 150メートル程離れた場所
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で遺体が発見された。 

 

10 本人は、週休日で外出していたが、大津波警報が発令されたことから、○○駐在所に

戻った。本人は、午後３時過ぎ頃、○○署へ、電話にて自らの任務確認を行った。これ

に対して、対応した職員が署長の参集指示を伝えたところ、本人は、参集場所へ向かう

旨を告げた。午後３時 10分頃、同僚が同駐在所にパトカーが駐車されていないことを確

認している。以後、音信不通となり、行方不明となった。その後、本人は、災害発生か

ら３か月が経過した後も行方不明であったため、死亡推定とされた。なお、○○駐在所

配備の警ら用パトカーは、同駐在所から約 110メートル程離れた場所で発見され、本人

の自家用車は、同駐在所から約 200メートル程離れた場所で発見された。これらの場所

は、海岸線から北方へ 690メートル離れた同駐在所よりさらに北方の位置にある。 
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《消防吏員の事案》 

１ 本人は、非番であったが、地震が発生したため、非常招集基準に従って、○○消防署

（海岸から 500メートル）に参集した後、署長から通信業務に就くよう指示され、１階

の通信室にて無線交信や情報収集にあたっていた。「津波が○○川の堤防を越えた。」と

の叫び声が聞こえたため、署長の指示により、屋上へ避難した後、行方不明となった。

なお、本人が、２階まで避難しているのを一緒に避難した同僚が確認している。その後、

本人は、○○消防署から約 350メートル離れた場所で遺体で発見された。 

 

２ 本人は、公休日であったが、地震が発生したため、○○市災害応急対策計画に従って、

消防本部登庁後、庁舎機能移転のため、消防車両に必要な資機材を積載し、高規格救急

車を運転して、高台へ向け出動した。本人が消防本部へ登庁したことは、上司である消

防署長が確認しており、その後、救急車を高台に避難させていたことも認識していたと

されている。その後、本人は、建物（海岸線から約 1.5キロメートル）に押しつぶされ

た救急車内で、活動服を着用した状態で遺体で発見されたものである。 

 

３ ○○市内の被害状況調査及び人命救助が全隊に指示されたことから、本人は、直ちに

○○地区内へ消防車で出動し活動を開始した。午後２時 49分、大津波警報が発令され、

住民への警報発令の広報及び避難誘導を重点に行うため、午後３時３分に海岸等の避難

指示に向かうと本部に報告、同９分には「○○ビーチ避難指示実施中」との報告があっ

た。同 44分、消防本部から避難を命ぜられ、同 45分、○○公民館（海岸線から１キロ

メートル強）に避難する旨を報告している。午後３時 52分に「津波第１波確認」との報

告を行っているが、同 56分に消防本部からの呼びかけには応答が無く、以後連絡が無く

なった。その後、本人は、同地区内において遺体で発見された。 

 

４ 本人は、地震・津波災害活動計画に基づき、通信指令担当者に通信機器の異常の有無

を確認するよう指示し、その他の職員には、庁舎の被害状況及び人的な被害状況を確認

するよう指示した。確認後は、ポンプ車及び救急車で町内の被害状況と災害発生状況の

調査や広報を実施するよう命じた。その後、○○消防署から○○町防災庁舎（○○川河

口から 450メートル程の川沿い）内に設置された○○町災害対策本部へ出向した。午後

３時 25分頃、津波が水門を超え、庁舎内にも浸水してきたため、庁舎内にいる関係者を

避難させ、最後に屋上へ行き、同消防署へ被害状況の情報を送り続けたが、同庁舎が津

波に飲み込まれ、被災した。その後、本人は、同町内において遺体で発見された。 

 

５ 本人は、臨時の職務として行っていた防火訪問の訪問先の付近住民を、徒歩により○

○水道事業所（海岸から約２キロメートル）へ避難誘導し、午後３時 10分頃、同事業所

に到着したが津波に巻き込まれ、被災した。その後、本人は、○○市内において、遺体
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で発見された。 

 

６ 本人は、非番であったが、地震・津波災害活動計画に基づく非常招集により、○○消

防署（海岸線から 1.5 キロメートル程）に駆けつけた。到着後、防潮水門遠隔監視操作

システムでの水門閉鎖状況と監視カメラモニターで海岸部の確認等の指示を行った。午

後３時 32分頃、屋外で避難誘導にあたっていた職員が 500メートル程離れた○○橋の上

を津波が瓦礫とともに押し寄せるのを確認し、津波襲来の情報を伝えるため２階通信司

令室に入ってきたが、本人は通信機器員に命じ、無線により津波襲来の情報を送り続け

ており、その後すぐに、津波は東側の窓から侵入し、被災した。その後、本人は、同消

防署付近において、遺体で発見された。 

 

７ 本人は、非番であったが、地震・津波災害活動計画に基づく非常招集により、○○消

防署（海岸線から 1.5 キロメートル程）に駆けつけた。到着後、同消防署の前を南北に

走る国道を街区に向かう車両を避難させるため、庁舎の外に向かった。午後３時 32分頃、

屋外で避難誘導にあたっていた職員の「津波だ」の声により、津波の襲来を察知し、そ

の情報を伝えるため２階通信指令室に入った。その後すぐに、津波は東側の窓から侵入

し、被災した。その後、本人は、○○町において、遺体で発見された。 
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《災害応急対策従事職員の事案》 

１ 本人は、館長の指示のもと、○○市地域防災計画に従い、○○公民館（海岸線から１

キロメートル強）を避難所として開設し、被災者の受け入れ準備、住民の避難誘導にあ

たった。施設が２階建てのため大津波には対応できないと判断し、３階建ての○○中学

校に避難するよう誘導し直すこととなり、本人が車を準備するためその場を離れた午後

４時頃、大津波が襲ってきて、同公民館は２階廊下まで一気に浸水した。津波が襲来す

る前、１階の事務室に向かう本人を住民が目撃している。その後、本人は、同公民館１

階事務室内瓦礫下より遺体で発見された。 

 

２ 本人は、○○市の防災計画に従い、市道の被害状況の把握及び避難経路の安全通行確

保を行うため、午後３時 10 分頃、同僚と共に公用車で同市東部地区へ出動した。経路は、

市役所を出発し海岸方面に向かい、橋梁等を○○橋（海岸線から１キロメートル以内）

へ向かって北から南へ確認するものであった。途中、本人が乗車していた公用車が目撃

されている。その後、午後３時 50分から午後４時にかけて同市太平洋沿岸を大津波が襲

い、課長が本人らに何度も防災無線及び個人の携帯電話での連絡を試みるが、音信不能

のまま本人らは夜になっても戻らず行方不明の状況となった。その後、本人らは、同市

内で遺体で発見された。 

 

３ 本人は、○○市の防災計画に従い、庁舎内の市民を安全な場所に避難誘導した後、災

害広報活動を行うため、午後３時頃、同僚と共に広報車で市東部地域へ出動することと

なり、経路は、市役所を出発し海岸方面に向かうものであった。午後３時 10分頃と午後

３時 25分頃に、○○市職員らにより広報車が目撃されている。その後、午後３時 50分

から午後４時にかけて同市太平洋沿岸を大津波が襲った。その後、本人らは、同市内で、

遺体で発見された。 

 

４ 勤務庁舎（河口から 500メートルほどの川沿い）が避難所に指定されているため、○

○市地域防災計画に従い、本人は避難してきた住民を２階の多目的研修室に避難誘導し

ていた。午後３時 20 分過ぎ頃、大津波が庁舎を襲い、１階が浸水してから時間を費やす

ことなく、２階の床まで浸水した。多目的研修室にいた職員たちが、津波が部屋に入っ

てこないようにドアを懸命に押さえていた、と生存した住民が証言している。その後、

西側の壁が水圧で抜け、本人は津波に流されたと考えられる。本人は、津波に流された

後、行方不明となり、災害発生から３か月が経過した後も行方不明であったため、死亡

推定とされた。 

 

５ 勤務庁舎（河口から 500メートルほどの川沿い）が避難所に指定されているため、○

○市地域防災計画に従い、本人は避難してきた住民を２階の多目的研修室に避難誘導し
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ていた。午後３時 20 分過ぎ頃、大津波が庁舎を襲い、１階が浸水してから時間を費やす

ことなく、２階の床まで浸水した。多目的研修室で避難住民の対応をしていた本人らは、

２階の小会議室に入室するよう指示を受け、入室したが、水位が一気に増し、腰壁が破

壊され、外に投げ出された。本人は、津波に流された後、行方不明となり、災害発生か

ら３か月が経過した後も行方不明であったため、死亡推定とされた。 

 

６ 本人は、大津波警報が発令されたことから、○○市地域防災計画に従い、○○部○○

班の班長として、職員に入院患者の安全確保について指示を出したが、数分後、津波警

報が大津波警報に切り替わり、津波が来ているため○○市立病院（道路を隔てて目の前

が海）の屋上へ上がるよう職員に指示をし、本人も屋上に避難したが、津波の高さが病

院の屋上まで到達してしまい、入院患者及び他の職員とともに津波に流された。その後、

本人は、○○湾沖において、遺体で発見された。 

 

７ 本人は、大津波警報の発令後、○○市地域防災計画に従い、○○部○○班の班員とし

て、入院患者の避難誘導等を行いながら○○市立病院（道路を隔てて目の前が海）屋上

に避難した。しかし、午後３時 25分頃についに３階建ての同病院の屋上を超える大津波

となり、入院患者及び他の職員とともに津波に飲み込まれた。その後、本人は、町内に

おいて、遺体で発見された。 
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