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第２号議案 

災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について 

（案） 

 沖縄電力株式会社及び四国電力送配電株式会社より受理した災害等扶助交付金の交

付申請書に関して、業務規程第１７６条の１３第１項の規定に基づき申請内容の精査

を行った。これを踏まえ、同条第２項の規定に基づき交付金額を決定し、交付対象者

へ決定通知書により通知するとともに、同規程第１７６条の１４の規定に基づき、翌

事業年度において同交付金の交付を行う。 

１．交付申請者 

（１）沖縄電力株式会社

（２）四国電力送配電株式会社

２．申請件名（案件番号） 

（１）沖縄エリア 宮古島大雨災害に関する仮復旧費用（２０２２－０２）

（２）２０２２年台風４号豪雨による被害に対する災害復旧費用（２０２２－０３）

※（１）は沖縄電力株式会社、 

（２）は四国電力送配電株式会社からの申請

※上記件名は、申請事業者からの申請件名に基づく

３．申請受理日（案件番号） 

（１）２０２２年１１月 １日（２０２２－０２）

（２）２０２２年１２月２６日（２０２２－０３）

４．交付金額（審査結果） 

別紙１の審査結果に基づく（自己負担１割を除いた額） 

（１） ３２５，０００円（２０２２－０２） 

（２） ５，８３１，０００円（２０２２－０３） 

５．申請事業者への決定通知書 

別紙２及び別紙３の通り 

６．交付金の交付（支払い） 

４．の交付金額については、現時点、災害等扶助拠出金の積立残高が０円（ま

た、翌事業年度に支払う未交付額約１．４５億円）であることから、業務規程第１
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７６条の１４第２項の規定に基づき、２０２３年度分災害等扶助拠出金６２．１億

円の納付完了の翌月末を以って交付する。 

 
 交付金額 ２０２３年２月

末日支払い額 

２０２３年度分 

災害等扶助拠出金の納付

完了の翌月末日支払い額 

（１）沖縄電力 

 ＜宮古島大雨＞ 
３２５，０００円 － ３２５，０００円 

（２）四国電力送配電 

＜台風４号＞ 
５，８３１，０００円 － ５，８３１，０００円 

合計 ６，１５６，０００円 － ６，１５６，０００円 

 

以 上 

 

【添付資料】 

別紙１：災害等扶助交付金の申請内容及び審査結果について 

別紙２：災害等扶助交付金の申請に関する交付金決定通知について（沖縄エリア 宮

古島大雨災害に関する仮復旧費用（２０２２－０２）） 

別紙３：災害等扶助交付金の申請に関する交付金決定通知について（２０２２年台風

４号豪雨による被害に対する災害復旧費用（２０２２－０３）） 

 

＜参考＞ 

（災害等扶助交付金の金額の決定） 

第１７６条の１３ 本機関は、交付対象者より災害等扶助交付金の申請があった場合

には、第１７６条の１５に規定する運用要領で定める基準により申請内容を精査す

る。 

２ 本機関は、前項の精査を踏まえ、交付対象費用と認められる金額から、交付対象

者による１割の自己負担分を控除して災害等扶助交付金の金額を決定し、当該申請

をした交付対象者に通知する。 

 

（災害等扶助交付金の交付） 

第１７６条の１４ 本機関は、前条第２項の規定により通知した金額を当該申請をし

た交付対象者に交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本機関は、ある事業年度に交付する災害等扶助交付金

の金額が災害等扶助拠出金の積立残高を超える場合においては、当該超える金額
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は、翌事業年度以降に納付される災害等扶助拠出金をもって、翌事業年度以降に交

付対象者に交付する。 

 

 



災害等扶助交付金の申請内容及び審査結果

（別紙１）

１．沖縄エリア 宮古島大雨災害に関する仮復旧費用

２．四国エリア 2022年台風4号豪雨による被害に対する災害復旧費用

※上記件名は、申請事業者からの申請件名に基づく



1１．災害等扶助交付金の申請内容について

 沖縄電力㈱と四国電力送配電㈱より、計２件の災害等扶助交付金申請があった。（申請書類の不備
等の有無を確認の上、沖縄電力は11/１、四国電力送配電は12/26付で受理）

 事務局にて申請内容について審査を行った結果を以って、本理事会にて交付額を決定し、決定通知書に
より通知するとともに、翌事業年度において同交付金の交付を行うこととしたい。

被災事業者 広域機関

１.災害基準確認

2.申請
3.相互扶助審査開始

4.支払い額の決裁
（理事会）

5.決定通知書発行

6.交付金支払い

7.交付金実績整理

支払い確認

通知書受理

8.年度の交
付実績報告
書を作成

10.年度末
時点における
累計交付金
額の通知

9.年度の交付
実績を報告

年度末時点におけ
る累計交付金額
の通知を受理
（一般送配電事業者）

＜申請交付に係る業務フロー＞ ＜今回申請内容＞
停電発生日

（下段：99％停電
解消日）

該当する災害要件 最大停電
件数

申請交付金
（自己負担額控除後）

宮古島
大雨

（沖縄）

2022/5/28
(2022/5/28)

【発災直後】
・宮古島市(下地島)で１時
間降水量80.5㎜を観測

15,400戸 325,000円

台風４号
（四国）

2022/7/4
(2022/7/5)

【発災直後】
・高知県高岡郡四万十町で
１時間降水量91㎜を観測
・高知県須崎市で１時間降
水量85㎜を観測

2,137戸 5,831,000円

合計 6,156,000円



2

1.時間外労務費・日当, 
89千円

2.委託費, 
272千円

申請対象費用
361千円

（1）沖縄エリア 宮古島大雨 ～申請金額の概要および内訳～

申請交付額
(自己負担：10％を除いた額)

 仮復旧作業は1日で終了し、時間外労務費の対象者として延べ8名が対応にあたった。
 申請金額の内訳は時間外労務費と委託費（飛来物除去作業）１件である。
 なお、他電力からの応援はなかった。

×0.9 = 325千円
※四捨五入の関係で各項目の金額と合計金額が合わない場合がある。
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1.時間外労務費・日当, 
2,064千円

2.人員の移動
48千円

3.委託費, 
4,367千円

申請対象費用
6,478千円

申請交付額
(自己負担：10％を除いた額)

 仮復旧作業は２日間で終了し、時間外労務費の対象者として延べ203名が対応にあたった。
 申請金額の約67％が委託費（仮復旧作業・巡視で30件)である。人員の移動費は島嶼部への移動のた
めにフェリーを使用したものである。(今回、宿泊費は無し)

 なお、他電力からの応援はなかった。

×0.9 = 5,831千円
※四捨五入の関係で各項目の金額と合計金額が合わない場合がある。

（2）四国エリア 台風4号豪雨 ～申請金額の概要および内訳～



4２．審査結果

 審査の結果、申請金額や証憑等に問題がないことを確認した。
 本申請案件に係る交付額について、計6,156,000円で決定する。

申請対象費用
審査結果 *交付額

（審査の上決定）承認額 査定額

沖縄エリア 宮古島大雨 361,426円 361,426円 0円 325,000円

四国エリア 台風４号 6,478,499円 6,478,499円 0円 5,831,000円

合計 6,839,925円 6,839,925円 0円 6,156,000円

×
0.9

（10%は自己負担）
千円未満四捨五入



5３．まとめ ～交付額の決定及び申請事業者への対応について～

 速やかに交付額の決定通知書を発行し、交付対象者へ通知する。
 今回の交付決定額は、災害等扶助拠出金の積立残高を超えるため、業務規程176条の14第2項の規
定に基づき、2023年度分災害等扶助拠出金の納入完了の翌月末日を以って支払う。

件名 交付額
（今回決定）

（１）
2023/2月末日
支払い額

（２）
2023年度分災害等扶助拠出金（予定）

の納入完了の翌月末日支払い額

積立残高：なし

2023年度拠出
総額（予定） 6,210,000,000円

ー ー 既交付予定分 145,673,000円

積立残高：6,064,327,000円

沖縄エリア 宮古島大雨 325,000円 ⇒ 0円 325,000円

四国エリア 台風4号 5,831,000円 ⇒ 0円 5,831,000円

上記交付後の
2023年度拠出総額
(予定)に対する残高

6,058,171,000円
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【補足資料】
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１．沖縄エリア 宮古島大雨災害に関する仮復旧費用
（沖縄電力株式会社）



8［参考］対象となる申請案件の概要 ～申請内容～

項目 内容

1．件名 沖縄エリア 宮古島大雨災害に関する仮復旧費用

2．災害要件

3．被害状況
・停電発生日時 ：2022年5月28日（土）5時44分
・最大停電日時、 戸数：2022年5月28日（土）6時42分、15,400戸
・損害設備状況 ：送電線への飛来物接触、配電設備被害（柱上変圧器２台）

4．仮復旧終了日（扱い日）
2022年5月28日 (土) 9時48分

5．申請交付金額
（自己負担一割を除いた額） 325,000円

判断タイミング 災害基準要件

発災前

●電力供給エリアにおいて、以下のいずれかに該当する場合

・（台風）非常に強いまたは猛烈な台風について、48時間先までの予想進路に電力供給エリアが入る場合

・（災害共通）大雨特別警報、暴風特別警報等の各種特別警報が発表された場合

・（災害共通）国や電力広域機関からの要請があった場合

発災直後

●電力供給エリアにおいて、以下のいずれかに該当する場合

・（災害共通）最大停電軒数（戸数）10万以上

・（台風・豪雨）最大風速*40m/s以上が観測された場合 *最大風速：10分間平均風速の最大値

・（台風・豪雨）1時間降水量が80mm以上を観測した場合

・（地震）最大震度6弱以上を観測した場合

・（災害共通）国や電力広域機関からの要請があった場合

（発災直後）
・宮古島市（下地島）で80.5㎜（5月28日 ６時）を観測した。



9［参考］対象となる申請案件の災害概要 ～宮古島大雨災害の概要～

 沖縄県宮古島市伊良部付近や平良付近では、28日6時50分までの1時間に120ミリ以上の猛烈な雨
が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表される状況であった。

出典tenki.jp：https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/05/28/17621.html

https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/05/28/17621.html


10［参考］対象となる申請案件の概要 ～災害基準要件のエビデンス～

 交付対象となる災害基準要件（発災直後の１時間降水量が80㎜以上を観測した）を
満たしていることを確認した。

《参考気象庁》
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_a1.php?prec
_no=91&block_no=1490&year=2022&month=05&day=28&view=p1
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［参考］対象となる申請案件の概要 ～停電状況及び交付金対象期間～

仮復旧対象期間

時間外
日当

宿泊
旅費

直接工事
(資機材)

委託費

仮/本
区分可

仮/本
区分不可

（飛来物除去作業）

事前対応

該当なし

事業場での復旧業務、設備確認・現場出向など

該当なし

災害適合日時
5/28 5:44

停電ピーク
5/28 6:42

99%停電復旧
5/28 9:48

停電軒数の推移

該当なし

該当なし

該当なし

停電ピーク
5/28 6:42
約15,400戸

99%停電復旧
5/28 9:48

【災害基準要件】
1時間降水量が
80㎜以上観測確認
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 時間外労務費の対象として、延べ8名が復旧対応にあたった。
 申請している作業内容が適切か、時間外単価が当該会社の各種規程に基づき適切に計算されているか、
申請期間が「仮復旧対象期間（~99%停電復旧日まで）」を逸脱していないか等について審査し、問
題ないことを確認した。（時間外労務費以外の申請はなし）

［参考］審査結果 ①時間外労務費・日当等

項目 申請対象
費用 審査額 差異

時間外労務費 89 89 ０

計 89 89 0

＜①時間外労務費内訳＞

単位：千円

1

5

2

0

5

10

5月28日

＜作業内容及び対応人数＞
指令・系統操作 巡視・点検
故障受付・工程管理

※千円未満四捨五入
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 送電線路への飛来物除去作業１件であり、申請対象となる委託の仮復旧工事は272千円であった。

［参考］審査結果 ②委託費

項目 申請対象費用 審査額 差異

飛来物除去作業 272 272 0

計 272 272 0

単位：千円＜②委託費の内訳＞
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２．四国エリア 2022年台風4号豪雨による被害に対する災害復旧費用
（四国電力送配電株式会社）



15［参考］対象となる申請案件の概要 ～申請内容～

項目 内容

1．件名 四国エリア 2022年台風4号豪雨による被害に対する災害復旧費用

2．災害要件

3．被害状況 ・停電発生日時 ：2022年7月4日（月）8時50分
・最大停電日時、 戸数：2022年7月5日（火）1時00分、2,137戸
・損害設備状況：高圧線断線19条径間、変圧器3台破損等
・主な停電の原因：豪雨の影響による、電線断線および設備損傷のため

4．仮復旧終了日（扱い日）
2022年7月5日 (火) 18時12分

5．申請交付金額
（自己負担一割を除いた額） 5,831,000円

判断タイミング 災害基準要件

発災前

●電力供給エリアにおいて、以下のいずれかに該当する場合

・（台風）非常に強いまたは猛烈な台風について、48時間先までの予想進路に電力供給エリアが入る場合

・（災害共通）大雨特別警報、暴風特別警報等の各種特別警報が発表された場合

・（災害共通）国や電力広域機関からの要請があった場合

発災直後

●電力供給エリアにおいて、以下のいずれかに該当する場合

・（災害共通）最大停電軒数（戸数）10万以上

・（台風・豪雨）最大風速*40m/s以上が観測された場合 *最大風速：10分間平均風速の最大値

・（台風・豪雨）1時間降水量が80mm以上を観測した場合

・（地震）最大震度6弱以上を観測した場合

・（災害共通）国や電力広域機関からの要請があった場合

（発災直後）
・高知県高岡郡四万十町で１時間降水量91㎜（7月4日 22時31分）を観測した。
・高知県須崎市で１時間降水量85㎜（7月5日 １時13分）を観測した。



16［参考］対象となる申請案件の災害概要 ～台風4号豪雨の概要～

 台風4号が発生した7月1日から6日午前11時までの総雨量を確認すると、断続的に長時間雨が続いた
西日本の太平洋側を中心に雨量が増えた。特に「線状降水帯」が発生した高知県では雨量が多くなった。

出典tenki.jp：https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/07/06/18263.html#:~:text

https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2022/07/06/18263.html#:%7E:text


17［参考］対象となる申請案件の概要 ～災害基準要件のエビデンス～

 交付対象となる災害基準要件（発災直後の１時間降水量が80㎜以上を観測した）を
満たしていることを確認した。

《参考気象庁》
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/periodstat/20220701a/2022070
5/24/pre1h_mx00.html#a74

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/periodstat/20220701a/20220705/24/pre1h_mx00.html#a74


18［参考］対象となる申請案件の概要 ～停電状況及び交付金対象期間～

仮復旧対象期間

時間外
日当

宿泊
旅費

直接工事
(資機材)

委託費

仮/本
区分可

仮/本
区分不可

島嶼部への旅費

事前対応

該当なし

配電線事故対応

該当なし

災害適合日時
7/4 8:50

停電ピーク
7/5 1:00

停電軒数の推移

99%停電復旧
7/5 18:12

該当なし

該当なし

該当なし

応急復旧費用(労務費含む)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

07月05日

停電ピーク
7/5 1:00
2,137戸

99%停電復旧
7/5 18:12
154戸→0戸

【災害基準要件】
1時間降水量が
80㎜以上観測確認
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 時間外労務費の対象として、２日間で延べ203名が復旧対応にあたった。
 申請している作業内容が適切か、時間外単価が当該会社の各種規程に基づき適切に計算されているか、
申請期間が「仮復旧対象期間（~99%停電復旧日まで）」を逸脱していないか等について審査し、問
題ないことを確認した。

［参考］審査結果 ①時間外労務費・日当等

項目 申請対象
費用 審査額 差異

時間外労務費 1,887 1,887 ０

深夜手当 149 149 0

日当 28 28 0

計 2,064 2,064 0

＜①時間外労務費内訳＞

単位：千円

50

153

0

50

100

150

200

7月4日 7月5日

＜作業内容及び対応人数＞

配電線事故対応

※千円未満四捨五入
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 移動費の対象者は８名であった。
 対象となる移動費が証憑と整合しているかを審査し、問題ないことを確認した。
 移動費は島嶼部へのフェリーが主であった。

［参考］審査結果 ②人員の移動費等

項目 申請対象費用 審査額 差異

人員の移動（島嶼部派遣費用） 48 48 0

計 48 48 0

＜②人員の移動内訳＞ 単位：千円

※千円未満四捨五入
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 委託費は、高圧線断線、変圧器の損傷に関する仮復旧費用であった。
 委託業務範囲/工事内容や証憑、申請金額について審査し、問題ないことを確認した。

［参考］審査結果 ③委託費

単位：千円＜③委託費の内訳＞

項目 申請対象費用 審査額 差異

委託費（仮復旧費用） 1,609 1,609 0

委託費（巡視） 2,758 2,758 0

計 4,367 4,367 0

※千円未満四捨五入



（別紙２）

1 

広域総第２０２２－１２２号

２０２３年１月２５日

沖縄電力株式会社

代表取締役社長  

社長執行役員  

本永  浩之  殿  

電力広域的運営推進機関

 理事長  大山  力

災害等扶助交付金の申請に関する交付金決定通知について

２０２２年１１月１日付で受理致しました「沖縄エリア  宮古島

大雨災害に関する仮復旧費用（２０２２－０２）」に関する災害等

扶助交付金の申請について、業務規程第１７６条の１３第１項に基

づき、申請内容の精査を行い、業務規程第１７６条の１３第２項に

基づき、下記の通り交付金額を決定致しましたので通知致します。  

記

１．件名（案件番号）

沖縄エリア  宮古島大雨災害に関する仮復旧費用

（２０２２－０２）

２．交付金額 

３２５，０００円

３．交付決定日

２０２３年１月２５日

４．交付金支払い日  

上記２．の交付金額が、災害等扶助拠出金の積立残高を超える

ため、業務規程第１７６条の１４第２項の規定に基づき、以下の

通り支払う。  



（別紙２）

2 

支払い日 支払い額 備考

（１）２０２３年２月末日 ― 積立残高  

ゼロのため

（２）２０２３年度災害等扶助

拠出金の納入完了の翌月末

３２５，０００円

合計 ３２５，０００円

以上



（別紙３）

1 

広域総第２０２２－１２３号

２０２３年１月２５日

四国電力送配電株式会社

取締役社長  

横井  郁夫  殿  

電力広域的運営推進機関

 理事長  大山  力

災害等扶助交付金の申請に関する交付金決定通知について

２０２２年１２月２６日付で受理致しました「２０２２年台風４

号豪雨による被害に対する災害復旧費用（２０２２－０３）」に関

する災害等扶助交付金の申請について、業務規程第１７６条の１３

第１項に基づき、申請内容の精査を行い、業務規程第１７６条の１

３第２項に基づき、下記の通り交付金額を決定致しましたので通知

致します。  

記

１．件名（案件番号）

２０２２年台風４号豪雨による被害に対する災害復旧費用

（２０２２－０３）

２．交付金額 

５，８３１，０００円

３．交付決定日

２０２３年１月２５日

４．交付金支払い日  

上記２．の交付金額が、災害等扶助拠出金の積立残高を超える

ため、業務規程第１７６条の１４第２項の規定に基づき、以下の

通り支払う。  



（別紙３） 

2 
 

  

支払い日  支払い額  備考  

（１）２０２３年２月末日  ―  積立残高  

ゼロのため  

（２）２０２３年度災害等扶助  

拠出金の納入完了の翌月末  

５，８３１，０００円   

合計  ５，８３１，０００円   

 

以上  
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